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株主優待品の内容決定に関するお知らせ 

 

 

当社は、2023年３月期の株主優待品の内容を決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

 

 

記 

 

１. 対象となる株主様 

2023年３月31日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式１単元（100株）以上を、１年以上保有す

る株主様を対象といたします。 

 

 

２．株主優待の内容 

 保有株式数 継続保有期間 優待金額 

100株～499株 
１年以上３年未満 8,000円分 

３年以上 10,000円分 

500株以上 
１年以上３年未満 20,000円分 

３年以上 25,000円分 

 

※株主様の保有状況は、株主番号で管理しております。 

１年以上継続保有の対象は、毎年３月31日現在、９月30日現在の株主名簿に同一株主番号で３回以上、 

３年以上継続保有の対象は、７回以上連続して記載された株主様が対象となります。 

 

 

 

３.株主優待品の内容 

  ご優待金額に合わせた、お得な「優待品セット」（全35種類）をご用意いたします。 

  詳細は次頁の「優待品セット（全35種類）一覧」をご参照ください。 

 

 

４.発送時期 

  2023年６月開催予定の弊社定時株主総会終了後、対象の株主様へ決議通知等書類に同封のうえ、「株主優待

ご案内状」を発送いたします。 

 

 

以 上 

 

 

 



 

  

■優待品セット（全35種類）一覧 

 

（１）5,000円分の優待品セット（７種類） 

酵素美人セット（赤） 

（健康食品） 

酵素美人セット（桃） 

（健康食品） 

シャンプー＆トリートメントセット１ 

（ふんわりサラサラ） 

シャンプー＆トリートメントセット２ 

（しっとりツヤツヤ） 

    

シーボン 酵素美人（5倍濃縮） 

・赤（ピンクグレープフルーツ味）720mL 

・緑（キウイフルーツ味）720mL 

シーボン 酵素美人（5倍濃縮） 

・桃（白桃味）720mL 

・緑（キウイフルーツ味）720mL 

ベラー（ローズブーケの香り） 

・リペアシャンプースムースライト 240mL 

・リペアトリートメントスムースライト 240ｇ 

ベラー（ジャスミンブーケの香り） 

・リペアシャンプーシルキーモイスト 240mL 

・リペアトリートメントシルキーモイスト 240ｇ 

 

シーボン 赤い女神 

（健康食品） 

カラフルール 

モイスチャー３Dセラム（美容液） 

シーボンアビリティ 

Cローション（美容液） 

   

・シーボン 赤い女神 490mL 

(5倍濃縮・植物エキス発酵飲料） 

・カラフルール 

モイスチャー３Dセラム 30mL 

・シーボンアビリティ 

Ｃローション 33mL 

 

 

（２）8,000円分の優待品セット（７種類） 

洗顔セット１ 

（メイク落とし＆洗顔料） 

パルセット 

（メイク落とし＆洗顔料） 

アビリティセット１ 

（泡洗顔料＆ 

化粧水＆メイク下地） 

メンズケアセット１ 

（男性用 化粧水＆美容液） 

 
   

フェイシャリスト 

・クレンジングオイル★ 200ｍL 

・バランシングフォームE★ 130ｇ 

シーボンパル 

・トリートメントマセ 110ｇ 

・ディープクリアフォーム 130ｇ 

シーボンアビリティ 

・クリアウォッシュ 200mL 

・エッセンスローション 150mL 

・UVプロテクトベース 30ｇ 

フェイシャリストオム 

・バイタルローション 150mL 

・アクティブエッセンス 100mL 



 

  

メイクセット 

（リキッドファンデーション

＆フェイスパウダー） 

ボディソープ＆ヘアケアセット１ 

（ふんわりサラサラ） 

ボディソープ＆ヘアケアセット２ 

（しっとりツヤツヤ） 

 
 

 

シーボン 

・クイックフィニッシュファンデーシ

ョン 30ｇ （グランドベージュ） 

・ルーセントフェイスパウダー 40ｇ 

・シーボン モイストボディソープ 700mL 

ベラー（ローズブーケの香り） 

・リペアシャンプースムースライト 240mL 

・リペアトリートメントスムースライト 240ｇ 

・シーボン モイストボディソープ 700mL 

ベラー（ジャスミンブーケの香り） 

・リペアシャンプーシルキーモイスト 240mL 

・リペアトリートメントシルキーモイスト 240ｇ 

 

 

 

（３）10,000円分の優待品セット（10種類） 

フェイシャリスト 

トリートメントマセＲ 230ｇ 

（メイク落とし） 

洗顔セット２ 

（メイク落とし＆洗顔料） 

ベーシックケアセット１ 

（化粧水＆乳液） 

フェイシャリストホワイト 

クリアローション 

（薬用美白※１化粧水） 

 

   

・フェイシャリスト 

 トリートメントマセR★ 230ｇ 

フェイシャリスト 

・トリートメントマセR★ 110ｇ 

・トリートメントフォームE★ 130ｇ 

フェイシャリスト 

・デュアルモイストローションQ★ 120mL 

・スキンコンディショナーQ★ 100mL 

・フェイシャリストホワイト 

 クリアローション★ 120mL 

 

フェイシャリスト 

BXエッセンスローション 

（化粧水） 

フェイシャリスト 

BXマイクロアクティベイト 

（炭酸※２泡の美容液） 

アビリティセット２ 

（メイク落とし＆泡洗顔料

＆化粧水） 

メンズケアセット２ 

（男性用 泡洗顔料＆化粧水 

＆美容液） 

 

 

 
 

 

・フェイシャリスト 

 BXエッセンスローション 120mL 

・フェイシャリスト 

BXマイクロアクティベイト 60ｇ 

シーボンアビリティ 

・トリートメントマセ 100ｇ 

・クリアウォッシュ 200mL 

・エッセンスローション 150mL 

フェイシャリストオム 

・シーバムウォッシュ 200mL 

・バイタルローション 150mL 

・アクティブエッセンス 100mL 



 

  

パルさっぱり化粧水セット 

（メイク落とし＆洗顔料＆化粧水） 

パルしっとり化粧水セット 

（メイク落とし＆洗顔料＆化粧水） 

  

シーボンパル 

・トリートメントマセ 110ｇ 

・ディープクリアフォーム 130ｇ 

・クリアリングローション 200mL 

シーボンパル 

・トリートメントマセ 110ｇ 

・ディープクリアフォーム 130ｇ 

・モイスチャライジングローション 200mL 
 

 

（４）15,000円分の優待品セット（２種類） 

シーボン CHエッセンス MDS 

（水溶性美容液） 

シーボン MEエッセンス MD 

（油溶性美容液） 

  

・シーボン CHエッセンス MDS★ 35mL ・シーボン MEエッセンス MD★ 35mL 

 

 

（５）20,000円分の優待品セット（４種類） 

アビリティフルセット 

（メイク落とし＆泡洗顔料＆化粧水 

＆美容液＆クリーム＆メイク下地） 

洗顔セット３ 

（酵素洗顔料＆洗顔料） 

ベーシックケアセット２ 

（化粧水＆水溶性美容液） 

フェイシャリストホワイト 

モイスチャークリーム 

（薬用美白※１クリーム） 

 
 

 

 

 

 

シーボンアビリティ 

・トリートメントマセ 100ｇ 

・クリアウォッシュ 200mL 

・エッセンスローション 150mL 

・モイストジェル 60ｇ 

・Ｃローション 33mL 

・UVプロテクトベース 30ｇ 

・フェイシャリスト 

ファーメントパウダーa 56ピース 

・シーボン 

コンセントレートプラス 

ディープクリアフォーム 

130ｇ×２本 

・フェイシャリスト 

デュアルモイスト 

ローションQ★ 120mL 

・シーボン 

CHエッセンス MDS★ 35mL 

・フェイシャリストホワイト 

モイスチャークリーム★ 

35ｇ 

さっぱり 

タイプ 
しっとり 

タイプ 



 

  

（６）25,000円分の優待品セット（５種類） 

ベーシックケアセット３ 

（メイク落とし＆ 

化粧水＆乳液） 

ACセット 

（メイク落とし＆ 

化粧水） 

シーボン 

AC バイタルセラムa 

(美容液) 

フェイシャリストホワイト 

フレッシュセラム 

（薬用美白※１美容液） 

シーボン 

コンセントレートプラス 

ホワイトセラム 

（薬用美白※3美容液） 

 

 
   

フェイシャリスト 

・トリートメントマセR★ 110ｇ 

・デュアルモイストローションQ★ 300mL 

・スキンコンディショナーQ★ 100mL 

シーボン 

・AC4 トリートメントマセ 150ｇ 

・AC エッセンスローションa★ 

90mL 

・シーボン 

 AC バイタルセラムa★ 35mL 

・フェイシャリストホワイト 

フレッシュセラム★ 35mL 

・シーボン 

 コンセントレートプラス  

 ホワイトセラム★ 35mL 

 

★医薬部外品  ※１美白：日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ  ※２炭酸：噴射剤  ※３美白：メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぐ 

 

【優待品セットのご注意点】 

※優待品は上記セットのみとなり、単品でのご用意はありません。 

※組み合わせてお申込み可能です。優待金額を超えてお申込みいただいた場合、超過分につきましては株主様のご負担とな 

ります。 

※優待品の内容・デザインは、予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 


