
しわを改善して、「つや玉」輝く肌へ導くリンクルクリーム。薬用有効
成分「純粋レチノール＊」配合。ヒアルロン酸を生み出し、水分量を
増やすことで柔軟な肌に導き、真皮のコラーゲン密度を高めて目も
と・口もと・首のしわを改善します。
さらに、美容成分で肌を包み込むストレッチング処方で、ピンと密着。
「つや玉」輝く肌に導くデザインタイム美容液をセットで。
＊有効成分 レチノール

どこか惹きつける、さりげない色っぽさを叶える
マキアージュから、ライトなメイクに
おすすめな豪華4点セットを

2022年の株主優待は、資生堂グループの選りすぐりの7つの優待品より、
おひとつお選びいただける選択制となっております。
申し込み専用サイトか、同封の専用申込はがきにてお申し込みください
〔2022年5月13日（金）必着〕。

〈10月31日（月）までのお問い合わせ〉 資生堂 株主優待専用コールセンター  〈11月1日（火）以降のお問い合わせ〉  三井住友信託銀行 証券代行部

0120-782-031 0120 -220-768 （平日9:00～17:15） （平日9:00～17:00）  

◎ 個人情報の取り扱いについて
株主優待品の発送の受付に際しましては、株主名簿に登録されたご氏名、ご住所に関する情報および申し込みの際に記載いただくお電話番号（以下、当該情報といいます）を使用いたします。専用申込
はがきに印字された株主番号、QRコードを用いて株主さまを特定いたします。当該情報は本件以外の目的で使用することはございません。なお、当社は本件に関する業務の委託に伴い、委託先に当該情
報を開示することがありますが、当該情報を第三者に提供・譲渡することはなく、委託先については当社の責任において注意深く選定し、厳重な情報管理を行うことを契約で義務付けるなど、適切な管理
監督を実施しております。また、ご記入いただく電話番号情報の訂正、削除または利用・提供の拒否等のご連絡は、下欄に記載のお問い合わせ先で承ります。お電話番号の記入は株主さまの任意です
が、お知らせいただけない場合は優待品のお届けが遅れたり、優待品の選択についてご希望に沿えない場合がございます。なお、当社の個人情報保護管理者は情報セキュリティを担当する部門の責任者
とします。

マキアージュセット

エリクシールセット1

2

優待対象 ： 2021年12月末現在、当社株式1,000株以上を1年超保有の株主さま
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1 エリクシール シュペリエル  
エンリッチド リンクルクリーム S 
（医薬部外品） クリーム（部分用） 15g
販売名：資生堂 レチノバイタル クリームＶ

２ エリクシール シュペリエル デザインタイム セラム
〈美容液〉 40mL

エリクシールから、
人気のリンクルクリームと美容液のセット

2022年

WEBでの
お申し込みを
始めました！

お申し込み方法のご案内

美容液リンクルクリーム

日中用
色つき美容液

仕上げ用
ミスト状化粧水

42
アイシャドウ リップ

クリーム

株式会社 資生堂

株主優待のご案内

お申し込み期限：2022年5月13日（金）24時まで

同封の専用はがきに、ご希望のセットの番号
を2ヵ所❶、日中、ご連絡の取れる電話番号
❷を記入します。
点線部分で切り取ってⒶを投函してください。

IDとパスワードを入力し、ログインしてください。ログイン後は、
サイト内の案内に従って、優待品のお申し込みを行ってください。

※ID・PWをお忘れの方は、サイト上に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

※ Ⓑは株主さま控えとなります。商品が届くまで、
大切に保管してください。

※ 専用申込はがきの株主番号にて株主さまを特
定いたしますので、必ず専用申込はがきにてご
返信ください。

お申し込み期限：2022年5月13日（金）必着

専用申込はがき ✂ 株主さま控え

Ⓐ Ⓑ

1

2

WEBでお申し込みの場合

専用はがきでお申し込みの場合

1 マキアージュ  ドラマティック ヌードジェリー  BB
〈日中用色つき美容液〉 30g SPF50+ ・ PA+++
2 マキアージュ ドラマティックスタイリングアイズS
BE233 〈アイシャドウ〉 4g

3 マキアージュ ドラマティックミスト EX 
〈仕上げ用ミスト状化粧水〉 60mL 
4 マキアージュ  ドラマティックリップトリートメントEX
〈リップクリーム〉 4g

薄づきなのに毛穴や色ムラをカバーするドラマティック ヌードジェ
リー BBと、瞳色になじむブラウンとシームレスなグラデ―ションで自
然に大きな目もとを叶えるアイシャドウ、メイク後のひと吹きで長時間
くずれず、マスクにもつきにくい＊化粧持ちミスト、美容オイル生まれ
のリップトリートメントをセットで。
＊マスクへのつきにくさは、不織布マスクで確認した結果です。
（資生堂調べ。効果には個人差があります）

ログインID : 株主番号
パスワード : ご登録住所の郵便番号

申し込みフォームトップ画面IDとパスワードを入力し、ログインしてください。ログイン後は、 申し込みフォームトップ画面

下記URLまたは二次元コードより、
株主優待申し込みサイトへアクセスください。
https://smartweb1.eventissimo.jp/public/
seminar/view/334

✂✂ 株主さま控え✂

❷❶
❶

●期限までにお申し込みがない場合や、優待品のご選択（お申し込み内容）があいまいな場合は、当社にて選んだ優待品をお送りいたします。　●優待品によりお
届け時期が異なりますが、申込受付より5～8週間程度でお届けする予定です。　●お届け日時の希望ならびにお届け前のご連絡はお受けいたしかねます。ご不在
時は不在票対応とさせていただきます。　●資源の有効活用促進のため、エコ包装（簡易包装）にてお届けいたします。



シミ予防悩みにフォーカスした、
美白のスペシャルブランドから、
進化した薬用 美白美容液を

HAKU メラノフォーカスＺ 
（医薬部外品） 薬用 美白美容液 45g 

2種の美白有効成分を配合。シミのもとの無限ループへアプローチし、
全方向に効かせて根本原因に働きかけ、メラニンの生成を抑えてシミ・
そばかすを防ぎます。うるおいに満ちて明るく澄んだ透明感のある肌へ。

大人女性のための、美ラクな
スキンケア＆ハンドクリームセット

1 プリオール エステ洗顔ジェル
〈メイク落とし・洗顔料〉 140g
2 プリオール うるおい美リフトゲル　
〈ゲル状クリーム〉 120mL

3 プリオール うるおい美リフトゲル（つめかえ用） 〈ゲル状クリーム〉 105mL
4 プリオール おしろい美肌 ハンドクリーム　〈ハンドクリーム〉 
40g SPF20・PA+++

７つの機能（化粧水・乳液・美容液・マッサージ・
クリーム・パック・化粧下地）がひとつになった
オールインワンと、そのつめかえ用を。ふっくらハ
リ感のあるしっとり肌が持続します。メイクも素
肌汚れも落とせる洗顔ジェルと、おしろい美肌
効果のあるハンドクリームとセットで。

資生堂パーラー グルメシリーズ5個セット6
伝統の味に
贅沢な味わいを加えた
5種のグルメシリーズセット

資生堂財団が運営する奨学金制度への活用7

1 神戸牛のビーフカレー 180g
兵庫県産の但馬牛の中でも厳しい認定基準を満たした神戸牛を使
用。シェフ自らがブレンドしたスパイスが薫り高い、豊かなコクのある
ビーフカレーです。
2 神戸牛のビーフストロガノフ 180g
希少な神戸牛を主役に、ギュッと濃縮されたたまねぎの甘み、マッ
シュルームのうまみが溶け込んだ、クリーミーで濃厚なビーフストロガ
ノフです。

3 辛口ビーフカレー 200g
伝統に培われた料理の中で特にご好評をいただいているビーフカ
レーを辛口に仕上げた欧風辛口カレー。ソースの香ばしさと深いコク
が特長です。
4 チキンカレー 200g
じっくりと丁寧に香ばしさを出しながらつくり上げたルウと、時間をか
けて煮込んだ濃厚なブイヨンを合わせ、チキンと煮込んだ欧風カレー
です。
5 コンソメスープ 160g
牛肉・鶏ガラ･たまねぎ･にんじんをじっくりと長時間煮込み、丁寧に
濾した手間ひまかけた逸品。琥珀色に澄んだ、深い味わいの贅沢な
スープです。

資生堂パーラーの伝統の味を楽しめ
る洋食シリーズ3種に、素材を吟味し、
さらに贅沢な味わいを堪能いただける
スペシャルグルメシリーズから、神戸
牛を使ったビーフカレーとビーフストロ
ガノフを加えた5種をお届けします。

HAKU 薬用 美白美容液
（医薬部外品）3

美白美容液

プリオールセット4

高品質・高機能な男性向けブランドから、
いきいきと健康的な印象へ導くスキンケアセット

1 SHISEIDO メン アルティミューン パワライジング コンセントレート
〈美容液〉 30ｍL
2 SHISEIDO メン モイスチャライザー EG
〈顔用保湿液〉 100mL

なめらかでさらりとしたテクスチャーで、素早くうるおいを補給して
くれる乳液状保湿液と、きめを整えてなめらかな肌に導き、未来の
肌にも備える高機能美容液のセット。べたつかないので、ひげそり
後のアフターシェーブローションとしても最適です。

SHISEIDO メンセット5

3
オールインワン
（つめかえ用）

2
オールインワン

4
ハンドクリーム

商品代および送料の一部を
公益財団法人資生堂社会福祉事業財団が運営する
奨学金制度に活用します。

社会：Respectful Society
美で勇気づけ、違いを
認め合い、尊重し合う社会へ。

公益財団法人資生堂社会福祉事業財団（以下、資生堂財団）
は、1972年に株式会社資生堂の創業100周年記念事業として
設立されました。「子どもたちに“笑顔と自信と幸せ”を。」をテーマ
に掲げ、社会の一員としての責務として、次世代を担う子どもた
ちの健全な育成のための支援や福祉の向上に取り組んでいます。

株主優待を通じた寄付※は、資生堂財団が運営する奨学金制度
に活用します。子どもたちが児童福祉施設や里親などの元から自
立し、夢の実現に向けて大学・短期大学・専門学校で修学するた
めに必要な諸費用の一部を返済不要な奨学金として支給します。
※株式会社資生堂を通した寄付となるため、個人が支出する寄付金の
　所得控除、税額控除の対象にはなりません。

寄付

https://www.shiseido-zaidan.or. jp

神戸牛のビーフカレー 180g
兵庫県産の但馬牛の中でも厳しい認定基準を満たした神戸牛を使
用。シェフ自らがブレンドしたスパイスが薫り高い、豊かなコクのある
ビーフカレーです。
神戸牛のビーフストロガノフ 180g
希少な神戸牛を主役に、ギュッと濃縮されたたまねぎの甘み、マッ
シュルームのうまみが溶け込んだ、クリーミーで濃厚なビーフストロガ

兵庫県産の但馬牛の中でも厳しい認定基準を満たした神戸牛を使
用。シェフ自らがブレンドしたスパイスが薫り高い、豊かなコクのある

希少な神戸牛を主役に、ギュッと濃縮されたたまねぎの甘み、マッ
シュルームのうまみが溶け込んだ、クリーミーで濃厚なビーフストロガ

3 辛口ビーフカレー
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メイク落とし・
洗顔料

1
美容液

2
保湿液


