第66期（期末）

株 主 さま
ご 優 待 カ タロ グ
お申込み有効期限

2020

7/21 9/30
（TUE）

（ W ED ）

2 0 2 0 年 9月3 0日までにお申し込みください。
お電話での受付は、2020年9月30日18：00までです。

ご 優 待 お 申 込 み サ イト
ご優待お申込み

https://sr.rizapgroup.com/
お申込み専用ダイヤル【受付開始 2020年7月21日（火）〜2020年9月30日（水）】

7 0120-990-671（ご優待カタログ掲載分）
受付時間：10：00〜18：00
（土日祝日を除く）

※WEB・電話の受付は同日開始となります。 ※商品は10月下旬頃から順次発送となります。

お問い合わせ

7 0120-990-672

受付時間：10：00〜18：00
（土日祝日を除く）

yutai@sdenet.co.jp

※一部JCOMなどの電話回線から繋がらない場合がございます。
その場合、別のお電話かスマートフォンでおかけ直しください。

〒003-0023 札幌市白石区南郷通1丁目北8番1号 ディノス札幌白石ビル

https://sr.rizapgroup.com/
7 0120-990-671

受付時間：10：00〜18：00（土日祝日を除く）

注意事項
■お申込みについて
・お申込み受付期間につきましては
開始：2020年7月21日
（火）
【WEB・電話10：00〜】
終了：2020年9月30日
（水）
【WEB〜23：59・電話〜18：00】
・お申込み方法はWEBサイトからのお申込み、
またはお電話でのお
申込みとなります。
・商品につきましては、先着順となりますので、
ご希望に添えない場
合がございます。予めご了承いただけますようお願いいたします。

お申込み手順
STEP

1

お申込みはカンタン！

4Step

商品ページをご覧頂き、
ご希望の商品をお選

商品を選ぶ

びください。

■商品発送について
・お申込みいただきました商品は2020年10月下旬より順次発送と
なります。
（特別割引券等チケットについては随時発送）

G roup Compan y

・当社の株主特別割引券および株主特別会員証（以下、総称して
「施
設割引券等」
といいます）を除く商品を複数お申し込みの場合、全
ての商品がそろった時点での発送となります。
（ 発送予定日が一番
遅い商品に合わせての発送になります。）
・お申込みが殺到した場合、やむを得ず発送が遅れる可能性がござ
います。詳細はWEBサイトにてご案内させていただきますので、
ご
確認ください。

STEP

2

商品番号を確認

・配送会社のご指定および配送日時のご指定は承っておりませんの
で、予めご了承いただけますようお願いいたします。
・お申し込みはご本人様に限り、商品は2020年3月31日時点で証
券会社にご登録いただいている住所へお送りいたします。
・施設割引券等以外の商品に限り、お届け先住所は変更可能です。
大切な方へのプレゼントにもご利用ください。
（ギフトラッピングは
おこなえません。）
・施設割引券等は、株主様のみ
（フィットネス施設をお得にご利用いた
だける株主特別割引券は、株主様の2親等以内のご家族様も利用可
能）
ご利用いただけますので、2020年3月31日時点で証券会社にご
登録されている住所へのみお送りさせていただきます。住所が変更
になっている場合は、
コールセンターにご相談ください。
・通常商品もあわせて施設割引券等をお申込みいただく場合でも、施
設割引券等は株主様宛てに別途直接お送りさせていただきます。
・お申込み単位の梱包・発送になりますが、同じ株主様で、同日同住
所へのお申込みは同梱でお送りする場合がごさいます。
また、数量
が多い場合は、複数個口に分かれて発送になる場合がございます。
・その他一部「別送」
の記述がある商品につきましては、別途お送りさ
せていただく場合がございます。

STEP

3

WEBでお申込み

STEP

4

商品のお受け取り
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35,000ポイント

400株以上

29,000ポイント

200株以上

17,000ポイント

100株以上

11,000ポイント

申込みいただけます。

お申込み受付後、2020年10月下旬以降より
順次ご指定いただいたご住所へお届けする予
定です。

詳しいご注文方法は

お申込みはこちらから！

次のページを
ご覧ください。

ご 優 待 お 申 込 み サ イト

・使用期限、有効期間等、詳細の取扱いにつきましては、以下URLか
らご確認ください。
https://sdentertainment.jp/ir/beneﬁt/

600株以上

STEP2でお控え頂いた商品番号を株主優待
サイトで検索。任意のお届け先を設定してお

お申込みはお電話でも受け付けております。

・お申込み後のお客様のご都合による商品の交換・返品はいたしか
ねます。

41,000ポイント

商品番号は商品名の上に記載しております。

OK！

・食品など一部商品につきましては、賞味期限がございますのでご確
認ください。

1,000株以上

文字、数字4桁の商品番号をお控えください。

スマホも

■その他
・施設割引券等は、株主様のみ（フィットネス施設をお得にご利用い
ただける株主特別割引券は、株主様の2親等以内のご家族様も利
用可能）
ご利用いただけます。第三者の方への贈答はご利用できま
せんのでご了承ください。

所 有 株 式 数 別 付 与 ポ イ ント 数

ご希望の商品を見つけたら、アルファベット3

RZG1234

https://sr.rizapgroup.com/
お申込み専用ダイヤル【受付開始 2020年7月21日（火）〜2020年9月30日（水）】

7 0120-990-671（ご優待カタログ掲載分）
受付時間：10：00〜18：00（土日祝日を除く）

※WEB・電話の受付は同日開始となります。 ※商品は10月下旬頃から順次発送となります。

お問い合わせ

7 0120-990-672

受付時間：10：00〜18：00
（土日祝日を除く）

yutai@sdenet.co.jp

※一部JCOMなどの電話回線から繋がらない場合がございます。
その場合、別のお電話かスマートフォンでおかけ直しください。
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詳しいお申込み手順

※画像はスマートフォンページですが、パソコンでもご登録可能です。

① 株主優待お申込みサイトにログイン・サービス利用登録
1

株主優待通知書に記載のログインIDとパスワードを
入力の上、
「ログイン」
をクリック

5

必須項目をご入力の上、
「同意して変更する」
をクリック

※パスワードは再設定をお願いいたします

② 優待商品お申込み
8

ご自身の所有ポイントが上部に表示されていることを
ご確認ください

9

カタログでお選びいただいた商品を入力し、 マークを
クリック

「申し込む」
ボタンをクリック
12 申込内容を確認の上、

RZG1234

「送信する」
をクリック
2 メールアドレスをご入力の上、

13
10 検索していただいた商品が一覧で表示されます

3

こちらの画面が表示されましたら、
送られてきたメール
文面のURLをクリック

6

更新内容をご確認の上、
「更新する」
をクリック

11

商品にサイズや色展開がある場合はご希望のものをプルダウ
ンで選択し、
数量を入力の上、
「商品を申し込む」
をクリック

14

お届け先住所を選択の上、
「申し込みする」
をクリック

※別住所へのお届けを希望の方は、
お届け先の
「変更」
から
お届け先の指定をしてください

こちらの画面が表示され、受付完了メールが届くと申込完了です
※24時間以内にメールが届かないようでしたら
ご連絡くださいますようお願いいたします

をクリック
4 「株主情報更新画面へ進む」

お電話でのお申込み方法

1
7 こちらの画面が表示されると、商品申込が可能となります

株主優待通知書で
優待ポイントを確認

2

3

商品申込み
窓口へお電話

POINT
お手元の株主優待通知書
にてご確認ください

優待商品申込み 専用ダイヤル

4

商品ご注文

RZG1234
アルファベット3文字、数字4桁の
商品番号をお控えください

（受付開始は 7月21日以降）

03

優待カタログから
お好きな商品を選択

下記の番号に
お電話ください

商品番号、発送先などを
お伝えください

0120-990-671（受付時間：土日祝日を除く10：00〜18：00）
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2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2709

ライフサポート

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2707

ライフサポート

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2710

ライフサポート

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2941

ライフサポート

満足野菜＋充実果実 酵素MIX

三種のウコン伝説

きらきらルテイン＆いきいきビルベリー

ファイヤースリム

毎日の必要な栄 養 素 、
足りていますか？

毎日の健康と飲んだ翌日のあなたのために
三種類のウコンを配合

パソコンをよく使う、
活字をよく見る方へ！

健康的なダイエットに
本気で取り組みたい方へ

厳選した14種類の野菜と16種類
の果実、さらに139種の酵素（植物
発酵エキス）を配合で、健康・美容・
ダイエットをサポートします。食生活
が偏りがちな方、健康を心がけたい
方へオススメのサプリメントです。

クルクミンが豊富な秋ウコンを中
心に、 さまざまな健康の源の春ウ
コン・紫ウコンをバランスよく配合
しました。

マリーゴールド色素成分のカロテ
ノイドの一種であるルテインと、
ポリフェノールの仲間アントシア
ニンが多く含まれるビルベリー配
合で、クリアな生活習慣をサポー
ト。パソコンをよく使う方におすす
めです。

食事をエネルギーに変えるサポ
ートをする3つの人気成分α-リポ
酸・L -カルニチン・コエンザイム
Q10配合のサプリメントです。さ
らに、
トウガラシ・シトラス・カテキ
ン・コレウスフォルスコリ配合で、
健康的なダイエットを目指す方を
応援します。

内容量：1粒の重量250mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：鉄・銅・ビタミンB1・ビ
タミンB2・ビタミンB6・ビタミンD）
原材料：デキストリン（国内製造）、麦
芽糖、乳糖、難消化性デキストリン、
野菜混合粉末、植物発酵エキス、果
汁混合粉末他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2907

ライフサポート

内容量：1粒の重量270mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：亜鉛）
原 材 料：乳 糖（ドイツ製 造 ）、秋ウコ
ン、難消化性デキストリン、春ウコン、
紫ウコン、亜鉛酵母他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2906

ライフサポート

内容量：1粒の重量250mg×90粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンA）
原材料：麦芽糖（国内製造）、デキスト
リン、乳糖、難消化性デキストリン、ブ
ルーベリージュースパウダー他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2942

ライフサポート

内容量：1粒の重量250mg×90粒
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：デキストリン（国内製造）、麦
芽糖、難消化性デキストリン、L-カル
ニチン酒石酸塩、α-リポ酸、シトラス
抽出物他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2944

ライフサポート

琉球もろみ酢粒

水素チャージプラス

ノコギリヤシ+カボチャ種子

イチョウ葉エキス

アミノ酸・クエン酸で毎日健康！

手軽にいつでも
水素を補給！

中高年のすっきり
爽快な毎日のために！

健康的な毎日を
送るために！

サンゴカルシウム、水素吸蔵サン
ゴ末、アクアミネラル、海洋深層ミ
ネラル水パウダー配合。

「夜中に何度も・
・
・」という中高年
の方へのサプリメントです。夜中
に起き出す回数が気になる方、日
中 外 出 先 でソワソワしてしまう
方、健康を心がける方へおすすめ
です。

イチョウ葉エキスを中心に、シャ
ンピニオンエキスとDHA・EPA
を配合し、クリアな毎日をサポー
トします。イキイキと冴えわたる毎
日を目指しましょう。

アミノ酸・クエン酸で毎日健康！ 家族
みんなの健康維持に。
内容量：1粒の重量270mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：乳糖（ドイツ産）、ぶどう糖、も
ろみ酢もろみ末、デキストリン、なたね
油脂／結晶セルロース、ショ糖脂肪
酸エステル他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

内容量：1粒の重量250mg×90粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：デキストリン、麦芽糖、難消化
性デキストリン、サンゴカルシウム、
乳糖、結晶セルロース、水素吸蔵サン
ゴ末、海藻粉末他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

内容量：1粒の重量250mg×90粒
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンE）
原材料：デキストリン（国内製造）、麦
芽糖、難消化性デキストリン、乳糖、
ノコギリヤシ種子エキス末他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

内容量：1粒の重量250mg×90粒
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンE）
原材料：デキストリン、麦芽糖、難消化
性デキストリン、乳糖、イチョウ葉エキ
ス、シャンピニオンエキス他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

優 待 お 申 し 込 み サ イト

05 ※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

https://sr.rizapgroup.com/
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2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2945

ライフサポート

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2933

ライフサポート

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2978

ライフサポート

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2967

ライフサポート

いきいきハトムギエキス

おいしいおてがるサプリ
コラーゲン×ヒアルロン酸

おいしいおてがるサプリ
乳酸菌×カルシウム

おいしいおてがるサプリ
鉄×葉酸

いつまでも美しく、
健康的に。

３大美容成分配合で
つるぷるチャージ！

ヨーグルト90個分（1袋あたり）の
乳酸菌配合！

ママと私の栄養プラス！

ハトムギ末・ハトムギエキス配合。
美容のコンディションにも期待さ
れている成分です。飲むことで、塗
るだけでは補えないハトムギのパ
ワーでカラダの中からサポート。

３大美容成分の、プラセンタ・ヒア
ルロン酸・コラーゲン配合で、美
容と健康をサポートします。水な
しOK！ おいしいピーチ味。

1日あたり乳 酸 菌 3 0 0 億 個 、ビ
フィズス菌1億個。乳酸菌を摂りた
い方、カルシウムの不足が気にな
る方に。水なしOK！ おいしいヨー
グルト・グレープフルーツ味。

1日分の鉄10mg、ホウレンソウ6
株分の葉酸200μg配合。鉄や葉
酸の不足が気になる方に。水なし
OK！おいしいマスカット味。

内容量：1粒の重量250mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンE）
原材料：デキストリン、麦芽糖、ぶどう
糖、乳糖、ハトムギ末、難消化性デキス
トリン、ハトムギエキス／結晶セルロー
ス、ビタミンE他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2934

ライフサポート

内容量：1粒の重量250mg×180粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンB2・ビタミン
C）
原材料：ぶどう糖、粉糖、コラーゲンペ
プチド（豚由来）、ピーチジュースパウ
ダー、豚プラセンタエキス末他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2966

ライフサポート

おいしいおてがるサプリ
アミノ酸

おいしいおてがるサプリ
ブルーベリー×ルテイン

アミノ酸18種 配 合！

1日の疲れにアタック！

アミノ酸 の 不 足 が 気 になる方 に 。
BCAAをはじめとする必須アミノ酸
９種と、アミノ酸９種を配合。健康な
カラダづくり、ダイエットや毎日の健
康をサポートします。水なしOK！ お
いしいラズベリー味。

ビタミンA 1000IU配合。スマホ
やパソコンをよく見る方へ。水なし
OK！噛んでおいしいチュアブルタ
イプのサプリメントです。おいしい
ブルーベリー味。

内容量：1粒の重量250mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：ぶどう糖、粉糖、ラズベリー果
汁パウダー／ソルビトール、Lーロイシ
ン、Lーリジン塩酸塩、香料他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

内容量：1粒の重量250mg×120粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：ビタミンA）
原材料：ぶどう糖、粉糖、ブルーベリー
ジュースパウダー（デキストリン、ブル
ーベリー濃縮果汁）／ソルビトール、
香料他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

内容量：1粒の重量250mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：カルシウム・ビタミン
D）
原材料：貝カルシウム、ぶどう糖、粉
糖、ヨーグルトパウダー、果汁粉末（
デキストリン、グレープフルーツ濃縮
果汁）、乳糖果糖オリゴ糖他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2979

ライフサポート

内容量：1粒の重量250mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：鉄・葉酸）
原材料：ぶどう糖、粉糖、果汁粉末（デ
キストリン、マスカット濃縮果汁）、酵
母粉末（マンガン、モリブデン、セレ
ン、ヨウ素、クロム）／ソルビトール他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2980

ライフサポート

プレミアム酵素青汁粒DX

ベジタブルファイバー

青汁が苦手な人でも
一粒にギュッと濃縮！

料理や飲み物に入れても
味はそのまま！カラダ快調！

2019年モンドセレクション金賞
受賞！
『ケール 』
『 大麦若葉 』
『 ゴー
ヤ』の３大青汁に酵素を配合。
１粒
に１３９種の植物発酵エキスが濃
縮されているので、たくさんの栄
養素を１粒で補うことが出来ます。

料 理 や 飲 み 物 に 混 ぜ る食 物 繊
維。生ではなかなか食べることの
出来ないレタスを1箱に約24個
分、野菜不足の毎日を手軽にサ
ポート。外出先でも食物繊維を簡
単に補える、持ち運びに便利な
個包装です。

内容量：1粒の重量270mg×150粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
（栄養機能食品：鉄・銅・亜鉛・ビタミン
B1・葉酸）
原材料：大麦若葉、デキストリン、ぶど
う糖、難消化性デキストリン、乳糖、
植物発酵エキス他
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

内容量：3g×20包
サイズ：W120×H145×D65mm
形状：粉末
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：難消化性デキストリン（フラン
ス産）

優 待 お 申 し 込 み サ イト
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2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2981

ライフサポート

ヒアルロン酸＆コラーゲンエッセンス
料理や飲み物に混ぜるだけで
ヒアルロン酸＆コラーゲンを
手軽にプラス！
ヒアルロン酸＆コラーゲンを一度
に補えるサプリメントです。美容・
健康をサポートし、女性だけでな
く老若男女問わず手軽にご利用
いただける商品です。においの
少ない溶けやすい粉末タイプ。持
ち運びに便利な個包装です。
内容量：3g×24包
サイズ：W120×H145×D65mm
形状：粉末
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：乳糖（アメリカ産）、コラーゲ
ンペプチド（豚由来）、ヒアルロン酸、
（一部に乳成分・ゼラチンを含む）
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

KCP3095

美容・スキンケア

どろあわわ ソフトタッチシート
洗顔後の肌を摩擦ダメージから
しっかり守る。
もっちりとした弾力泡で肌をこすらないよう洗顔して
も、洗顔後にタオルで拭くときにこすってしまっては意
味がありません。タオルの代わりに「ソフトタッチシー
ト」を使うことで、洗顔後の肌をやさしく包み込みなが
ら水分を吸い取ることができます。
内容量：30枚入り
（シートサイズ：200×270mm)
生産国：日本

2000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2982

ライフサポート

すっぽんwithコラーゲン
〈すっぽん〉
〈コラーゲン〉で
つるつる！ぷるぷる！

カテゴリ

美容・スキンケア

商品番号

カテゴリ

KCP3110

美容・スキンケア

お茶の葉エキスの入った
フェイスマスク
朝の 引き締めマスク ですっきり整う
富士山の麓、静岡県掛川産の茶の葉エキス を配合し、キ
メの整った透明肌へ。緑茶の清涼感が、朝のリフレッシュに
役立ちます。２種の柑橘エキス ※2 でうるおってなめらか。
化粧ノリもアップ！ ヒアルロン酸※3・コラーゲン※4のW処方
を高配合。角質層をみずみずしく、しっかり潤いチャージ。
※1

内容量：1枚入り
（フェイスマスク23mL/ポーション（美容液）3mL）
生産国：日本
「フレッシュカプセル」採用。使う
直前に美容液を追加できます。
※1 チャ葉エキス（保湿成分）
※2 ウンシュウミカン果皮エキス、
ユズエキス（どちらも保湿成分）
※3 ヒアルロン酸Na（保湿成分）
※4 水溶性コラーゲン
（保湿成分）

3000
POINT

商品番号

カテゴリ

KCP3059

ライフサポート

お茶の実オイルの入った
フェイスマスク

元源黒酢

夜の 集中保湿マスク でしっとりうるおう

美と健康、元気の源は黒酢パワーから！

佐賀県嬉野産の手絞り茶の実オイル 使用。3種のヒアルロ
ン酸※2と３種のコラーゲン※3処方でしっとりうるおいを。

国産の玄米黒酢をはじめ、元気の
活力の源といわれる厳選素材7種
を、1粒にギュッと凝縮。毎日手軽
に元気をプラスできるこだわりの
サプリメントです。

内容量：1枚入り
（フェイスマスク33mL/ポーション（美容液）3mL）
生産国：日本
「フレッシュカプセル」採用。使う直前に美容液を追加できます。
※1 チャ種子油（保湿成分）
※2 ヒアルロン酸Na、加水分解ヒ
アルロン酸、ヒアルロン酸ヒドロキ
シプロピルトリモニウム（すべて保
湿成分）
※3 加水分解コラーゲン、水溶性
コラーゲン、サクシノイルアテロコ
ラーゲン（すべて保湿成分）

内容量：1粒の重量250mg×90粒
サイズ：W105×H168×D20mm
形状：丸打錠
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料：麦芽糖（国内製造）、ぶど
う糖、澱粉分解物、タピオカ澱粉他
※ 詳 細はW E B サイトをご 覧くだ
さい。

POINT

POINT

商品番号

KCP3111

※1

栄養の宝庫〈すっぽん〉と、美容
素材として人気の〈コラーゲン〉
を配合したサプリメントです。ま
た、必須アミノ酸9種を含む18
種のアミノ酸をはじめ、ヒアルロ
ン酸・ローヤルゼリー・麹酵素・タ
ピオカ澱粉を配合し、1日3粒で
バランスよく手軽に美容と健康
をサポートします。

2000

2000

3000
POINT

商品番号

カテゴリ

KCP3106

美容・スキンケア

内容量：42g [1球：重量450mg（内
容物300mg）
×93粒]（約1ヵ月分）
生産国：日本
賞味期限：出荷後半年程度
原材料名：サフラワー油(国内製造)、
黒酢粉末、発酵黒にんにく粉末、発酵
黒たまねぎ粉末、
しょうが粉末、春ウコ
ン粉末、オタネニンジン粉末、酒粕二
次発酵エキス/ゼラチン、グリセリン、
ミツロウ、グリセリン脂肪酸エステル
※詳細はWEB
サイトをご 覧く
ださい。

3000
POINT

商品番号

カテゴリ

RZP9015-17

キッチン雑貨

どろあわわ バイオセルロースマスク

BRUNO スタンドカトラリー

一度でうるおい実感！
新素材マスク登場。

マルチに使える！ ユニークなカトラリーセット

非常に細い繊維でできているバイオセル
ロースマスクは、繊維の隙間にたっぷりの
水分を抱え込みます。肌に密着するので、
美容成分を肌のすみずみ ※1まで届け、乾
燥やキメの悩みに速攻アプローチします。
※1 角質層まで
内容量：1枚入り
（30mL）
生産国：日本

「とりわける」
「たべる」が1つでできるユニークなカトラリー。
立てて置けるので、衛生面が気になるアウトドアでも大活躍。
色が選べる ベージュ／オレンジ／ライトグリーン

サイズ：W43×H178×D38mm
重量：15g
材質：ポリプロピレン
耐熱温度：140℃
生産国：中国
※同じ色が2個で1セットの
商品です。

ベージュ

RZP9015

オレンジ

RZP9016

ライトグリーン

RZP9017

優 待 お 申 し 込 み サ イト
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3000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2969

美容・スキンケア

3000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2970

美容・スキンケア

ナチュラルパール美容液

ナチュラルコメ美容液

10倍濃密！
コラーゲン&パール美容液

10倍濃密！
プラセンタ&コメエキス美容液

3種のコラーゲンとパールエ
キスが弾力を与えツヤのある
肌に。乾燥が気になる目元・口
元やマスク後にプラスして使
える濃密美容液。

3種のプラセンタと米由来エ
キスがキメの整った透明肌に。
乾燥が気になる目元・口元やマ
スク後にプラスして使える濃
密美容液。

内容量：15ml
生産国：日本
成分：水、BG、ペンチレングリコ
ール、加水分解コラーゲン他
※詳細はWEBサイトをご覧くだ
さい。

内容量：15ml
生産国：日本
成分：水、BG、ペンチレングリコ
ール、サッカロミセス/(黒砂糖/プ
ラセンタエキス)発酵液他
※詳細はWEBサイトをご覧くだ
さい。

6000
POINT

商品番号

カテゴリ

KCP3049

美容・スキンケア

6000
POINT

エステナード
パーフェクトリフトジェル

商品番号

カテゴリ

RZP9024

日用雑貨

BRUNO ダブルフォントクロック

ハリを実感！
オールインワンジェルで
叶える集中保湿ケア！

やわらかな線が時を刻む
フレンチカラーの壁掛け時計
ダブルラインの手書き風フォント
とマットな質感のカラーリングが
温もりのある印象。飽きのこない
シンプルなデザインが魅力です。

集中型浸透ペプチドを含む全45種類の美
容液成分が、肌のすみずみへ行き渡り、潤
い溢れる弾むような肌に導く1本6役のオ
ールインワンジェルです。

色が選べる ダークブラウン／グレージュ

内容量：80g
生産国：日本
成分：コラーゲン、ヒアルロン酸、エラスチン／
パラベンフリー、アルコールフリー、合成香料
不使用、無着色、無鉱物油
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

サイズ：W320×H320×D40mm
重量：805g
材質：
［本体］ABS［レンズ］ガラス
ダークブラウン
電源：単3形電池×1
機能：ステップ秒針
付属品：単3形電池×1、掛けネジ×1
生産国：台湾

グレージュ

4000
POINT

商品番号

カテゴリ

KCP3040

美容・スキンケア

5000
POINT

商品番号

カテゴリ

JGS2974

美容・スキンケア

7000
POINT

商品番号

カテゴリ

RZP9011

日用雑貨

7000
POINT

商品番号

カテゴリ

KCP3051

美容・スキンケア

どろあわわ洗顔110g

ポワントフェイスマスク32P

BRUNO CANDLE KIT

エステナード 薬用ホワイトジェル

ほぐし洗顔で素肌が変わる！
しっかり落としてしっとり保湿。

毛穴に悩める女性のために生まれた
毛穴ケア用ひきしめマスク

自分でつくる
色彩豊かな優しい灯り

米と発酵の力でお肌をほぐして※1汚れが
落ちやすい環境を作りながら３種の泥で
吸着。

スベスベなめらかなクリア肌をつくるのに大切な「お肌
のひきしめケア」
「潤いケア」
「キメを整えるケア」の3
つをコンプリートできるスペシャルケアマスクです。

メイソンジャーでオリジナルキャンド
ルが愉しめる、容器とワックスがセット
になったキット。ビーズワックスでお好
きな色を組み合わせる事ができます。

年齢サインにアプローチ！
透明感のある美肌へと
導く美 白ジェル 。

※1お肌をやわらかくすること
内容量：110ｇ
（約30回分）
生産国：日本
無香料、無着色、無鉱物油、
石油系界面活性剤不使用
※泡立てネットは付きません。
※詳細はWEBサイトをご覧く
ださい。

内容量：32枚入
生産国：日本
成分：水、BG、グリセリ
ン、アーチチョーク葉エ
キス、ハマメリス葉エキ
ス、セイヨウハッカ葉エ
キス、サトザクラ花エキ
ス、リンゴ酸、アセチル
ヒアルロン酸Nａ他
※詳細はWEBサイトを
ご覧ください。

メラニンの生成を抑える美白有効成分
プラセンタや、コラーゲン、ヒアルロン
酸を贅沢に配合。美白、ハリ、保湿と年
齢肌に必要なケアがこれ1本で。

色が選べる Mグリーン×GR／レッド×グリーン

サイズ：
φ85×H120mm（ハンドル含まず）
重量：
［ジャー］約340g［ビーズワックス］
約85g（パッケージ含む）
［芯糸］約2g（パ
ッケージ含む）
材質：[ジャー］ガラス ［ビーズワックス］パ
ームオイル由来［芯糸］コットン
セット内容：ジャー（フタ／ハンドル付き）、
ビ ー ズ ワック ス（ 8 0 g × 3 袋 ）、芯 糸
（80mm×5本）
生産国：中国
※エッセンシャルオイル（精油）以外は使
用できません。

Mグリーン×GR

内容量：70g
生産国：日本
有効成分：水溶性プラセンタエキス、
グリチルリチン酸ジカリウム／ 無 着
色、無香料、無鉱物油
※本商品はお顔用です。
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

レッド×グリーン

優 待 お 申 し 込 み サ イト
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7000
POINT

商品番号

カテゴリ

SDE2719

チケット

8000
POINT

商品番号

カテゴリ

KCP3053

美容・スキンケア

SDエンターテイメント株主特別割引券（フィットネス）

ボニック プレミアムリフトジェル

本券で当社フィットネス施設の月会費20％割引

お肌を引き締める
ボディ用マッサージジェル

当券のご提示により、当社が運営するフィットネス施設を特別割引価格
にてご利用いただけます。
（ご利用いただけるのは、株主様または株主
様のご家族限定です）※転売不可
＜割引内容＞
当社のフィットネス施設の月会費20％割引
※はじめて当社のフィットネス施設をご利用される株主様は、当券受付の日か
ら1年間の月会費を割引いたします。
※既存会員の株主様は、当月5日までに受付した場合は翌月1日から1年間、6
日以降に受付した場合は翌々月1日から1年間の月会費を割引いたします。
※当券の使用期限：2020年10月31日迄
※株主様または2親等以内の株主様ご家族のみ利用可能です。
（当割引券に
は株主様の記名をさせていただきます）
※当券1枚で1名様の割引適用となります。
※有料プログラム、物販、オプションにはご利用いただけません。
※各種キャンペーンとの併用はできません。
※年一括払いの場合は適用外とさせていただきます。
※割引の適用期間内に退会された場合は、割引は失効とさせていただきます。
※利用可能店舗については、以下URLでご確認ください。
https://sdentertainment.jp/ir/beneﬁt/beneﬁt-02/

7000
POINT

商品番号

カテゴリ

SDE2720

チケット

「ハリ感」
「肌引き締め」
「肌弾力」
「高
保湿」
「心地よさ」にこだわりました。
ふわっと香る、ジャスミンとすずらん、
洋 梨 の 香り。もう、
「 隠 す 努 力 」は 卒
業。
「魅せるボディ」をつくりましょう！
内容量：300g
生産国：日本
※詳細はWEBサイトをご覧ください。

SDエンターテイメント株主特別会員証（インターネットカフェ）

M E M O

本券で当社インターネットカフェの席料20％割引
当会員証のご提示により、当社が運営するインターネットカフェを特別割
引価格にてご利用いただけます。
（ご利用いただけるのは、株主様のみ
です）※転売不可

美肌に欠かせない「ヒアルロン酸」や「コラーゲン」
が肌をぷるぷるに。
「ココナッツオイル」や「アルガン
オイル」、高保湿成分「シアバター」などを、たっぷり
配合しているので、塗るだけでしっかり保湿してくれ
るのも嬉しいポイント。
（すべて保湿成分）

商品選択にご利用ください。

商品番号

サイズ

カラー

ポイント数

個数

＜割引内容＞
当社のインターネットカフェの席料20％割引
※当会員証の有効期間：2020年7月21日〜2021年10月31日迄
※株主様のみ利用可能です。
（当会員証には株主様の記名をさせていただき
ます）
※ディノスカフェ会員証とあわせ当会員証をご提示いただくことで有効期間中
の割引適用をいたします。
※飲食、物販は割引対象外となります。
※当会員証の再発行はいたしかねます。
※各種キャンペーンとの併用はできません。
※割引の適用期間内に退会された場合は、割引は失効とさせていただきます。
※当会員証は、ディノスカフェ大曽根店（名古屋市）、ディノスカフェ天六店（大
阪市）でのみご利用いただけます。店舗所在地は以下URLからご確認ください。
https://dinoscafe.jp/

優 待 お 申 し 込 み サ イト

13 ※すべての掲載商品におきまして商品数に限りがございますので予めご了承ください。

https://sr.rizapgroup.com/
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