
第42期（中間）

株主さま
ご優待カタログ

Expires
2019 THU2/28

お申し込み有効期限
2019 年 2月 28日までに

お申し込みください。

旧商号  マルコ株式会社

Hospitality �ograms
For Stockholde�42nd



商品番号を確認
ご希望の商品を見つけたら、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。商品番号は商品名の下に記
載しております。

STEP

2

商品お受け取り お申込み受付後、2019年2月中旬以降順次設定いただいた
お届け先にお届けする予定です。

STEP

4

商品を選ぶ 商品ページをご覧頂き、ご希望の商品をお選びください。
商品はカテゴリ別に掲載しております。

STEP

1

お申込みはお電話でも受け付けております。

詳しいご注文方法は
次のページをご覧ください。

スマホもOK！

WEBでお申込み 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申込みいただけます。

STEP

3

お 申 込 み 手 順

Process 4stepお申込みはカンタン！

MRK1234

Index
イ ン デ ッ ク ス

RIZAP（低糖質食品）・ ・・・・・・・・ P.11

健康コーポレーション・ ・・・・・・・ P.11（ライフサポート・美容スキンケア）

ジャパンギャルズ・・・・・・・・・・・ P.13（美容スキンケア）

チケット・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ P.15

イデアインターナショナル・・・・・・ P.17（キッチン雑貨・日用雑貨）

申し込み手順・・・・・・・・・・・・・ P.03

所有株式数別ポイント数・・・・・・ P.05

注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・ P.06

MRKホールディングス・・・・・・・ P.07（アパレル雑貨・美容スキンケア）

日本文芸社（書籍）・・・・・・・・・・・ P.10

HAPiNS（日用雑貨）・・・・・・・・・・ P.10

優待お申込みサイト

https://sr.rizapgroup.com/
お申込み 専用ダイヤル 【受付開始 2018年12月17日（月）〜 2019年 2月28日（木）】

0120-951-191 （優待カタログ掲載分）
（受付時間：土日祝日を除く10：00〜18：00）

※WEB・電話の受注は同日開始となります。
※商品は2月中旬から順次発送となります。

お問い合わせ先

0120-951-548
（受付時間：土日祝日を除く10：00〜18：00）

yutai@mrkholdings.co.jp

お申込みはこちらから！
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詳しいお申込み手順

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

10 検索していただいた商品が一覧で表示されます

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

12 申込内容を確認の上、「申し込む」ボタンをクリック

13 お届け先住所を選択の上、「申し込みする」をクリック

14 こちらの画面が表示されると申込完了です

①・株主優待お申込みサイトへログイン・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

2 メールアドレスをご入力の上、「送信する」をクリック

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

4 「株主情報更新画面へ進む」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

6 更新内容をご確認の上、「更新する」をクリック

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

お電話でのお申込み方法

株主優待通知書で
優待ポイントを確認

POINT
お手元の株主優待通知書

にてご確認ください。

1 32 4
商品申込み窓口へ

お電話

下記の番号に
お電話ください

優待カタログから
お好きな商品を選択

商品ご注文

商品番号、発送先などを
お伝えください。

優待商品申込み 専用ダイヤル
（受付開始は12 月17日以降） 0120-951-191（受付時間：土日祝日を除く10：00〜18：00）

※・パスワードは再設定をお願いいたします

スマートフォンの場合 スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

スマートフォンの場合

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

MRK1234

MRK1234 MRK1234
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【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：2018年12月17日（月）【WEB・電話10:00～】
	 終了：2019年2月28日（木）【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と、お電話でのお申込みとなります。
・数量限定の商品につきましては、先着順となりますので、ご希望に沿えない場合がござ
います。予めご了承いただけますようお願い致します。
・本カタログには一部のみの掲載となり、優待WEBサイトのみでの掲載商品もございま
すので、ご覧いただけますと幸いでございます。

■商品発送について
・お申込みいただきました商品は2019年2月中旬より順次発送となります。
・複数商品をお申込みの場合、すべての商品が揃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あ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てしまう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。
・配送会社の指定および配送日時のご指定はおこなえませんこと、予めご了承いただけ
ますようお願い致します。
・お申込みはご本人様に限りますが、お届け先住所は変更可能です。大切な方へのプレ
ゼントにもご利用下さい。（ギフトラッピングはおこなえません）。
・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ざいます。	
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。
・優待券（割引券含む）につきましては金券としてのお取り扱いとなりますので、通常商品
とは別途お送りさせていただきます。

■その他
・各優待券につきましては、ご本人様のみの使用が可能となります。使用有効期限・規約
につきましては、チケット毎に異なりますので、チケットページにてご確認下さい。
・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下さい。
・お申込み後のお客様のご都合による商品の交換・返品は致しかねます。

ポ イ ン ト

Point
注 意 事 項

Attention

プレアンデ　
ショートガードル

12,000ポイント

2,000ポイント
100株保有の場合

12,000ポイント
800株保有の場合

所有株式数別ポイント数
保有株式数 株主優待ポイント

100株以上200株未満 2,000ポイント

200株以上400株未満 3,000ポイント

400株以上800株未満 6,000ポイント

800株以上1,200株未満 12,000ポイント

1,200株以上2,000株未満 15,000ポイント

2,000株以上 18,000ポイント

BRUNO 
コンパクトホットプレート

9,000ポイント

【マルコ40周年記念】
マルコオリジナル
コスメポーチ

4,000ポイント

ミモア マルコ 
ハンドクリーム

2,000ポイント

栄養補助食品 
ボディメイクスタイル

10,000ポイント

ミモア マルコ 
ネイルケアオイル

1,000ポイント

ミモア マルコ 
ティントルージュ

2,000ポイント
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ドルスキューボトム 
商品番号 カテゴリ

MRK0019 アパレル雑貨

フロントとマチ裏側に肌触りの良い綿天竺、ウエスト
と脚口は肌あたりの良いバインダーテープを使用。
カラー：サーブルベージュ／サイズ：S、M／素材：ナイロン、
ポリウレタン、その他／日本製

7,000
POINT

数量限定サイズが選べる プレアンデ ショーツ 
商品番号 カテゴリ

MRK0023 アパレル雑貨

肌触りの良い綿混素材と、ヒップをすっぽり包み込む
シルエットで履き心地も安心。
サイズ：S、M、L、LL、3L／素材：綿、ナイロン、ポリウレタン
／日本製

4,000
POINT

数量限定サイズが選べる

プレアンデ
３／４カップショートブラジャー 

商品番号 カテゴリ

MRK0020 アパレル雑貨

背中、脇肉すっきり、バストの輪郭に自然に沿った
３Ｄサーキュラーワイヤーでラインもきれいに。
サイズ：B65、B70、B75、C65、C70、C75、C80、
C85、D65、D70、D75、D80、D85、E70、E75、
E80、F75／素材：ナイロン、ポリウレタン、その他／ 
中国製

13,000
POINT

数量限定サイズが選べる プレアンデ　
ショートガードル 

商品番号 カテゴリ

MRK0021 アパレル雑貨

身生地には伸縮性のあるメッシュ調の肌触りの良
い素材を使用しサポート力も、着用感も安心。
サイズ：(S)58、(M)64、(L)70、(EL)76、(Q)82／素材：
ナイロン、ポリウレタン、その他／中国製

12,000
POINT

数量限定サイズが選べる プレアンデ　
ロングガードル 

商品番号 カテゴリ

MRK0022 アパレル雑貨

下腹部、腰周り、ヒップなど気になる部分をしっか
り綺麗にサポートします。
サイズ：(S)58、(M)64、(L)70、(EL)76、(Q)82／素材：
ナイロン、ポリウレタン、その他／中国製

13,000
POINT

数量限定サイズが選べる

マルコデビューに
最適な補整機能ブラ

ヒップをすっぽり
しっかりサポート

目指せ健康美！
HMB1600mg 配合

1日1食置換え
ダイエットサポート

バラ花びらエキス配合！
美容成分（コラーゲン／シルクペプチド／セラミド）

がシルキーヴェールの2倍。

4,000
POINT

【マルコ40周年記念】
マルコオリジナルコスメポーチ 

商品番号 カテゴリ

MRK0027 美容・
スキンケア

「アルティザン＆アーティスト」とのコラボオリジナ
ルポーチとボディ化粧品（ミニサイズ）のセット。
ポーチサイズ：幅180×高さ110×マチ60mm／日本製
ボディ化粧品：1.ボディージェル20ml／ 2.ボディーミル
ク20ml／ 3.ボディークリーム20g／ 4.ランジェリーク
レンジング20ml
マルコ創立40周年を記念して通常9,000ポイントのコス
メポーチを数量限定で4,000ポイントでご提供致します。

数量限定

サーブルベージュ

Fashion Item
背中・脇・二の腕を

サポート

5,000
POINT

二の腕インナー（ファイテン加工） 
商品番号 カテゴリ カラー

MRK0016 アパレル雑貨 ブラック
ネイビー

背中から脇・二の腕と、バスト下から腹部をしっかりサ
ポート。ファイテン加工。
カラー：ブラック、ネイビー／サイズ・バスト：（M）79～ 87cm
／（L）86～ 94cm／（LL）93～ 101cm／素材：ナイロン、
ポリウレタン／日本製

数量限定

色が選べる

サイズが選べる

ネイビー

ブラック

機能性、実用性抜群

ヒップから太ももを
すっきり綺麗なラインに

10,000
POINT

栄養補助食品 
ボディメイクスタイル 

商品番号 カテゴリ

MRK0012 ライフサポート

食事・運動・出勤前等、1日9粒を目安に、
水等と一緒にお召し上がりください。
内容量：300mg×290粒／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。
賞味期限：2019年9月以降

数量限定

14,000
POINT

栄養補助食品
シルククリエイトスリムⅨ
糖質50％オフ

商品番号 カテゴリ

MRK0013 ライフサポート

栄養補助食品として1日1食を食事の代
わりに、300mlの水又はお湯で溶かし
てお召し上がりください。
内容量：5味×3袋=15袋／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。
賞味期限：2019年9月以降

数量限定

大腿部の切替ラインが
見えない安心感

7,000
POINT

レッグメイキング コルト 
商品番号 カテゴリ

MRK0010 アパレル雑貨

ピンポイントで計算された着圧でしっかりサポート。マ
リンコラーゲン加工で皮膚を保護し清潔に保ちます。
カラー：ピュアベージュ／サイズ：S、M、L／ヒップ・身長：（S）
80～ 88cm・145～ 155cm／（M）85～ 93cm・150～
160cm／（L）90～ 98cm・155～ 165cm／素材：ナイロ
ン・ポリウレタン／日本製

数量限定

サイズが選べる

ピュア
ベージュ

運動時も美しく！

9,000
POINT

m-fit sports light
サポートボトム 

商品番号 カテゴリ

MRK0011 アパレル雑貨

ヒップから太ももにかけて美しいラインを
キープ。腹部や腰周りもしっかりサポート。
合わせやすい9分丈。
カラー：ブラック／サイズ・ウエスト：（M）
64cm、（L）70cm、（LL）76cm、（Q）
82cm ※直履きはせず、ショーツの上からご
着用ください。／素材：ナイロン、ポリウレタ
ン／ベトナム製

数量限定

サイズが選べる

肌触りの良い
綿天竺使用！

安心の
綿混素材を使用

マロンブラウン マロンブラウン マロンブラウン

マロンブラウン

4,000
POINT

シルキーヴェール  
10本セット 

商品番号 カテゴリ

MRK0007 美容・
スキンケア

コラーゲン、シルクペプチド、ヒアルロン酸配合美容ドリンク。
10本セット。ザクロピーチ風味（香料使用）
内容量：50ml×10本／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。
賞味期限：2019年9月以降

数量限定

コラーゲン、シルクペプチド配合！マルコ創
立40

周年
記念！

特別ポ
イント

！

マルコ創
立40

周年
記念！

特別ポイ
ント！

800
個限定！

4,000
POINT

【マルコ40周年記念】
シルキーヴェール ロイヤル 
10本セット 

商品番号 カテゴリ

MRK0026 美容・
スキンケア

人気の”コラーゲン”と、”シルクペプチド”を
配合した美容ドリンク。1箱10本入り。エレ
ガントなローズジャスミン風味（香料使用）
内容量：50ml×10本　
※成分詳細はWEBにてご確認ください。
賞味期限：2019年5月
マルコ創立40周年を記念して通常7,000ポイ
ントのシルキーヴェール ロイヤル10本セットを
数量限定で4,000ポイントでご提供致します。

数量限定

Presented by

旧商号  マルコ株式会社

HPはこちら

優待お申込みサイト

https://sr.rizapgroup.com/
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DAILY GOODS
Presented	by

綿100％
タオル

の 

2枚組

ネイビー ブルーイエロー ピンク

これ 1 冊で

ライザップの食事法が
実践できる

1,000
POINT

スマートタオル2Pセット  
商品番号

PSP0008
カテゴリ カラー

日用雑貨

ピンク
ブルー

イエロー
ネイビー

使いやすいコンパクトなバスタオルサイズ
のタオル2枚組セットです。
サイズ：34×120cm／素材：綿100％／生産
国：中国

数量限定

色が選べる

Book
Presented	by

HPはこちら

HPはこちら

RIZAP ボディメイクBOOKセット 
商品番号 カテゴリ

NBS0005 書籍

（セット内容）
【ライザップ糖質量ハンドブック】
ライザップトレーナーも愛用！ライザップ式糖質管理法で1日3食しっかり食べ
て健康的にやせる！
サイズ：173×108×12mm／新書判192P

【ライザップダイエットダイアリー 90Days】
低糖質の食事療法、筋力トレーニングプログラム。3ヵ月書くだけで理想のボ
ディに！
サイズ：182×128×8mm／B6判128P

【大人女子のカラダにライザップ】
健康的に食べてやせる。10年後のキレイをつくる。大人女子のトラブル解決。
手軽にできるボディメイク。
サイズ：210×148×16mm／A5判208P

【ライザップ式 2週間ダイエットレシピ】
ダイエット成功のカギは最初の2週間！栄養バランスを考えたライザップ初
「究極の献立」でキレイにやせる！
サイズ：235×182×11mm／B5判変型判128P

4,000
POINT

逆転の発想！
皮脂を味方に！低刺激

6,000
POINT

ミモア マルコ 
コントロールゲル 

商品番号 カテゴリ

MRK0005 美容・
スキンケア

なめらかで伸びのよいゲルです。お手入れの最後に適量を
手にとり、お肌になじませて下さい。
内容量：50ｇ／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

数量限定

6,000
POINT

ミモア マルコ 
コントロールローション 

商品番号 カテゴリ

MRK0004 美容・
スキンケア

水分と脂質のバランスを整え、潤いを保ちながら
お肌のバリア機能を助け正常な状態に導きます。
内容量：150ml／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

数量限定

逆転の発想！
バリア機能を高め潤いを保護

4,000
POINT

ビューティ4
ストレッチマスク 

商品番号 カテゴリ

MRK0006 美容・
スキンケア

ストレッチ機能シート。コエンザイムQ10／
ローヤルゼリー／コラーゲン／シルクエキス成分入り
内容量：6枚入（30ml×6）／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

数量限定

１枚に美容液たっぷり約30ml

1,000
POINT

ミモア マルコ 
ネイルケアオイル 

商品番号 カテゴリ

MRK0002 美容・
スキンケア

爪やキューティクルをしっかり保湿する２層タイプの
エッセンスオイル。
内容量：8ml／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

数量限定

うるおう つややかな爪先に

2,000
POINT

ミモア マルコ 
ハンドクリーム 

商品番号 カテゴリ

MRK0001 美容・
スキンケア

アーモンドオイル、真珠エッセンス、シルクエッセンス
配合でしっとりやわらか手肌へ。フルーツ系の香り。
内容量：35ｇ／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

数量限定

かおる みとれる手肌に！

2,000
POINT

ミモア マルコ 
ティントルージュ 

商品番号 カテゴリ

MRK0003 美容・
スキンケア

優しい桜色の潤いルージュが唇を彩り、明るく
自然な印象に仕上げます。
内容量：3.5ｇ／日本製
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

数量限定

ほんのり ふっくら唇に

優待お申込みサイト
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エステナードパーフェクトリフトジェル
(本品) 

商品番号 カテゴリ

KCP0009 美容・
スキンケア

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。
内容量：80g／成分：コラーゲン、ヒアルロン酸、エラスチン他／パラベンフリー、ア
ルコールフリー、合成着色不使用、無香料、無鉱物油

5,000
POINT

数量限定

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！

一台で三役。本格ボディケア。 お肌を引き締める専用ジェル。

BONIC Pro(P) 
商品番号 カテゴリ

KCP0012 美容・
スキンケア

プロのエステティシャン監修のもと、高級エス
テサロンで採用されている「RF」「キャビテー
ション」「EMS」を搭載！
セット内容：本体、充電台、アダプター、取扱説明書（保
証書）／サイズ：約W90×D95×H115mm／本体約
263g
※BONICプレミアムリフトジェルと一緒にご使用ください。

18,000
POINT

数量限定

使い方は
コチラから！

BONIC
プレミアムリフトジェル 

商品番号 カテゴリ

KCP0013 美容・
スキンケア

ぷるっとうるおい。マシンと一緒に、毎日の
お手入れにもお使いいただけます。
内容量：300g
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

7,000
POINT

数量限定

ジェルのみでも使
用可、更に効果を
出す為には左記の
機器とご一緒に！

ボニックジェル 
商品番号 カテゴリ

KCP0015 美容・
スキンケア

保湿効果を発揮する成分を配合。ジェルの
マッサージでも十分ですが、専用マシンでさ
らに引き締め！
内容量：300g
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

6,000
POINT

数量限定

美しいボディをめざす方に。
エステ＆フィットネス機器。

これ1本でギュギュッと引き締め。
ボニック専用ジェル。

ボニック(BONIC) 
商品番号 カテゴリ

KCP0014 美容・
スキンケア

1秒間に100万回の超音波波動と1分間に最
大1800回のEMS。Wパワーで理想のボディ
がめざせます。
セット内容：本体、充電台、アダプター、取扱説明書（保
証書）／サイズ：約90×115mm／重さ 本体：約255g、
充電台:約65g
※ボニックジェルと一緒にご使用ください。

13,000
POINT

数量限定

ジェルのみでも使
用可、更に効果を
出す為には左記の
機器とご一緒に！

beauty・equipment

Skin・Care

「水溶性シリカ」が 豊富な、天然水。

美と健康、元気の源は黒酢パワーから！

ス
プ

ー
ン

1 杯に毎日の栄養たっぷり！ サッとひとふりの健康

習
慣

泡立てネット付！

① お肌を「ほぐす※」

② 汚れを「吸着」

米麹エキス※1 米ぬか発酵エキス※1

マリンシルト※2 ベントナイト※2 タナクラクレイ※2

※1 保湿成分

※2 吸着成分

10
円

が沈まないほどの弾力！

元源黒酢(93粒) 
商品番号 カテゴリ

KCP0019 ライフサポート

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。
容量：1袋93粒（約1ヵ月分）
賞味期限：2019年9月以降
※成分詳細はWEBにてご確認ください。

2,000
POINT

3,000
POINT

新ひとてまい(100g) 
商品番号 カテゴリ

KCP0018 ライフサポート

炊飯時やお料理、お飲物にサッと入
れるだけで、味を変えずに栄養アッ
プできる粉末タイプの健康食品で
す。偏食気味のお子様や栄養不足
が気になる方へ。
容量：1袋100g（スプーン約30杯分）
賞味期限：2019年9月以降
※成分詳細はWEBにてご確認ください。
※スプーン付

HPはこちら

Presented	by

Life  Support

Presented	by

HPはこちら

RIZAPウォーターセット 
（24本入）

商品番号 カテゴリ

RZF0006 低糖質食品

低糖質食事法をされている場合、女性は1日2リット
ル、男性は1日3リットルが摂取目安です。
内容量：500mlペットボトル×24本／成分：（100mlあたり）
[エネルギー]0Kcal ／[たんぱく質]0g ／[脂質]0g ／[炭
水化物]0g ／[ナトリウム]1.26mg ／[カリウム]0.25mg
／[カルシウム]0.90mg ／[マグネシウム]0.61mg
備考：二酸化ケイ素（シリカ）1Lあたり：82mg、硬度1L
あたり：48mg、PH値：7.3
賞味期限：2019年9月以降

3,000
POINT

どろあわわが新しくなりました
もっとやさしく、もっとごっそり

地
肌
の
ケ
ア
で

”い
つ
ま
で
も
輝
く
髪
“へ
と

導
く『
夜
用
地
肌
美
容
液
』

11,000
POINT

Hauraディープオーラ 
スカルプエッセンス 

商品番号 カテゴリ

KCP0026 美容・
スキンケア

地肌で起こる2つのエイジングダメージに着目。地
肌の変化を感じハリコシ溢れるしなやかな艶髪を手
に入れるために、クリニック×製薬会社との共同開
発により誕生した夜用地肌美容液です。
容量：110ml（約2ヵ月分）／シトラスフローラルの香り、無
着色、無鉱物油、パラベンフリー

新どろあわわ 
商品番号 カテゴリ

KCP0001 美容・
スキンケア

米と発酵の力でお肌をほぐして※汚れが落ちやすい環境を
作りながら吸着し、やさしく、ごっそり。泥成分も3種類へと
増え、泡弾力もアップ。
容量：110ｇ（約30回分）／無香料、無着色、無効物油、石油系界
面活性剤不使用  
※お肌をやわらかくすること。

3,000
POINT

数量限定

優待お申込みサイト
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Health care

Cosme
&

2,000
POINT

SI-15053シラーズ
日焼け止めジェル

商品番号 カテゴリ

JGS0029 美容・スキンケア

お肌に負担を掛けない軽いつけごこち。無添加な
のにSPF50+（PA++++）の高いUVカット効果！
内容量：90g

1,000
POINT

プレミアムナットウキナーゼ
＋DHA＆EPA

商品番号 カテゴリ

JGS0009 美容・スキンケア

納豆のネバネバ発酵成分〈ナットウキナーゼ〉・青
魚のさらさら成分〈DHA・EPA〉を１つに凝縮。
内容量：90粒（約1ヵ月分）／ 1粒の重量：270mg／
飲みやすい粒タイプ／栄養機能食品（ビタミンE）
賞味期限：2019年9月以降

健康的な毎日を
送りたい方へ！

フルーツin青汁
商品番号 カテゴリ

JGS0006 美容・スキンケア

大麦若葉に酵素（植物発酵エキス）82種・フルーツ16種を
配合。美容・健康をおいしくサポートします。
内容量：24包／ 3g／粉末／個包装／健康補助食品／ 2018年モンド
セレクション銅賞受賞
賞味期限：2019年9月以降

1,000
POINT

美容と健康を
おいしくサポート

1,000
POINT

水素チャージプラス
商品番号 カテゴリ

JGS0012 美容・スキンケア

〈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。
内 容 量：90粒（ 約 1ヵ月分 ）／ 1粒 の 重 量：
250mg／飲みやすい粒タイプ／健康補助食品
賞味期限：2019年9月以降

1,000
POINT

三種のウコン伝説
商品番号 カテゴリ

JGS0008 美容・スキンケア

クルクミンが豊富な秋ウコンを中心に、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。
内容量：150粒（約1ヵ月分）／ 1粒の重量：270mg／
飲みやすい粒タイプ／栄養機能食品（亜鉛）
賞味期限：2019年9月以降

1,000
POINT

満足野菜＋充実果実 
酵素MIX

商品番号 カテゴリ

JGS0010 美容・スキンケア

野菜14種類・果実16種類・植物発酵エキス139
種配合で、健康・美容・ダイエットをサポートします。
内容量：150粒（約1ヵ月分）／ 1粒の重量：250mg／飲
みやすい粒タイプ／栄養機能食品
賞味期限：2019年9月以降

毎日の必要な栄養素、
足りていますか？

さらさら成分で
健康をサポート

手軽にいつでも
水素を補給！

紫外線ケアの
必需品!

1,000
POINT

きらきらルテイン＆ 
いきいきビルベリー

商品番号 カテゴリ

JGS0011 美容・スキンケア

現代の私生活でパソコンをよく使う・活字をよ
く見る方に、おすすめしたいサプリメントです。
内容量：90粒（約1ヵ月分）／ 1粒の重量：250mg
／飲みやすい粒タイプ／栄養機能食品（ビタミンA）
賞味期限：2019年9月以降

パソコンをよく使う、
活字をよく見る方へ

エテルノ 濃縮プラセンタ10本
商品番号 カテゴリ

JGS0030 美容・スキンケア

シリーズ累計販売数350万本突破の速攻性美容ドリンク。
発酵プラセンタエキスが1本に35,000㎎！
内容量：1本50ml×10本／清涼飲料水
賞味期限：2019年9月以降

5,000
POINT

高濃度プラセンタエキス配合！
美容ドリンク

青汁+植物発酵エキスで
健康をおいしく

毎日の健康と飲んだ
翌日のために

Presented	by

1,000
POINT

乳酸菌in青汁
商品番号 カテゴリ

JGS0007 美容・スキンケア

乳酸菌〈EC-12〉・大麦若葉、食物繊維・オ
リゴ糖配合。毎日の食事で不足しがちな野
菜不足をサポート。
内容量：24包／ 3g／粉末／個包装／栄養機能食
品（ビタミンC）
賞味期限：2019年9月以降

1,000
POINT

おいしい酵素青汁
商品番号 カテゴリ

JGS0005 美容・スキンケア

大麦若葉・ゴーヤ・ケール・139種植物発
酵エキス配合。不足しがちな新鮮野菜や果
物を補ってくれます。
内容量：24包／ 3g／粉末／個包装／健康補助食
品／ 2018年モンドセレクション銅賞受賞
賞味期限：2019年9月以降

HPはこちら
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「ライザップ」独自のトレーニングメソッドで
最大目標-15kgも可能！

RIZAPのボディメイク「入会金」を、10,000円引きにてご利用いただくことができる
特別優待券となります。

入会金：50,000円（税抜）⇒10,000円割引き適用⇒40,000円（税抜）

一人ひとりの骨格・体質・目標に合わせたトレーニングと管理栄養士から指導を受けたトレーナによ
る徹底した食事指導により、究極の「カラダ」「美」を創り上げる徹底したプログラムです。

※減量数値は個人の体格・体重・体質などに合わせた限界数値をカウンセリングを通して決定し、目
標　設定いたします。

・本券は全国のRIZAP ボディメイク店舗でご利用いただけます。 

▼店舗一覧はこちらから
http://www.rizap.jp/gym/

利用対象は入会金のみとなります。／コース料金、商品代金にはご使用できません。／ネットオーク
ションやフリマサイト、アプリ等で転売行為、第三者への譲渡・譲受は一切禁止とさせていただきます。
／本券は現金とのお引き替え、および他のクーポンとの交換はできません。／本券利用後の返品また
はキャンセルについて、金券の返還および返金はおこないません。／過去のお申し込み分でのご利用、
およびそれに関する返金には応じられません。／他のクーポン、割引きサービス、キャンペーンと併用
することはできません。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失または滅失等に対し
当社は責を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注意ください。

※ご来店の際には事前予約が必要となりますので、下記フリーダイヤルにお電話ください。
　お問い合わせ電話番号：0120-700-900（受付時間9：00～ 21：00/月～日・年中無休）
※お1人様ご注文回数最大5回まで。
有効期間：2019年12月31日まで／提供：RIZAP 株式会社

RIZAPボディメイク 入会金10,000円割引き
商品番号 カテゴリ

RZP8005 チケット
10,000

POINT
HPはこちら

RIZAP KIDSは運動神経が最も発達するプレ・ゴー
ルデンエイジのお子様を対象とした運動指導スタジオ

RIZAP KIDSは運動神経が最も発達するプレ・ゴールデンエイジのお子様を対象とし
た運動指導スタジオです。プレ・ゴールデンエイジに最適なコーディネーショントレーニ
ングを取り入れたオリジナルメソッドをお子様ひとり一人の年齢、運動能力に合わせて、
オーダーメイドするマンツーマン運動指導をおこない運動神経の発達を図ります。
入会金：50,000円（税抜）⇒10,000円割引き適用⇒40,000円（税抜）

▼店舗一覧はこちらから
https://www.rizap.jp/kids_lp01/

本券はRIZAP KIDS店舗でご利用いただけます。／本券を換金することはできません。／他のクー
ポン、割引きサービス、キャンペーンと併用することはできません。／本券利用後のキャンセルについ
て、金券の返還および現金での返金はおこないません。／過去のお申し込み分でのご利用、およびそ
れに関する返金には応じられません。／利用対象は入会金のみとなります。／コース料金、商品代金
にはご利用できません。／ご利用はお1人様1入会費に対し、1枚限りとなります。／ 1入会に対して
複数枚のご使用はできません。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失または滅失等
に対し当社は責を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注意ください。

※お1人様ご注文回数最大5回まで。
有効期間：2019年12月31日まで／提供：RIZAPイノベーションズ株式会社

RIZAP KIDS 入会金10,000円割引き
商品番号 カテゴリ

RZP8013 チケット

10,000
POINT

最新シミュレーション機器を完備したスタジオで、
専属トレーナーがマンツーマンでサポートいたします。

最新シミュレーション機器を完備したスタジオで、飛距離データや弾道分析、スウィング
画像を検証しながら、専属トレーナーがお客様の特性を考慮しマンツーマンでサポートい
たします。
入会金：50,000円（税抜）⇒10,000円割引き適用⇒40,000円（税抜）

ショットアナライズを使用したゴルフレベルの分析、ゲストの特性に合わせた個別指導、専用アプリを
介したオンラインドリルを通じて、専属トレーナーがマンツーマンでサポートいたします。
▼店舗一覧はこちらから
https://www.rizap-golf.jp/golfschool/

本券はRIZAP GOLF各店舗でご利用いただけます。／本券を他人に譲渡、換金することはできま
せん。／他のクーポン、割引きサービス、キャンペーンと併用することはできません。／本券利用後の
キャンセルについて、金券の返還および現金での返金はおこないません。／過去のお申し込み分での
ご利用、およびそれに関する返金には応じられません。／利用対象は入会金のみとなります。／コー
ス料金、商品代金にはご利用できません。／ご利用はお1人様1入会費に対し、1枚限りとなります。1
入会に対して複数枚のご使用はできません。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失
または滅失等に対し当社は責を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご
注意ください。
※お1人様ご注文回数最大5回まで。
有効期間：2019年12月31日まで／提供：RIZAPイノベーションズ株式会社

RIZAP GOLF 入会金10,000円割引き
商品番号 カテゴリ

RZP8017 チケット

10,000
POINT

HPはこちら

一流料理人がマンツーマンで指導する
コミット型クッキングスクール。

今までの料理教室の概念と180度異なり「たった2ヵ月で、一流料理人があなたの劇的
な料理上達にコミット！」をコンセプトにした、完全オリジナルの料理教室です。
入会金：50,000円（税別）⇒10,000円割引き適用⇒入会金：40,000円（税別）

料理診断テストやカウンセリングを通して、お客様の悩みや上達後にどうなりたいかの目標など、
RIZAP同様徹底的にヒアリングし、一人ひとりに合わせた完全オーダーメイドの料理プログラムを専
属の料理人が作成いたします。

本券はRIZAP COOK各店舗でご利用いただけます。／本券を換金することはできません。／他の
クーポン、割引きサービス、キャンペーンと併用することはできません。／本券利用後のキャンセルに
ついて、金券の返還および現金での返金はおこないません。／過去のお申し込み分でのご利用、およ
びそれに関する返金には応じられません。／利用対象は入会金のみとなります。／コース料金、商品
代金にはご利用できません。／ご利用はお1人様1入会費に対し、1枚限りとなります。／ 1入会に対
して複数枚のご使用はできません。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失または滅
失等に対し当社は責を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注意くだ
さい。

※お1人様ご注文回数最大5回まで。
有効期間：2019年12月31日まで／提供：RIZAPイノベーションズ株式会社

RIZAP COOK 入会金10,000円割引き
商品番号 カテゴリ

RZP8011 チケット

10,000
POINT

HPはこちら

RIZAPメソッドから生まれた
｢暗闇フィットネス｣

EXPA優待券 入会金50％ OFF
商品番号 カテゴリ

RZP8006 チケット

5,000
POINT

「入会金」を、50％OFFにてご利用いただくことができる特別優待券となります。
グループレッスンでも結果にコミットするRIZAPの新サービス。毎月無料のカウンセリン
グで食事と運動のアドバイス。グループレッスンでも1人ひとりの悩みに寄り添います。
入会金：10,000円（税抜）⇒50％OFF適用⇒5,000円（税抜）
****VIVANAは7月24日より店舗名がEXPAに変更となりました****
■EXPA（VIVANA）につきましては女性専用施設となります。
▼店舗一覧はこちらから
EXPA(VIVANA)
https://expa-official.jp
本券はEXPA各店舗にてご利用いただけます。／本券は現金とのお引き替え、および他のクーポン
との交換はできません。／他のクーポン、割引きサービス、キャンペーンと併用することはできません。
／利用対象は入会金のみとなります。※コース料金、ウェア、水などは別途費用がかかります。／ご利
用はお1人様1入会費に対し、1枚限りとなります。1入会に対して複数枚のご使用はできません。／
本券利用後のキャンセルについて、金券の返還および現金での返金はおこないません。／過去のお申
し込み分でのご利用、およびそれに関する返金には応じられません。／本券の盗難、紛失または滅失
等に対し、当社は責を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注意くだ
さい。／本券のネットオークションやフリマサイト、アプリ等での転売行為、譲渡・譲受は一切禁止とさ
せていただいております。／ご利用の際には事前予約が必要となりますので、各ウェブサイトよりご予
約ください。
※お1人様ご注文回数最大5回まで。
有効期間：2019年12月31日まで／提供：RIZAPイノベーションズ株式会社

LIPTY 入会金50％OFF
商品番号 カテゴリ

RZP8008 チケット

5,000
POINT

RIZAPメソッドから生まれた
｢ボディメイクホットヨガ」

「入会金」を、50％OFFにてご利用いただくことができる特別優待券となります。
入会金：10,000円（税抜）⇒50％OFF適用⇒5,000円（税抜）

■LIPTYにつきましては女性専用施設となります。
▼店舗一覧はこちらから
LIPTY
https://lipty.jp/

本券はLIPTY池袋店のみご利用いただけます。／本券は現金とのお引き替え、および他のクーポン
との交換はできません。／他のクーポン、割引きサービス、キャンペーンと併用することはできません。
／本券利用後のキャンセルについて、金券の返還および現金での返金はおこないません。／過去の
お申し込み分でのご利用、およびそれに関する返金には応じられません。／利用対象は入会金のみに
なります。※コース料金、ウェア、水などは別途費用がかかります。／ご利用はお1人様1入会に対し、
1枚限りとなります。1入会に対して複数枚のご使用はできません。／本券の盗難、紛失または滅失等
に対し、当社は責を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注意くださ
い。／本券のネットオークションやフリマサイト、アプリ等での転売行為、譲渡・譲受は一切禁止とさせ
ていただいております。／ご利用の際には事前予約が必要となりますので、各ウェブサイトよりご予約
ください。

※お1人様ご注文回数最大5回まで。
有効期間：2019年12月31日まで／提供：RIZAPイノベーションズ株式会社

英語学習も、RIZAP流に。専任トレーナーがマンツーマンで弱点の特定、カリキュラム
の策定、日々の学習サポートを実施。英語力にコミットします！
入会金：50,000円（税抜）⇒10,000円割引き適用⇒40,000円（税抜）

対面セッション提供に加えて、毎日の自習をメール等でマンツーマンサポート。時にやさしく、時に厳し
く、お客様の英語力向上にコミットします。

▼店舗一覧はこちらから
https://www.rizap-english.jp/schools/

本券はRIZAP ENGLISH各店舗でご利用いただけます。／本券を換金することはできません。／他
のクーポン、割引きサービス、キャンペーンと併用することはできません。／本券利用後のキャンセル
について、金券の返還および現金での返金はおこないません。／過去のお申し込み分でのご利用、お
よびそれに関する返金には応じられません。／利用対象は入会金のみとなります。／コース料金、商
品代金にはご利用できません。／ご利用はお1人様1入会費に対し、1回限りとなります。／ 1入会
に対して複数枚のご使用はできません。／領収書の発行はおこなえません。／本券の盗難、紛失また
は滅失等に対し当社は責を負いません。／有効期限を過ぎたご優待券は使用できませんので、ご注
意ください。

※お1人様ご注文回数最大5回まで。

有効期間：2019年12月31日まで／提供：RIZAP ENGLISH 株式会社

英語でも結果にコミット。
効率的・継続的な学習をサポートします。

HPはこちら

RIZAP ENGLISH 入会金10,000円割引き
商品番号 カテゴリ

RZP8015 チケット

10,000
POINT

HPはこちら

HPはこちら

T I C K E T

HPはこちら

優待お申込みサイト
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3 1

2

1,000
POINT

TERRACUORE Notes 
フレグランスピース

商品番号 カテゴリ 香り

IDA0027 日用雑貨
Floral
Citrus 
Musky

バッグやお財布の中、名刺入れなど、お好
きな場所に入れてお好みの香りが楽しめる
ペーパーフレグランス。
サイズ：W110×H110×D1mm／芳香期間目安：
約2～ 4週間／生産国：日本

香りが選べる

1,000
POINT

TERRACUORE Notes 
フレグランスタグ

商品番号 カテゴリ 香り

IDA0026 日用雑貨
Floral
Musky

クローゼットやハンガー、ドアノブ・車内な
ど、室内空間のお好みの場所にかけて香り
が楽しめます。
サイズ：W90×H151×D2mm／芳香期間目安：
約2～ 4週間／生産国：日本

香りが選べる

2,000
POINT

TERRACUORE Notes 
バス&シャワージェル300ml

商品番号 カテゴリ 香り

IDA0024 日用雑貨
Floral
Citrus 
Musky

ボディにふんわりと香りをまとい、すべすべ
とした洗いあがりのフレグランスボディシャ
ンプー。
成分：水、オレフィン（Ｃ14－16）スルホン酸Ｎａ、
コカミドプロピルベタイン、コカミドＤＥＡ、ローズマ
リーエキス他／生産国：日本

香りが選べる

2,000
POINT

TERRACUORE Notes 
ボディスクラブ150g

商品番号 カテゴリ 香り

IDA0030 日用雑貨
Floral
Citrus 
Musky

腕や脚、デコルテ・ヒップなど全身にお使い
いただけます。複数の精油をブレンドした、
繊細な香調。
サイズ：W81×H55×D81mm／容量：150g／
使用目安：両腕、両脚（1回につき8～10g）／生
産国：日本

香りが選べる

Presented	by

1,000
POINT

1 TERRACUORE Notes 
フレグランスファブリックミスト50ml

商品番号 カテゴリ 香り

IDA0023 日用雑貨
Floral
Citrus 
Musky

落ち着きのあるみずみずしく爽やかな香りのファブリック
用芳香・消臭除菌ミスト。持ち運べるミニサイズ50ml。
容量：50ml／素材：植物抽出消臭剤、精製水、香料、非イオン系
界面活性剤、除菌剤／生産国：日本

香りが選べる

2,000
POINT

2 TERRACUORE Notes 
フレグランスファブリックミスト300ml

商品番号 カテゴリ 香り

IDA0028 日用雑貨
Floral
Citrus
Musky

落ち着きのあるみずみずしく爽やかな香りのファブリック
用芳香・消臭除菌ミスト。たっぷり使える300ml。
サイズ：W89×H188×D59mm／成分：植物抽出消臭剤、精製
水、香料他／生産国：日本

香りが選べる

TERRACUORE Notes 
ランドリーソープ

商品番号 カテゴリ

IDA0031 日用雑貨

植物由来の消臭・抗菌成分配合。デリケートな衣類も
洗える洗濯洗剤です。においの元を防ぎながら、衣類
に心地よい香りがふんわりと広がります。
容量：500ml／成分：界面活性剤（ポリオキシエチレンアル
キルエーテル、ポリオキシアルキレンアルキルアミン、ジアル
キルジメチルアンモニウム塩）他／使用量の目安：《一般の
洗濯機》水30Lに30ml／生産国：日本

2,000
POINT

TERRACUORE Notes 
ファブリックソフナー

商品番号 カテゴリ

IDA0025 日用雑貨

においの元を防ぎながら、お気に入りの衣類に心地
よい香りがふんわりと広がります。衣類用柔軟仕上
げ剤です。
容量：500ml／成分：界面活性剤（エステル型ジアルキル
アンモニウム塩、ジアルキルジメチルアンモニウム塩、高
級アルコール系（非イオン）他／生産国：日本

2,000
POINT

バブルバスも楽しめる
バス＆シャワージェル

幸福感あふれる
ナチュラルで華やかな香り

24ピースのペーパーフレグランス肌あたりの優しいスクラブ感

2,000
POINT

3 TERRACUORE Notes 
フレグランスルームミスト120ml

商品番号 カテゴリ 香り

IDA0029 日用雑貨
Floral
Citrus
Musky

お部屋の空気をフレッシュにし、心地よい香りが続く空間
用のルームミストです。
サイズ：W39×H173×D39mm／成分：植物抽出消臭剤、エタ
ノール、香料、非イオン系界面活性剤／生産国：日本

香りが選べる

しっかり
消臭、

ふんわり
香る

デリケートな衣類も洗える洗濯洗剤

Citrus 

Citrus 

Citrus 

Floral

Floral

Floral

Floral

Musky

Musky

Musky

Musky

ラベンダーの香りが基調の衣類用柔軟仕上げ剤

使い方は
コチラから！

使い方は
コチラから！

HPはこちら

日々の何気ない日常を、やさしく包み込む香り

はじめよう、香りをシェアするライフスタイル

NOTE S—それは、香りの旋律。

たくさんの香りのピースが、重なり合い、ひとつになって、

その空間にぴったりのハーモニーを奏でていく。

香りは目に見えないけれど、心に直接語りかける。

日々の何気ない暮らしをやさしく包み込み、

大切な人と共有する時間を、

かけがえのないものに変えてくれる。

はじめよう。インテリアのように、香りを飾る毎日を。

優待お申込みサイト
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セラミックコートの鍋は「煮る」、「焼く」、付属の蒸
し網を使って「蒸す」、揚げ物カバ一を使って「揚
げる」まで対応！

1台4役で幅広く活躍するので、前菜からデザート
まで愉しみ方のアイディアが広がります！

毎日の食卓を彩る
テーブルウエアの新定番

BRUNO コンパクトホットプレート
商品番号 カテゴリ カラー

IDA0002 キッチン雑貨 レッド
ホワイト

鋳物ホーローをイメージしたデザイン。2～ 3人に丁度いいサイズ。
幅広く食卓で“つくる”を愉しめます。
サイズ：W375×H140×D235mm／素材：[本体]スチール／フェノール樹脂／ 
[プレート]アルミダイキャスト／生産国：中国

9,000
POINT

色が選べる

 Kitchen
Presented	by

HPはこちら

レッド ホワイト

ホワイト

レッド

BRUNO グリルポット
商品番号 カテゴリ カラー

IDA0014 キッチン雑貨
レッド

ホワイト
ホーロー風の鍋は直火もOK。「煮る」・「焼く」・「蒸す」・「揚げる」と
1台4役で幅広く活躍します。
サイズ：W307×H211×D248mm／材質：スチール、アルミニウム合金、ABS樹脂、 
フェノール樹脂、ステンレススチール／定格消費電力1000W／生産国：中国

12,000
POINT

色が選べる

Daily goods

ホワイト

ブラックショートトリップでも
活躍するトートバッグ

ホーローライクな多機能鍋

ゴールドのカラーが楽しい
トランプカード

旅支度の必需品！

4,000
POINT

andloop トートバッグM
商品番号 カテゴリ カラー

IDA0019 アパレル雑貨 ホワイト
ブラック

ストールや羽織り物、雑誌、ガイドブックもすっぽり収まるサイズ
感。内側には大きめファスナーポケット付。
サイズ：W480×H300×D160mm／素材：[ホワイト]綿(シリコーン樹脂加
工／ラバー樹脂加工)、[ブラック]ポリエステル／綿(シリコーン樹脂加工／ラ
バー樹脂加工)他／付属：牛革／生産国：中国、ミャンマー

色が選べる

アンジェリカ・ガーラピンク

オスカーターコイズ

レイチェル 
オレンジ

プールや温泉旅の
マストアイテム

hopping marché 
リバティプリント スパバッグ

商品番号 カテゴリ 柄

IDA0018 アパレル雑貨
レイチェルオレンジ

アンジェリカ・ガーラピンク
オスカーターコイズ

トラベルサイズのアメニティ類が収まり、内側にロッカーの
鍵など貴重品の収納に便利なファスナーポケット付。
サイズ：W300×H150×D90mm／素材：ポリエステル(撥水加工)
／生産国：ベトナム

柄が選べる

IDEA Label 
GOLDEN CARDS

商品番号 カテゴリ

IDA0022 日用雑貨

細部にまでこだわったラグジュアリーなトランプです。
特殊なプリントで、模様もしっかり。
サイズ：W65×H96×D22mm(ケースサイズ)／生産国：台湾

MILESTO UTILITY
トラベル用圧縮袋セット

商品番号 カテゴリ

IDA0021 日用雑貨

かさばる衣類を圧縮してスリムに。使いやすいS・
Mサイズの圧縮袋が2枚ずつの計4枚セットです。
サイズ：S:W350×H500mm、M：W400×H600mm／
素材：ポリエチレン、ナイロン／生産国:中国

3,000
POINT

2,000
POINT

1,000
POINT

優待お申込みサイト
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MILESTO UTILITY
パッキングオーガナイザー

商品番号 カテゴリ カラー

IDA0017 日用雑貨
ブルーグレー

ネイビー
ブラック

中身が確認しやすい上部がメッシュのパッキングオーガナイザー。
持ち手がついているので持ち運びにも便利。
サイズ：W300×H210×D100mm／素材：ポリエステル／生産国：中国

色が選べる

ブルーグレー ネイビー ブラック ブルーグレー ネイビー ブラック

Organizer

スマートなパッキングで
快適な旅支度！

2つのポケットで
機能的に収納

MILESTO UTILITY
パッキングオーガナイザー Wポケット

商品番号 カテゴリ カラー

IDA0016 日用雑貨
ブルーグレー

ネイビー
ブラック

使用／未使用や日ごとに分けたりと、目的や種類別に収納するこ
とができます。
サイズ：W300×H210×D130mm／素材：ポリエステル／生産国：中国

3,000
POINT

2,000
POINT

衣類を機能的に
収納するオーガナ

イザー

オスカーターコイズレイチェルオレンジアンジェリカ・ガーラピンク

hopping marché 
リバティプリント ダブルラゲッジ
オーガナイザー S

商品番号 カテゴリ 柄

IDA0015 日用雑貨
アンジェリカ・ガーラピンク

レイチェルオレンジ
オスカーターコイズ

収納ポケットが2つあり、使用／未使用のアイテムを分けたり衣類を
機能的に収納できるポーチ。
サイズ：W285×H190×D130mm／材質：表)ポリエステル(撥水加工)、裏)ポリエステ
ル／生産国：ベトナム

3,000
POINT柄が選べる

色が選べる

商品番号 サイズ カラー ポイント数 個数

商品選択にご利用下さい。

Memo
メ モ
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〒531-6107・大阪市北区大淀中一丁目1番30号

旧商号  マルコ株式会社

優待お申込みサイト

https://sr.rizapgroup.com/
お申込み 専用ダイヤル 【受付開始 2018年12月17日（月）〜 2019年 2月28日（木）】

0120-951-191 （優待カタログ掲載分）
（受付時間：土日祝日を除く10：00〜18：00）

※WEB・電話の受注は同日開始となります。
※商品は2月中旬から順次発送となります。

お問い合わせ先

0120-951-548
（受付時間：土日祝日を除く10：00〜18：00）

yutai@mrkholdings.co.jp


