
（証券コード：8095）（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、2023年6月30日まで）

アステナホールディングス株式会社 株主優待事務局

0120-427-419

株 主 優 待 に 関 す る お 問 い 合 わ せ

2022年11月期2022年11月期

株主優待株主優待のの
ご案内ご案内

申込申込
期限期限

2023年

（WEB申込：17時まで）
4月28日必着



2022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、保有株式数と継続保有年数に応じて優待品を1つご選択いただけ
ます。お申込は、インターネット（P3～6参照）か申込専用はがき（P7～8参照）の
いずれかお好きな方法をお選びいただけます。

保有株式数/
継続保有年数 1年以上～3年未満 3年以上

100株～999株

Aコース（1,000ポイント） Bコース（2,000ポイント）

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（2,000ポイント） Cコース（3,000ポイント）

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。

　優待品には、当社グループの商品に加え、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。

※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、岩城製薬株式会
社、マルマン H ＆ B 株式会
社が取り扱い・販売する化粧
品等と交換いただけます。

※ 継続保有年数 3 年以上とは、2019 年 11月 30 日から、2022 年 11月 30 日現在まで当社株式を継続保有された株主
様となります。

※ 証券会社が提供する貸株サービス等により株主番号が変更され、継続保有期間が途切れる場合がございますのでご注意
ください。

株主の皆様へ

株主優待のご案内

インターネット　サービス利用登録

インターネット　申込手順

申込専用はがき　申込方法

Aコース（1,000ポイント）

Bコース（2,000ポイント）

Cコース（3,000ポイント）

株 主 の 皆 様 へ

2023年 2月 吉日

P01

P07

P03

P02

P09

P11

P13

P05

代表取締役社長

その他商品
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インターネット
サービス利用登録

1 5

6

8

7

2

3

4

ご注意

パスワードは毎年リセットされます。
「株主優待通知書」に記載のパスワードをご使用ください。

「アステナホールディングス株式会社　株主優待」で検索　または
https://www.astena-hd.com/ir/ir_treatment.html を入力

スマートフォンでお申込いただ
く場合は、同封の「株主優待
通知書」に記載してある二次
元バーコードを読み取ってい
ただくと、直接ログイン画面に
進むことができます（❹へ）。

〈パソコン〉 〈スマートフォン 〉

お手元に同封の「株主優待通知書」をご用意ください ご利用規約を確認のうえ、「規約に同意して登録」ボタンをクリック

登録内容をご確認のうえ、「登録完了へ」ボタンをクリック

ご利用登録され、お申込の準備が完了

「トップページへ」ボタンをクリック
よろしければ「アンケート」にご協力ください。

お電話番号、メールアドレスなどの必要な情報を入力し、
「確認ページへ」ボタンをクリック

当社ホームページへアクセス

「株主優待サイトはこちら」をクリック

「株主優待通知書」に記載のユーザIDとパスワードを入力し、
「ログイン」ボタンをクリック

※  スマートフォンの場合は、「ログイン」をタップ
するとユーザIDとパスワードを入力する画面が
表示されます。

〈パソコン〉

〈スマートフォン 〉

見本見本
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インターネット
申込手順

操作方法がわからないときは、
株主優待事務局（TEL：0120-427-419）までお気軽にお問い合わせください。

1 4

5

6

7

2

3

お届け先を指定し、「選択したお届け先に送る」ボタンをクリック

申込内容を確認し、「申し込む」ボタンをクリック

お申込完了

※ スマートフォンの場合は、「カテ
ゴリ」をタップするとカテゴリ一
覧が表示されます。

※ お選びいただけるコースの商品のみ表示されます。

「カゴに入れる」ボタンをクリック

商品を選択

株主優待サイトにログイン後、商品カテゴリより
ご希望の項目をクリック 現在のカゴの中を確認し、「申込手続きへ」ボタンをクリック

〈パソコン〉 〈スマートフォン 〉

お申込期限 2023年4月28日17時
※お届け時期はP8の「お申込期限とお届け時期」をご覧ください。

株主様のご登録住所
以外にお届けの場合
は、「新しいお届け先
を追加する」ボタンを
クリック
※ 表示された入力フォーム
　にお届け先を入力
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申込専用はがき
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（P9～14）より、株主様の対象コースの優待品の中から、 
商品または寄付を1つお選びいただき、申込専用はがきに希望の 
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、2023年4月28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/継続保有年数の確認 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込は、お受けできません
● お電話、FAXによるお申込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、株主優待発送及び当社IR関連のご案内以外の目的には一切使用いたしません
● 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
● 商品配送は日本国内に限らせていただきます。また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

2023年
4月下旬頃 お届け

3月31日までの申込分
2023年

4月28日17時までの
申込分

（はがきは同日必着）

2023年

2023年
5月下旬頃 お届け

第1回

第2回（最終）

※お届け日時の指定はできません。
※2023年4月29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Bコースの記入例です。

8095-0000000000

カブヌシ タロウ

株主 太郎
000  -  0000

東京都○○区○○△ー△ー△

00 0000 0000

カブヌシ ハナコ

株主 花子 00 0000 0000

000  -  0000 東京

○○区○○□ー□ー□

B 4 1 1

2023
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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

※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。※各商品の詳細情報は株主優待サイトをご覧ください。

A コース
（1,000ポイント）

アプロス
アロエとオクラの練り石鹸

優待品番号

A401

アプロス
オールインワンシャンプー

優待品番号

A402

マルマンH&B
ピュレア
クリアエッセンスマスク

優待品番号

A405

●内容： アロエとオクラの練り石鹸　100g 
（専用泡立てネット付き）

讃岐・小豆島素麺紀行
優待品番号

A407
●内容：小豆島そうめん250g（50g×5束）、 

讃岐そうめん250g（50g×5束）
●加工地：香川県【小麦】
※商品情報等が変更になる 

場合がございます。

輪島ふぐカレー　中辛
優待品番号

A409
●内容：180g
●加工地：日本【小麦・乳・エビ】
※商品情報等が変更になる場合

がございます。

●内容：オールインワンシャンプー　300mL

HAフィルパッチB・
ファーストピーリング

優待品番号

A403
●内容：HAフィルパッチB（1包）・ファーストピー

リング（1包）
●製造販売元：株式会社 資生堂

マルマンH&B
リラックスパイポ

優待品番号

A404
●内容：リラックスパイポ　3本入り×10個
●発売元：マルマンH&B株式会社

●内容：ピュレア クリアエッセンスマスク7枚入り
（120mL）×5袋

●発売元：マルマンH&B株式会社

日本赤十字社への寄付
（1,000円）

優待品番号

A410

寄付

ミル・ガトー
スイーツアソート

優待品番号

A408
●内容：ミルククランチバー・ナッツとチョコのざっくり

クッキー各2、ラングドシャ（プレーン・ショコラ各2）
●賞味期間：常温で55日
●加工地：日本【小麦・卵・乳】
※商品情報等が変更になる場合がございます。

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

珠洲さくら福姫【非売品】
純米大吟醸　300mL×2本

優待品番号

A406
●内容：純米大吟醸　300mL×2本
●産地：石川県（米/国内産）
●原材料：米（国産）、米こうじ（国産米）
●製造者：櫻田酒造株式会社
※20歳以上の方のみお申し込みください。
※商品情報等が変更になる場合がございます。
※数に限りがございますので、在庫切れとなった場合は

第2希望の商品をお送りいたします。

純米大吟醸
アルコール度数：16度
飲み口：甘○●○○○辛
飲み頃温度：冷酒～ぬる燗

社長が出資して造った日本酒です 数量
限定
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・1,000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

自社商品 5,000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。※各商品の詳細情報は株主優待サイトをご覧ください。

その他商品 2,000円相当

B コース
（2,000ポイント）

アプロス
洗顔バーム・
UVジェル（日焼け止め）

優待品番号

B411

アプロス
日本橋ビーフカレー

優待品番号

B412

博多長浜屋台
ラーメン7食

優待品番号

B417

大江山
純米酒と純米大吟醸ミニ 300mL×2本

優待品番号

B420

●内容：洗顔バーム90g、UVジェル40g

●内容：日本橋ビーフカレー（4食入り）×3セット

●内容：とんこつ（半生麺100g、スープ付）×7
●賞味期間：常温で55日
●加工地：日本【小麦・卵】
※商品情報等が変更になる場合がございます。

小豆パイ・ヴァッフェル
和菓子詰合せ

優待品番号

B418
●内容：小豆パイ・バニラヴァッフェル各2、豆菓子（抹茶

ミルク豆15g・きなこ豆15g・竹炭豆15g各2）
●賞味期間：常温で28日
●加工地：日本【小麦・卵・乳・落花生】
※商品情報等が変更になる場合がございます。

ファーストピーリング
優待品番号

B413
●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

マルコパスタ
パスタソース3種セット

優待品番号

B419
●内容：ナポリタンソース140g・ 

なすのミートソース140g各2、 
きのこクリームソース140g×1

●加工地：日本【小麦・卵・乳】
※商品情報等が変更になる場合がございます。

●内容：復刻版純米酒300mL、 
純米大吟醸　百万石乃白300mL

●産地：石川県（米/国内産）
●原材料：米、米こうじ
●製造者：松波酒造株式会社
※20歳以上の方のみお申し込みください。
※商品情報等が変更になる場合がございます。

マルマンH&B
マカ 10000 PREMIUM

優待品番号

B415
● 内 容：マカ 10000 PREMIUM　

160粒入り（約20日分）×2袋
●販売者：マルマンH&B株式会社

Torriden（トリデン）
ダイブイン トナー・セラム

優待品番号

B416
●内容：トリデン ダイブイン トナー300mL・

トリデン ダイブイン セラム50mL
●発売元：マルマンH&B株式会社

日本赤十字社への寄付
（2,000円）

優待品番号

B421

寄付

HAフィルパッチB
優待品番号

B414
●内容：HAフィルパッチB2枚×3包入（3回分）
●製造販売元：株式会社 資生堂

復刻版純米酒
アルコール度数：15度
飲み口：甘○○○●○辛
飲み頃温度：冷酒～ぬる燗

純米大吟醸　百万石乃白
アルコール度数：16度
飲み口：甘○●○○○辛
飲み頃温度：冷酒

※写真はイメージです※写真はイメージです
※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです
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1,000株以上、3年以上保有の株主様

自社商品 10,000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。※各商品の詳細情報は株主優待サイトをご覧ください。

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

その他商品 3,000円相当

●内容：リンクルホワイト化粧水【医薬部
外品】170mL・リンクルホワイトクリーム

【医薬部外品】35g

●内容：シルキーカバーオイル
ブロック（ 化 粧 下 地）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+++

●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

●内容：プラセンタ20000プレミアム 160粒入り（約40日分）×3袋
●販売者：マルマンH&B株式会社

日本赤十字社への寄付
（3,000円）

優待品番号

C431

石川県能登産 
能登ひかり

優待品番号

C427
●内容：3kg×1　●原産地：石川県
※商品情報等が変更になる場合がございます。
※天候不順等により、やむを得ず産地の変更やご

注文の受付中止、商品の変更をさせていただく
場合がございます。

寄付

宮崎牛 すき焼用
優待品番号

C428
●内容：モモ240g
●賞味期間：冷凍で55日
●原産地：宮崎県
●配送形態：冷凍

金澤兼六製菓
金澤小町

優待品番号

C429
●内容：おかき（海老マヨ・カレー・枝豆・旨塩・

梅・ごぼう）合計300g（個包装含む）
●賞味期間：常温で35日
●加工地：日本（米/国内産） 
【小麦・卵・乳・エビ・カニ】

※商品情報等が変更になる 
場合がございます。

大江山　ミニボトル呑み比べ
300mL×3本

優待品番号

C430
●内容：大吟醸300mL、つづらの波純米酒300mL、 

純米大吟醸　百万石乃白300mL
●産地：石川県（米/国内産）　●原材料：米、米こうじ
●製造者：松波酒造株式会社
※20歳以上の方のみお申し込みください。 ※商品情報等が変更になる場合がございます。

アプロス
リンクルホワイト化粧水・
リンクルホワイトクリーム

優待品番号

C422

優待品番号

C423

コンディショナーW・エフェクターW

マルマンH&B
プラセンタ20000
プレミアム

優待品番号

優待品番号

C424

C425

●内容：トリデン ダイブイン トナー300mL・トリデン ダイブイン 
セラム50mL・トリデン ダイブイン クリーム80mL・トリデン 
ダイブイン マスク10枚入（1枚27mL）

●発売元：マルマンH&B株式会社

Torriden（トリデン）
ダイブイン トナー・
セラム・クリーム・マスク

優待品番号

C426

C コース
（3,000ポイント）

大吟醸
アルコール度数：17度
飲み口：甘〇〇〇●〇辛
飲み頃温度：冷酒～常温

つづらの波純米酒
アルコール度数：14度以上15度未満
飲み口：甘〇●〇〇〇辛
飲み頃温度：冷酒～常温

純米大吟醸　百万石乃白
アルコール度数：16度
飲み口：甘○●○○○辛
飲み頃温度：冷酒

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです

※写真はイメージです※写真はイメージです
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申込期限    2023年4月28日 必着

株主優待専用ダイヤル   0120-427-419 受付時間   10時～17時（ただし、土日祝を除く、2023年6月30日まで）


