
（証券コード：8095）

〒103-8403 東京都中央区日本橋本町4-8-2

受付時間 10:00～17:00
（土日祝日を除く、2021年5月31日まで）

イワキ株式会社 株主優待事務局

0120-197-394

株 主 優 待 に 関 す る お 問 い 合 わ せ

2020年11月期

株主優待の
ご案内

申込
期限

2021年
4月30日必着



2020年11月30日現在の株主名簿に記載された100株以上かつ1年以上保有
の株主様は、保有株式数と保有年数に応じて優待品を1つご選択いただけます。

保有株式数/
保有年数 1年以上～3年未満 3年以上

100株～999株

Aコース Bコース

3,000円相当の自社商品
または

1,000円相当の商品・寄付

5,000円相当の自社商品
または

2,000円相当の商品・寄付

1,000株以上

Bコース Cコース

5,000円相当の自社商品
または

2,000円相当の商品・寄付

10,000円相当の自社商品
または

3,000円相当の商品・寄付

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　株主の皆様の日頃のご支援に感謝の気持ちを込めて、株
主優待カタログをお届けいたします。

　商品には、当社グループの製品に加え、バラエティー豊かな
商品を取り揃えておりますので、本冊子をご高覧のうえ、ぜひご
利用くださいますようお願い申し上げます。

　株主優待を通じて、株主様の当社に関するご理解を深めて
いただければ幸いです。

　今後とも、引き続き変わらぬご支援のほど、よろしくお願いい
たします。

株主優待のご案内

目　　次

人気の商品から
お好きな商品と
交換いただけます。

岩城 慶太郎

日本赤十字社への寄付
※ご注意

「寄付」は個人名では行いません。お申し出いただ
いた件数・金額を集計し、当社が一括して寄付い
たします 。よって、領収書の送付はいたしません。

優待品

自社商品
当社グループ会社のアプロス
株式会社と岩城製薬株式会
社が取り扱い・販売する化粧
品と交換いただけます。

株主の皆様へ

株主優待のご案内

お申込方法

Aコース

Bコース

Cコース

株 主 の 皆 様 へ

2021年 2月 吉日

P01

P03

P02

P05

P07

P09

代表取締役社長

その他商品
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お申込方法

株主優待通知書に記載の交換可能優待品をご確認ください。

本冊子（5～10ページ）より、株主様の対象コースの優待品の
中から、優待品または寄付を一つお選びいただき、申込専用 
はがきに希望の該当優待品番号をご記入ください。

お手数ですが、株主優待通知書裏面のアンケートにもご回答くださ
いますようお願い申し上げます（今後の経営、株主施策の参考とさせ
ていただきます）。

申込専用はがきに個人情報保護シールを貼付し、2021年4月30日必着
となるようにご投函ください。

優待品お届けのために必要となる、株主様の情報、お届け先情報を
ご記入ください。

保有株式数/保有年数の確認 アンケート回答

はがき投函

優待品選択

株主様の情報/お届け先情報記入 ● お申込後の取り消し、および変更、締め切りを過ぎてのお申し込みは、お受けできません
● 株主優待事務局の開設期間終了後は、優待品の未到着、損傷などのお問い合わせはお受けできません
● 優待品のお届け日時、のし指定はできません
● お預かりしました個人情報は、当社の個人情報保護方針にのっとり、適切に管理し使用いたします
● 冷凍の商品については、離島など一部地域にはお届けできません
● 配送業者の指定はできません
● 新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、カタログ掲載商品の変更やお届け時期の遅れが生じる 
場合があります

※ご注意

00 0000 0000

カブヌシ タロウ

000  -  0000

000  -  0000

株主 太郎

東京都○○区○○△ー△ー△

00
カブヌシ ハナコ

株主 花子

東京

○○区○○□ー□ー□

45

0000 0000

A 2 0 1

8095-0000000000 2021

2021年
4月下旬頃 お届け

2021年
5月下旬頃 お届け

3月31日までの
はがき到着分

2021年

4月30日までの
はがき到着分

2021年

第一回締め切り

最終締め切り

※2021年4月30日以降のお申込は無効 
となりますので、ご注意ください。

1

2

3

4

5

申込専用はがき　記入例 お申込期限とお届け時期

※赤字の部分が株主様のご記入欄です
※優待品番号はAコースの記入例です
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100株～999株、1年以上3年未満保有の株主様

自社商品 3,000円相当 その他商品 1,000円相当

A コース

アプロス
洗顔バーム・コラーゲン

優待品番号

A201

洗顔バームは、「オイルの洗浄力」と「クリーム
の優しさ」を兼ね備えたクレンジング洗顔料で
す。ウォータープルーフのメイクや毛穴の汚れま
で一度で絡み取るのに、洗い上がりは驚くほど
しっとり。コラーゲンは、無味無臭の粉末タイ
プ。付属のスプーンで1杯分を、いつものコー
ヒーや味噌汁に入れるだけで、5000mgが摂
取できます。

●内容：洗顔バーム90g・コラーゲン70g

アプロス
UVジェル（日焼け止め）

優待品番号

A202

●内容：UVジェル40g

UVジェルはSPF50+PA++++の日焼け止め
です。降り注ぐ紫外線からのダメージを防ぐこ
とで、将来日焼けによるシミや年齢のサインが
現れるきっかけを与えません。美容液成分
74％を贅沢に配合し、ジェルならではのみず
みずしさで素肌のような心地よさを実現してお
ります。

アプロス
薬用ハンドクリーム（2個）

優待品番号

A203

美白*成分プラセンタと抗炎症成分グリチルリチ
ン酸ジカリウムのダブルの有効成分を配合した
薬用のハンドクリームです。うるおいバリア機能
のあるコメセラミドや、植物由来成分がしっとり
濃厚なうるおいで満たし、透明感のある手肌へ
導きます。消毒などで手荒れしがちなこの時期
のハンドケアにおすすめです。
*メラニンの生成を抑え、シミそばかすを防ぐ

●内容：薬用ハンドクリーム70g×2個

麺三昧
優待品番号

A204
●商品：讃岐うどん300g（150g×2袋）、

信州そば150g・名古屋名物きしめん
150g各1袋

●加工地：日本【小麦・そば】

おかき･かりんとう
詰合せ「菓撰」

優待品番号

A205
●商品：かりんとう（さつまいも）40g・かりんとう
（黒糖）40g・ざらめ千枚40g・彩りあられ
40g各1

●賞味期間：常温で35日間
●加工地：日本（米/国内産）【小麦】

コーヒー&紅茶
アソートギフト

優待品番号

A206
●商品：キーコーヒードリップオン8g×2、セイロン

紅茶ティーバッグ・クッキー各6
●賞味期間：常温で75日間
●生豆生産国：コロンビア・ブラジル他
●茶葉原産地：スリランカ
●加工地：日本【小麦・卵・乳】

ビーフカレー&スープ
詰合せギフト

優待品番号

A207
●商品：ビーフカレー中辛180g×1、たまごスープ×2
●加工地：日本【小麦・卵】

当社は、社会貢献活動の一環として日本赤十字社へ
の寄付を行っております。
ご選択いただいた寄付金額を、株主の皆様に代わっ
て、日本赤十字社に寄付いたします。

日本赤十字社への寄付
（1,000円）

優待品番号

A208

寄付

※シーズン途中で内容･パッケージ･原産地･加工地等が変更になる場合がございます。
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・1000株以上、1年以上3年未満保有の株主様
・100株～999株、3年以上保有の株主様

アプロス
浸透美容液・コラーゲン

優待品番号

B209

アプロス
エマルジョンファンデーション

優待品番号

B210

ファーストピーリング

HAフィルパッチ

B コース

●内容：HAフィルパッチ2枚×3包入（3回分）
●製造販売元：株式会社 資生堂

優待品番号

B212

●内容：ファーストピーリング3g×5包入（5回分）
●製造販売元：株式会社 資生堂

優待品番号

B211

自社商品 5,000円相当

●内容：浸透美容液50mL・コラーゲン70g

浸透美容液は、化粧水の「前」に使うことで肌
表面の角質を柔らかくしてスキンケアの美肌成
分を浸透しやすくする導入美容液です。コラー
ゲンは飲みものや食べものに混ぜて摂取する
無味無臭の粉末タイプです。

●内容：エマルジョンファンデーション（ナチュラ
ルオークル）

エマルジョンファンデーションは過度なカバー力
と若 し々いツヤ感を同時にできる若見えファン
デーションです。吸いつくようにフィットし、ツヤ・
透明感のある若 し々い肌へ導きます。

先進のマイクロニードル技術で、針状のヒアル
ロン酸を並べたシート状の美容液です。肌が
シートに密着すると針状のヒアルロン酸が角層
に到着。うるおいを角層の深くまで届け、ふっく
らとした弾力のある目もとへ導きます。

不要な角質や汚れを除去し、スキンケアのなじみ
をよくする洗浄用マスク。肌にやさしく伸び広がる
クリームタイプで、洗い流した後はきめ細やかで明
るい、しっとりとしたすべすべの肌へ導きます。
※本品は使用中にピリピリしたごく軽い痛みや、

ほてり感、軽いかゆみを感じる場合があります。

喜多方ラーメン
「さくら亭」10食

優待品番号

B213
●商品：醤油（麺120g、スープ付）×5、

味噌（麺120g、スープ付）×3、塩（麺
120g、スープ付）×2

●賞味期間：常温で33日間
●加工地：日本（店主監修）【小麦・乳】
※生麺です

プリマハム
ポークローフ・焼豚セット

優待品番号

B214
●商品：ポークローフ190g・焼豚185g各1
●賞味期間：要冷蔵で15日間
●加工地：日本【小麦・卵・乳】
●配送形態：冷蔵

おいも豚 焼肉用
優待品番号

B215
●商品：バラ320g
●賞味期間：要冷凍で55日間
●原産地：宮崎県
●配送形態：冷凍

福島正八
オーガニックジャムセット

優待品番号

B216
●商品：いちご145g・ブルーベリー

145g各1、ステンレス製ジャムハ
ニースプーン（金メッキ/中国製）付

●加工地：日本
※ジャムハニースプーンは、福島正八

ブランドではございません。

当社は、社会貢献活動の一環として日本赤十字社へ
の寄付を行っております。
ご選択いただいた寄付金額を、株主の皆様に代わっ
て、日本赤十字社に寄付いたします。

日本赤十字社への寄付
（2,000円）

優待品番号

B217

寄付

その他商品 2,000円相当

※シーズン途中で内容･パッケージ･原産地･加工地等が変更になる場合がございます。

紫外線カット効果
SPF50・PA+++
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1,000株以上、3年以上保有の株主様

アプロス
シルキーカバーオイルブロック・
エマルジョンファンデーション

C コース

自社商品 10,000円相当 その他商品 3,000円相当

セルフューチャーシリーズの洗顔バーム、浸
透美容液、潤い化粧水のセットです。
洗顔後、「浸透美容液」で角質を柔らかくして
から「潤い化粧水」をつけることで保湿効果
が高まり、乾きやすい大人の肌をハリ・ツヤ・
透明感のある肌へ導きます。

●内容：洗顔バーム90g・浸透美容液
50mL・潤い化粧水170mL

シルキーカバーオイルブロックはモンドセレク
ション金賞を7年連続で受賞している化粧下
地です。肌トラブルや年齢により開いた毛穴
や小ジワに入り込み、肌をフラットに整え、驚
きのシルク肌を実現します。エマルジョンファ
ンデーションと一緒に使用することで、さらに
お手軽に若見え肌をお作りいただけます。

●内容：シルキーカバーオイルブロック28g・
エマルジョンファンデーション（ナチュラル 
オークル）紫外線カット効果

SPF50・PA+++

2つの美白有効成分「トラネキサム酸」「4MSK*」がメラニンの
生成をおさえ、シミ・ソバカスを防ぐ美白保湿液と美白美容液
のセット。透明感のある明るい素肌へ導くとともに、ハリ弾力
が気になるかたにもお勧めのスキンケアです。
*4-メトキシサリチル酸カリウム塩

●内容：コンディショナーW【医薬部外品】120mL（販売名：
ナビジョンDR TAホワイトローションn）・エフェクターW【医
薬部外品】100mL （販売名：ナビジョンDR TAホワイトエ
マルジョンⅠn）

●製造販売元：株式会社 資生堂

当社は、社会貢献活動の一環として日本赤十字社へ
の寄付を行っております。
ご選択いただいた寄付金額を、株主の皆様に代わっ
て、日本赤十字社に寄付いたします。

日本赤十字社への寄付
（3,000円）

優待品番号

C225

寄付

国産黒毛和牛
すき焼用

優待品番号

C221
●商品：バラ150g、モモ150g
●賞味期間：要冷凍で55日間
●原産地：日本
●配送形態：冷凍

博多ふくいち
博多ふくいちの辛子明太子

優待品番号

C222
●商品：300g
●賞味期間：要冷凍で55日間
●加工地：福岡県（スケトウダラの

卵/アメリカ・ロシア産）【小麦】
●配送形態：冷凍

横須賀海軍カレ－
中辛

優待品番号

C223
●商品：200g×7
●加工地：日本 
【小麦・卵・乳】

麻布紅茶
有機紅茶ティーバッグ詰合せ

優待品番号

C224
●商品：セイロンウバ・ダージリン

各40袋、アールグレイ×20袋
●茶葉原産地：セイロンウバ・アー

ルグレイ/スリランカ、ダージリン/
インド

アプロス
洗顔バーム・浸透美容液・潤い化粧水

優待品番号

C218

優待品番号

C219

コンディショナーW・エフェクターW
優待品番号

C220

※シーズン途中で内容･パッケージ･原産地･加工地等が変更になる場合がございます。

【 2020年モンド 
セレクション 
最高金賞受賞】
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