株 主 優 待 に 関 する お 問 い 合 わ せ

TEL.０８６-２７０-７０６５

受付時間／月～金１０：００～１７：００
（祝日・年末年始を除く）

株主優待申込書が
入っていない・・・？

2021年3月期 vol.50

株主優待品カタログ
平素はご支援をいただき誠にありがとうございます。
株主様への感謝をこめて、株主優待品カタログをお送りします。

優待品カタログ

申込書は配当金書類（配当金計算書など）
に
続けて封入しています。
配当金書類に密着している
場合がありますので、
ご確認ください。

無機抗菌剤・印刷
印刷面
JP0122504A0001Q
抗菌加工製品に求められる品質や安全性
に関するルールを整備し、
かつそのルール
に適合した製品の安心のシンボルSIAA
マーク表示を認めています。

配当金
書類
2枚
★株主優待申込書
（黄色）
はこちら

お申し込み期 限

2 021年 8 月31日

必着

優待品番号

1969年、高校講座からスタートした進研ゼミは、
2019年に50周年を迎えました。

ベネッセホールディングスの株主優待
では、株主の皆様に事業活動をより一

進研ゼミは、㈱ベネッセコーポレーションが小・中・高校生向けに提供し
ている家庭向け通信教育講座です。学習のつまずきが生じるポイントを
研究し、部活動や習い事などとの両立で忙しい子どもたちに向けて
「わ
かりやすい教材」
「赤ペン先生による丁寧なアドバイス」
「学習習慣作り」
を強みとして、お客様の声を反映させながら多様なニーズに応える
サービスを提供し続けてきました。

1

国語算数発展ワーク
３年生 夏・秋号

教科書の内容を超えるレベルの問題や、高学年
以降にも役立つ力を身につける発展ワークです。

対象年齢
小学3年生

層ご理 解いただきたく、株主優待品と

して当社グループのさまざまな商品・

優待品番号

国語算数発展ワーク
2 1
4 年生 夏・秋号

応用問題中心の手ごたえのあるワーク。高学年以降
に差がつく
「知識を使いこなす力」も身につきます。

限定
300 セット

対象年齢
小学4年生

限定
300 セット

サービスをご紹介します。本カタログよ
り、お好みの商品・サービスを１品お選
びください。お申し込みには同封の株
主優待申込書をご利用ください。

ご案内
▲

優待品の申し込み方法について

2１～22ページをご覧ください。
数量限定の優待品をご希望の場合の注意事
項も記載していますので、
ご確認ください。
▲

優待品のお届け等について

天候や新型コロナウイルスの感染拡大の影
響等により、優待品のお届けにお時間を頂
戴する場合や、
アート施設の開館スケジュー
ル等に変更が生じる可能性があります。本カ
タログの内容から大きな変更が生じた場合
は、
当社ウェブサイトの株主優待のページ等
にてご案内します。施設等の開館予定につき
ましては、
ご利用の際に株主様にてご確認を
お願いします。
ベネッセ 株主優待

進研ゼミ小学講座

現在、小学講座・中学講座では、
タブレット学習を中心とした講座と、紙
の教材での学習を中心とした講座を、
お子さまの学習スタイルに応じて
選択でき、高校講座ではスマートフォンを使った学習を取り入れていま
す。
また、英語4技能（読む・書く・聞く・話す）を学年に関わりなく学習でき
る教材やプログラミング教材といった学習内容の充実に加え、
オンライ
ン授業や、AIによって最適な問題
が出題されるサービスなど、デジ
タル技術を活用した学習効果の高
い教材を開発し、多くのお客様の
支持をいただいています。
今後はさらに映像・オンライン・教
進研ゼミ高校講座「AI StLike
（エーアイ ストライク）」アプリ
室事業の指導を組み合わせ、お子
膨 大 な 学 習 デ ー タ を A I が 解 析 、約
さま一人ひとりに合わせた学習支
2,000億通りの中から出題し、最も実
力が伸びる学習ルートを導きます。
援の深化をめざします。
※サービス内容は講座によって異なります。
詳細はウェブサイト等でご確認ください。

1

© 吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

進 研ゼミ

国語

オリジナル素材の物語文や説明文の読解問
題、自分の考えを表現する問題です。

国語

教科書の内容を超えた難易度の物語文や説
明文の読解、中学入試レベルの問題も含ん
でいます。

算数

計算の応用問題から、思考力を問う文章題
にも役立つ問題を出題しています。

算数

論理的思考力や問題解決力を問う文章題、規
則性を読み解く問題、単元の応用問題です。

●内容／国語算数発展ワーク ３年生 夏号１、秋号１
●サイズ／A4判
●ページ数／各64ページ
※国語・算数合わせて１冊。国語・算数それぞれ１回１５分×14回分の問
題と、確認テスト1回を掲載。

●内容／国語算数発展ワーク 4年生 夏号１、秋号１
●サイズ／B5判
●ページ数／各64ページ
※国語・算数合わせて１冊。国語・算数それぞれ１回１５分×14回分の問
題と、確認テスト1回を掲載。

国 語 算 数 発 展ワーク

2

合格への過去問
セレクト５ 英語
ファイブ

入試対策を一気にリードできる過去問題集。英
語は、差がつきやすい英作文と、
よく出る長文
読解を扱う2冊をセットでお届けします。

対象年齢
中学3年生

合格への過去問
4 1
セレクト5 数学
ファイブ

優待品番号

5

「よく出る」
「差がつく」過去問題に取り組める問題
集。数学は対策が難しい「関数 空間図形 図形の
証明」と「数と式の文章題 確率」の2冊セットです。

限定
300 セット

中学英語のカリスマ教師と一緒に作る英和辞典がオールカラーで英語の世界を案内。
語数も類書中最大級（※１）で、
英語の力の土台、
単語力を伸ばす工夫がいっぱいの辞典です。
５年連続売上部数No.1！（※２）の
辞典シリーズの新刊
●内容／Challenge 中学英和辞典 カラー版
●仕様／B6判変型、オールカラー
●収録語数／18,400語
●ページ数／864ページ
●編者／青山学院大学名誉教授 橋本光郎、
上智大学文学部・愛知淑徳大学交流文化学部
非常勤講師 北原延晃

限定
300 セット

対象年齢
中学3年生

1

Challenge 中学英和辞典 カラー版

※１ 2021年３月現在
※２ 2016年から2020年までの大手書店チェーンの
中学生向け英語辞典実売部数より。
「Challenge 中学
英語辞典」シリーズの合計。調査書店：紀伊國屋書店、く
まざわ書店、未来屋書店３社の全店舗。

全ページにA→Z
を表示

英語①：英作文
解 答に時 間がかかる英 作 文 。すぐ解 答 法が 思いつく
よう、頻出問題に取り組めます。

数学①：関数

●内容／合格への過去問セレクト5 英語①、英語②
●サイズ／B5判
●ページ数／各５９ページ

数学②：数と式の文章題

●内容／合格への過去問セレクト5 数学①、数学②
●サイズ／B5判
●ページ数／各５５ページ

合 格への過 去 問セレクト５

中学校の英語を勉強するコツがわかる
スペシャルムービーが視聴できます
●北原先生が教える！中学校英語の勉強のコツ！
本書編者の北原延晃先生が、英語学習のコツと
英語力アップに役立つ英和辞典の使い方をわか
りやすく解説しています。
視聴はこちらから

●田尻先生直伝！英文の作り方を押さえよう！
同シリーズ和英辞典監修の田尻悟郎先生が、
英作文のポイントをわかりやすく解説してい
ます。
視聴はこちらから

見 出し語 の 真
下に意 味 が あ
る から すぐ わ
かる

コミュニケーションに役立つ

充実の付録ページ

重要な語の学習
ポイントがわかる
「ポイントコラム」
重 要 語 全 体を
色表示。
語の意味の広
さ・深 さ が 視
覚的にわかる！

確率

問題文が複雑な「文章題」
「確率」は、問題の意図を読
み取る練習で克服できます。

※「合格への過去問セレクト５」は中学３年生専用の、進研ゼミ中学講座の有料オプション教材です。
英語・数学を含めて５教科各１０冊をご用意しています。進研ゼミ会員でない方も購入いただけます
が、中学２年生以下のかたは進級後に最新版をお求めください。
※本優待品は「５教科１０冊同時購入割引」の対象にはなりません。
（ 対象となるには別途１０冊の購入が
必要です。）

3

図形の証明

ニガテな人が多いテーマを集めた1冊。得意に変えら
れるよう本質理解と応用力を養います。

英語②：長文読解
配点が高い長文読解。多くの英文を読んで慣れ、読む
スピード・解答の正確さを鍛えます。

空間図形

公立中学校で長く指導にあたった先生2人が語る

▼

3

優待品番号

▼

優待品番号

使い分け
プラスワン
ミニ情報
など 楽しく役 立 つ
コラムに加えて、
辞書で語い力アップ
コラムを新設

イラストで見る
身近な

単語図鑑

使える！話せる！

英語で話そう

※この見本ページは合成したものです。

4

優待品番号

6

なあにかな？

絵本セット

1

対象年齢
0～2歳

赤ちゃんが認識しやすい、写真を使ったしかけ絵本2冊のセットです。
赤ちゃんが大好きな、“あてっこあそび”のくりかえし♪ 「なあにかな？」で想像する力が
つき、
おうちのかたの語りかけで、親子遊びがもっと楽しくなる絵本です。

優待品番号

7

1

健康の教科書

人生100年時代を健康に生きるための「健康の教科書」。
国内大手ヘルスケア企業を含む60以上の企業や大学、研究機関が集まり、
イノベーションと
（※）
社会実装に取り組む弘前大学COI での研究から生まれた知見が詰まった一冊です。
（※）COI：文部科学省主催の産官学連携プロジェクトのこと

大規模合同健康調査から見えてきた
健康生活のヒントがわかる！

犬や猫、象など
なじみのあるどうぶつで
楽しく遊べます

りんごやバナナ、
おにぎりなどが
登場！

●内容／健康の教科書１
●サイズ／B5判
●ページ数／８８ページ
●監修／弘前大学COI拠点長・弘前大学学長特別補佐・
同大学院医学研究科特任教授 中路重之
●内容／なあにかな？どうぶつ１、なあにかな？たべもの１
●サイズ／約縦14．9×横14．9×高さ0.8ｃｍ
●ページ数／各24ページ

5

たまひよ

本のお届け

特長 １

書き込み式で、あなたの健康力や知識がチェックできる

特長 2

クイズやワークなどで、健康の基礎知識が学べる

特長 3

弘前大学COI「大規模合同健康調査」から
見えてきた生活習慣病予防のポイントがわかる

「健康の教科書」基礎知識編より

（左）問いかけ式の展開で、チェックリストで振り返りができる
（右）マンガでぱっと見てわかる工夫も

ベネッセ

健 康の教 科 書

6

優待品番号

8

フクフル

1

お花畑のカップケーキ

さわやかな酸味のあるオレンジ味の生地に、
マンゴーやクランベリーなどのドライフルーツを
ちりばめた、彩りもかわいいカップケーキです。

出産内祝いは、
お子さまの誕生を一緒に喜び、
お祝いしてくださったかたへ
の特別な贈り物。単なるお返しではなく、
お相手に喜んでいただける出産内
祝いを贈りたい。
「たまひよの内祝」では特別な品に心からの“ありがとう”と
“はじめまして”を添えて、大切なかたへお届けします。
お子さまのお披露目を特別なものにしたいと考えるかたへ、お名前や写真
入りのギフト、有名ブランドとのコラボレーションギフト、季節限定のギフトな
ど、
ここでしか手に入らない品で、世界で１つの贈り物を提案しています。

優待品番号８～１４のお届けについて
●株主優待品は申込書の受付より、３～４週間で発送します。

ただし、８月２日～８月９日に申込書を受け付けた場合は、発送までにさらに数日お時間を頂戴します。
郵便事情により申込書の到着が遅れる場合もありますので、お申し込みの時期にご注意ください。
お申し込み方法については、２１～２２ページも合わせてご確認ください。

●優待品は「のし」
「名入れ」なしで、簡易包装にてお届けします。
お願い

7

お届けまでの期間に住所を変更される場合（申込書の「差出人」欄に印字のご住所以外で受け取る場合）
は、必ず申込書の「送付先変更希望」の欄にお届け先住所をご記入ください。
「置き配」
「宅配ロッカー」等
のご利用が増える中、変更前のご住所へ配達される事例が発生しています。優待品を速やかにお受け取り
いただくため、どうぞご協力をお願いします。

アレルゲン：

乳

卵

オレンジ

大豆

小麦

●内容／ カップケーキ6（マンゴー2、グリー
ンレーズン2、
クランベリー1、
パイン１）
●賞味期限／約20日お召しあがりいただける
状態で出荷します。
●生産国／日本

フ

ク

フ

ル

「たまひよの内祝」オリジナルブランド。
心から祝ってくれた大切なかたに、たく
さん の「 福 」が 降り注 ぎますように。
「fukfull（フクフル）」はママと赤ちゃん
ル
ク
フ
フ
の 想 いを込 めて、
特 別 キュートなス
イーツをお届けします。

8

優待品番号

9

たかはた果樹園
山形産フルーツのゼリー詰め合わせ

山形産のフルーツを厳選して、
白桃、
ラフランス、
りんごをぷる
ぷるのゼリーに閉じこめました。
アレルゲン： りんご

もも

●内容／ゼリー（７５ｇ）
６
（白桃・ラフランス・
りんご各２）
●賞味期限／約45日お召しあがりいただけ
る状態で出荷します。
●生産国／日本

優待品番号

11

文明堂の人気カステラ２切れを「Thank You」のメッセージが
入った紅白のかわいいパッケージで
お届けします。
アレルゲン：

10

カルビー
お日様と潮風のポテト

メープルの甘い香りにバターの優しい塩味が合わさった「お日
様ポテト」
とオリーブオイルのさわやかな香りの「潮風ポテト」の
セットです。
アレルゲン：

乳

大豆

●内容／メープルバターのお日様ポテト
（16g）4袋、
オリーブソルトの潮風ポテト
（16g）4袋
●賞味期限／約40日お召しあがりいただける状態で
出荷します。
●生産国／日本

自然の恵みを大切に活かし、おいしさと楽しさを創造して、
人々の健やかなくらしに貢献します。

9

卵

小麦

●内容／カステラ
（2切入）4
●賞味期限／約20日お召しあがりいただける状態で出荷
します。
●生産国／日本
※はちみつを使用していますので、1歳未満の乳児には食
べさせないでください。

自然豊かな山形県高畠町にある「たかはた果樹園」
では、旬 の 素 材を厳 選してジャムやゼリー 、コン
ポートなどのフルーツデザートを作っています。

優待品番号

文明堂
お福分けカステラ

1900年創業。初代、中川安五郎が長崎にて菓子製造販売を開始。
東京大正博覧会（1914年）でカステラの出張製造販売を行いました。
宮内庁御用達の実績もある老舗菓子店です。

優待品番号

12

伊藤茶園
宇治深蒸し煎茶 ティーバッグ

手軽にお楽しみいただけるよう日本茶の鑑定
士が厳選した茶葉を三角ティーバッグにしま
した。製造の段階で蒸し時間を長く設けること
で渋みが抑えられたお茶です。
● 内 容 ／ 宇 治 深 蒸し煎 茶 ティー バッグ
（3g）8
●賞味期限／約180日お召しあがりいた
だける状態で出荷します。
●生産国／日本
1958年創業。京都府宇治田原の自家茶農園と契約農園で栽培した
茶葉を使っています。茶葉の生産と蒸しに徹底的にこだわり、茶審査
技術有段位者がブレンドした茶葉だけをお届けしています。

10

優待品番号

13

フォレシピ
もぐもぐお野菜スープセット

素材の旨みをいかした野菜たっぷりの3種のスープセット。
温めて手軽に味わえる、具だくさん
でボリューム満点のスープです。
アレルゲン：

乳

小麦

鶏肉

優待品番号

15

カタログギフト「プルミエ サージュ」
「たまひよの内祝」で多くのお客様にご利用いただいているギフトです。
掲載点数約1,075点の総合カタログギフトからお好きな商品１点をお選びください。

大豆

●内容／かぼちゃチャウダー（160g）2、コーンチャウ
ダー（160g）2、
トマトチャウダー（160g）1
●賞味期限／約120日お召しあがりいただける状態で
出荷します。
●生産国／日本

昔から森に伝わる秘密の料理の作り方「フォレシピ」。
食べた皆が幸せになれる、そんな料理をお届けします。

優待品番号
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たなつもの
テーブルオイルセット

体にいいものを届けたい。
「たなつもの」のオイルは、
厳選した
原材料で香りや風味を最大限に楽しめます。
アレルゲン： 落花生

〈カタログ掲載商品の一 例〉

カタログギフト
「プルミエ サージュ」お申し込み方法

1

ごま

●内容／テーブルオイル（30g）5（国産え
ごま油（焙煎）
・国産なたね油・浅煎りごま
油・深煎りごま油・国産ピーナッツ油各１）
●賞味期限／約120日お召しあがりいただ
ける状態で出荷します。
●生産国／日本

有機・特別栽培や、厳選した雑穀、オイル、米などを加工製造。
スプーン１杯から始められる栄養価の高い食生活を提案しています。

11

2
3
●内容／カタログギフト「プルミエ サージュ」
●２４２ページ（約1,075点掲載）
※掲載の商品・サービスは変更・終了する場合があります。
※日本郵便の「ゆうパケット」にて発送します。お届けは郵便受けへの配達をもって
完了とし、受領印はいただきません。

「株主優待申込書」
に必要事項を記入し、投函してください。
※この優待品は「優待品番号 15」
です。
後日、
カタログギフト
「プルミエ サージュ」
と
申し込みはがきが届きます。
届いたカタログからお好きな商品1点を選び、
申し込みはがきに必要事項を記入して投函してください。
（インターネットでもお申し込みいただけます。）
ウェブサイトから、
「プルミエ サージュ」
を
デジタルカタログで全ページご覧いただけます。
たまひよの内祝 プルミエ サージュ

12

ベ ネ ッ セ ア ー ト サ イト 直 島
「ベネッセアートサイト直島」
てしま

は 、直 島 、豊島 、犬島を舞台
に、株式会社ベネッセホール
ディングスと公益財団法人 福

優待品番号

16

地中美術館
鑑賞チケット引換券（1名様分）
地中美術館の鑑賞チケット引き換え券（1名様分）です。

地中美術館

優待品番号

17

モネのレシピのマドレーヌ

クロード・モネの残した当時のレシピに忠実に、
卵・バター・砂糖・小麦粉だけで作られた素朴
で自然なおいしさのマドレーヌです。
地中美術館所蔵のモネの絵画「睡蓮の池」をデザイン
した箱に入れてお届けします。
限定
1,000 セット

武財団が展開しているアート
活動の総称です。
各島の自然や、地域固有の文

この優待品は数量限定につき、締切
日までに到着した申込書を対象に
抽選を行い、以下のスケジュールで
優待品を発送します。

化のなかに、現代アートや建
築を置くことによって、どこに
もない特別な場所を生み出す
ことが「ベネッセアートサイト

なお、お申し込み数の合計が1,000
件を超えた場合は、以降の締切日に
は抽選を行わず、第2希望の優待品
をお届けします。
郵便事情により申込書の到着に日
数を要する場合がありますので、お
早めにお申し込みください。

直島」の基本方針です。
各島でのアート作品や瀬戸内
の風 景との出 合 い 、地 域 の
人々との触れ合いを通して、訪
れてくださるかたがベネッセ
グループの企業 理念である
「ベネッセ=よく生きる」とは
何かについて考えてくださるこ
とを願っています。

草間彌生＂南瓜＂

13

写真：安斎重男

地中美術館 写真：大沢誠一

●内容／地中美術館 鑑賞チケット引換券（1名様分）
●引換有効期限／２０22年8月31日まで。ただし、
2021年8月7日～8月16日、2022年4月29日～5月
5日、8月11日～8月16日はご利用いただけません。
※ご利用の際は、地中美術館チケットセンターにて
鑑賞チケットにお引き替えください。
※通常、地中美術館の入館には事前予約が必要で
すが、本券の利用にあたっては予約は不要です。
ただし、
「鑑賞チケット引換券」をお持ちでないお
連れ様（15歳未満のお子さま含む）がいらっしゃ
る場合は、事前にウェブサイトからお連れ様のチ
ケットの予約を行ってください。
※混雑状況によっては、入館をお待ちいただく場合
がございます。
アクセス等につきましては、ベ
※地中美術館の詳細、
ネッセアートサイト直島公式ウェブサイトをご確
認ください。

地中美 術 館
地中美術館は
「自然と人間との関係を考える
場所」
として、2004年に設立されました。瀬
戸内の美しい景観を損なわないよう建物の
大半が地下に埋設され、館内には、クロード・
モネ、ジェームズ・タレル、ウォルター・デ・マリ
アの作品が安藤忠雄設計の建物に恒久設置
されています。地下でありながら自然光が降
り注ぎ、一日を通して、
また四季を通して作品
や空間の表情が刻々と変わります。

ベネッセアートサイト直島

締切日

発送予定

①7月16日

7月27日～8月6日頃

②8月 1 日

8月16日頃

③8月15日

8月27日頃

④8月31日

9月15日頃

・抽選結果のご連絡は優待品の発送
をもって代えさえていただきます。

アレルゲン：

乳

卵

小麦

●内容／マドレーヌ10
●賞味期限／約2週間お召しあがりいただける状態で発送します。
●生産国／日本
※開封後は賞味期限に関わらず、お早目にお召しあがりください。

・ご希望に添えない場合は第2希望
の優待品を、第2希望のご記入がな
い場合や、第2希望に数量限定優待
品（優待品番号１・２・３・４・17・
18・19）をご記入の場合は「優待品
番号15 カタログギフト プルミエ
サージュ」をお届けします。
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ベ ネ ッ セ ア ー ト サ イト 直 島
優待品番号

18

犬島精錬所美術館
ビッグトートバッグ＆
クリアファイル 1,200
限定
セット

建築家・三分一博志が犬島精錬所美術館を構
想する際に描いたスケッチをプリントしたトート
バッグ。B4サイズの物がすっぽり入る大きさな
ので、
お買い物やお出かけにも活躍します。A4
サイズのクリアファイルとセットでお届けします。

優待品番号

19

ベネッセハウス
瀬戸内レモンジャム＆
いちごジャム 1,500
限定
セット

香川県産の新鮮なレモンといちごを使用した
ジャムのセット。
レモンピールをたっぷり使用した
甘さ控えめのレモンジャムと、バニラビーンズと
香川県産赤ワインを使用した、
コクと香り豊かな
いちごジャムです。

優待品番号

20

ベネッセハウス
オリーブオイル＆
コーヒー

ベネッセハウスのテラスレストランで使用して
いる、人気のオリジナルブレンドの有機オリー
ブオイルと、客室で提供している京都・小川珈
琲謹製のドリップコーヒーのセットです。

優待品番号

21

ベネッセハウス
バスタオル

ベネッセハウスのホテル客室で使用されてい
る、
ゲストに好評のホテルロゴ入りのバスタオル
です。
極細のコーマ糸を使用し、
肌触り良くふっく
らと織り上げています。
●内容／バスタオル１
●サイズ／約縦７０×横１４５cm
●素材／綿１００％
●生産国／日本

「Benesse House」
のロゴ入り

バッグの表と裏で色を反転させた
デザイン。
犬島精錬所美術館の、環境に配
慮した水浄化システム
「バイオ・ジ
オ・フィルター」
を三分一博志がデ
ザインしたクリアファイルです。

●内容／三分一博志デザイントート
バッグ１、三分一博志デザインクリア
ファイル１
●サイズ／トートバッグ：約縦38×横
42×マチ13ｃｍ、持ち手約幅2.5×
長さ56㎝、
クリアファイル：A4
●素材／ポリエステル
●生産国／中国(プリント加工は日本)
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犬島精錬所美術館 写真：阿野太一

●内容／レモンジャム
（１０５ｇ）
１、
いちごジャム
（１０0ｇ）
１
●賞味期限／レモンジャム・いちごジャム：6か月以上お召しあがりいただ
ける状態で出荷します。開封後はお早目にお召しあがりください。
●原産国／レモンジャム：日本・中国、いちごジャム：日本・マダガスカル
●生産国／日本
※本製品は、卵・乳・小麦・落花生・オレンジ・牛肉・ごま・大豆・鶏肉・豚肉・り
んご・ゼラチンを含む製品と同じ設備で製造しています。
※瀬戸内レモンジャムには、はちみつを使用していますので、
１歳未満の乳
児には食べさせないでください。
※いちごジャムの赤ワイン使用量は０．
１％未満です。

環境と動植物保護に配慮した「バードフレンド
リー®認証コーヒー」
です。伝統的な木陰栽培で、
豊かな森を育てるための厳しい基準を満たした
香り高いコーヒーをぜひご賞味ください。
●内容／オリーブオイル（食用 １８２ｇ）
１、
ドリップコーヒー（１杯分１０ｇ）
３
●賞味期限／オリーブオイル、
コーヒー：常温保存で5か月以上お召しあが
りいただける状態で出荷します。
●原産国／オリーブオイル：スペイン・イタリア・ギリシャ、
コーヒー（生豆生
産国）
：エチオピア・グアテマラ
●生産国／日本

ベネッセハウス
ミュージアム 客室
写真：鈴木心
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ベ ネ ッ セ ア ー ト サ イト 直 島
優待品番号

22

優待品番号
優待品番号

23

ベネッセハウス宿泊優待券

公益財団法人ベネッセこども基金への寄付
優待品に代え、株主様のご厚志として、2，
000円を「ベネッセこども基金」へ寄付します。
子どもたちが、
自らの可能性を広げられる
社会を目指して

四季折々の美しい瀬戸内海に臨むベネッセハウスの宿泊優待券（1泊1室分）です。
特別キャンペーンとして、12月から2月は50％割引でご利用いただけます。
ベネッセこども基金は、
「 未来ある子どもたち

ベネッセハウス

が安心して自らの可能性を広げられる社会」

ベネッセハウスは
「自然・建築・アートの共生」
をコンセプ
トに、美術館とホテルが一体となった施設として、安藤
忠雄の設計により1992年に開館しました。施設内では
所蔵作品をはじめ、アーティストがその場所のために制
作したサイトスペシフィック・ワークをご覧いただけます。

よりよい
社会づくりに
つながる学び

の実現を目指し、子どもたちを取り巻く社会
的な課題の解決や多様な学びの機会の提供

に取り組んでいます。
ウェブサイトにて、

財団の活動内容や助成情報等を
公開しています。

経済的困難
を抱える
子どもの学び

学びの
機会支援

病気・障がい
を抱える
子どもの学び

子どもの
安心・安全を
守る活動

ベネッセこども基 金

＜活動の一例＞
TOPIC

1

ベネッセハウス オーバル 客室例（405号室）
デイヴィッド・トレムレットがこの客室のために制作した作品「ウォールドローイング・アット・
ベネッセハウス #405」
を鑑賞いただけます。
●内容／宿泊優待券1枚
●使用期限／2022年８月31日まで
●優待内容／1泊1室分の客室料金より、12～2月は50％割引、3～11月は30％割引。
ただし、12月30日～1月2日は宿泊優待券をご利用いただけません。
※ご宿泊のかたはベネッセハウス ミュージアムを無料で鑑賞いただけます。
※各種割引や宿泊プラン、他社サイトからのご予約との併用はできません。
●予約／ベネッセハウス公式ウェブサイトまたは電話にて、宿泊予定日の180日前
（ウェブサイトでは午前0時）
から受付開始

住所／〒761-3110 香川県香川郡直島町琴弾地
電話／087-892-3223（受付時間9：00～18：00）
ベネッセハウス 滞 在

17

“子どもが自らを守る力”を
育てる安 心・安 全プログラム開 発

子 ど も の 安 全 意 識 や 地 域 の 見 守 る 力を高 めるた め に 、教 育 プ ロ グ
ラムを開 発・提 供して います 。
ミュージアムレストラン 日本料理 一扇 メニュー例

●２名様１泊１室料金の例（消費税１０％、サービス料１０％込み）

宿泊棟

正規料金

オーバル
ミュージアム
ビーチ
パーク

60,500円～
38,720円～
84,700円～
32,670円～

割引後料金
３月～１１月
１２月～２月
（３０％割引）

42,350円～
27,104円～
59,290円～
22,869円～

TOPIC

2

困 難な状 況にある子どもの
学び支 援を行う団 体への助 成

3つの助成プログラムによる団体への支援を通して、困難な状況にある
子どもたちの学びの機会づくりや環境整備などの活動が全国へ展開し
ていくことを目指しています。
重い病気を抱える
子どもの
学び支援活動助成

経済的困難を抱える
子どもの
学び支援活動助成

被災した子どもの
学びや育ちの
支援活動助成

長期療養中の子ども
への学び 支援や、ス
ポーツ体験、
食育など
の事業へ助成を実施

多様化・複雑化してい
る課 題 解決に中長 期
で取り組む事業に、最
大３か年の助成を実施

2020 年度は熊本県
を中心に発生した豪
雨災害への助成を
実施

（５０％割引）

30,250円～
19,360円～
42,350円～
16,335円～

※料金は予告なく変更させていただく場合があります。

＜感染症予防対策について＞
ベネッセハウスでは、安心してご利用いただけるよう、感染症予防のた
め以下の対策を実施しています。
・消毒液を常備し、宿泊ゲストに手指の消毒をお願いしています。
・ホテルの従業員、
およびドライバーはマスクを着用します。
・ビュッフェ形式での食事の提供は行いません。

小学1～3年生向け
約28万部

小学4～6年生向け
約35万部

冊子と連動した講師用プログラムも提供
しています。ウェブサイトではお申し込み
ができるだけでなく、活動事例もご紹介
しています。

東日本大震災5年の節目に制作
された防災教育紙芝居は、全国
約 1万の 保育 園・幼 稚 園などで
活用されています。
※配布数は2021年1月末現在
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優待品番号

24

ベネッセカードポイント2,600円相当プレゼント
「こどもちゃれんじ」や「進研ゼミ」
「いぬのきもち」などの受講費をはじめ、
ベネッセ商品の割引に使えるポイントをベネッセカード（クレジットカード）に付与します。
ベネッセのサービスをご利用の株主様におすすめの優待です。
株主様以外のご家族様等のベネッセカードにポイントを贈ることもできます。
ベネッセカードは、
（ 株）ベネッセコーポレーションが（株）ジェーシービー・三菱UFJニコス（株）
・
（株）
イオン銀行と提携し
て発行している育児・教育・暮らしをサポートするクレジットカードです。

ポイントの利用が可能な商品・サービスの例

ベネッセカードポイント 2,600 円相当プレゼント
A：これからベネッセカードに入会して株主優待を受け取りたい場合

B：ベネッセカードをお持ちの場合
下記の株主優待申込書記入方法に
従って株主優待のお申し込みを
行ってください。

ポイントの受け取りまでに 3 つの手順が必要です。
カードの発行には３～4 週間かかりますので、
お早めにお申し込みください。

１
2

3

お申し込み方法

株主優待の申し込み

・下記の
「株主優待申込書 記入方法」
の①②③を記入してください。
・⑤にチェックを入れてください。
（ベネッセカードの入会申込書をお送りします。）

家族に株主が2人います。
それぞれこの優待品を申し
込んで、1枚のカードでポイ
ントをまとめて受け取るこ
とはできますか？

ベネッセカードの入会申し込み

入会申込書が届いたら必要事項を記入し、ベネッセカードの入会申し込み手続き
を行ってください。

ベネッセカード会員番号の連絡

可能です。
「株主優待申込書
記 入 方 法 」の ③ ④を
ご確認ください。

ベネッセカードが届いたら、株主優待係へベネッセカード会員番号をご連絡ください。
株主優待係 電話：086－270－7065
受付時間：月～金 10:00～17:00（祝日・年末年始を除く）

※株主優待によるポイントの付与は、指定の期日までにベネッセカード会員番号が確認できた場合に限ります。
後日ご案内する指定日までにカード会員番号のご連絡がない場合は、ポイントに代えて「優待品番号15 カタログギフト プルミエ サージュ」をお送りします。
※ポイントを受講費に利用する場合、講座のご継続時期によってポイント利用の手続きに期限があります。カード発行のお手続きには3～4週間かかりますので
新規入会のかたはカード発行の時期にご注意ください。手続きの期限についてはベネッセカード窓口へお問い合わせください。

株主優待申込書 記入方法
進研ゼミ小学講座
有料オプション教材「プログラミング講座」

こどもちゃれんじぷち

① 希望の優待品番号
進研ゼミ中学講座

③優待品の送付先変更希望

「24」
と記入

●株主様ご自身がポイントを受け取る場合
「希望なし」に○（欄内の記入は不要）
●株主様以外のかたにポイントを贈る場合
「希望あり」に○をつけ、ポイントを贈りたい
かたのお名前、
ご住所、電話番号を記入

② 株主様電話番号

ベネッセカードに関するお問い合わせ（ポイントの利用方法・ポイント数の確認・割引対象のサービスなど）
TEL

0120 - 921- 700

通話料無料

ベネッセ・イオンカード

受付時間：10：00～20：00
（日曜 ・ 祝日 ・ 年末年始を除く）
※この番号はベネッセカードのお問い合わせ専用番号です。
株主優待の内容についてはお答えできませんのでご了承ください。
※間違い電話が増えておりますので、電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
年会費：無料

ホームページ

ベ ネッセカ ード

https://benesse.co.jp/card/
19

※ここでご紹介しているサービスの内容・名称・価格は
2021年4月現在のものであり、
変更になる可能性があります。

イオンカード
各種特典も
使えます!

ベネッセJCBカード

年会費：無料

●2種類のカードをご用意

●カードの利用でたまるポイントでベネッセ商品が
割引に！100ポイント
（100円）
単位で利用可能、
有効期限は付与から2年間
●子育て・教育に関するお得な特典も多数

株主様の連絡先電話
番号を記入

⑤ これからベネッセカードに
入会されるかたは
チェックを記入

ベネッセカード会員番号
（10桁）はカードの左下に
記載されています。

④ベネッセカード会員番号・名義人欄
ポイントを受け取りたいカードの会員番号
（１０桁）、名義人名を記入
※ベネッセカードの入会手続き中で、まだ
お手元にカードが届いていない場合は
空欄で結構です。
カードが届きましたら、
上記の手順 3 に従って株主優待係へ
ご連絡ください。

株主優待の受付完了後、
２０日前後でご指定のベネッセカードにポイントを付与し、
ベネッセカード会員様に付与完了のお知らせをお送りします。

※株主優待申込書の記入内容がベネッセカード会員の登録情報と異なる場合は、ベネッセカード会員様へ直接ご連絡させていただく場合があります。
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お 申し 込 み に つ いて
●お申し込み期限

2021年8月31日 当社必着

●申込書記入方法
必須
※郵便事情により申込書の到着に日数を要する場合があります。
お早めにお申し込みください。
※期限までに申込書が到着しなかった場合には無効となります。

●発送時期

必須

①ご希望の優待品番号を記入

優待品番号1・2・3・4・17・18・19をお選びの
場合は、第２希望もご記入ください。
ただし、第２希望には優待品番号1・2・3・4・17・
18・19はお選びいただけません。

②株主様の
電話番号を
記入

以下の場合のみ記入

●「差出人」欄に印字のご住所以外で受け取る場合、
受取人様を変更したい場合
優待品の送付先ご住所・受取人様の情報をご記入ください。

申込書の受付より、3～4週間で発送します。

数量限定の優待品につき、以下の締切日まで
に到 着した申込書 を対 象として 抽 選 を行い
ます。お早めにお申し込みください。

※優待品番号8～14については7ページを、優待品番号17については14ページをご確認ください。
○ 株主名簿に記載されたご住所宛（申込書の「差出人」欄に印字）に発送します。
○ 住所を変更されたかた、転居予定のあるかた、受取人様の変更をご希望の場合は、
必ず「優待品の送付先変更希望」欄に優待品のお受け取りが可能な住所の記入をお願いします。

【締切日】

700-0807
岡山市北区南方 3 丁目 7-17

●お申し込み手順

ベネッセ

①本カタログから、お好みの優待品を 1 品お選びください。
優待品は、3 月期、9 月期の各期末時点で 100 株以上をご所有のかたに 1 品贈呈します。
優待品の内容は毎回変えております。本カタログからお選びください。

②同封の「株主優待申込書」に必要事項をご記入ください。
○ 申込書の記入方法は右ページをご参照ください。
○ ご投函後のお申し込み内容の変更、交換は承ることができません。記入内容の間違いや漏れにご注意ください。
○ 記入漏れ等によりお申し込み優待品番号の記入欄が空欄の場合には、
「優待品番号 15 カタログギフト プルミエ サージュ」をお届けします。

③申込書右側の「株主様お控え」を切り取り、
お申し込み期限内に到着するようご投函ください。
（ 切手は不要）
○ 適宜、同封の個人情報保護シールをご利用ください。
○「株主様お控え」は、優待品の到着まで保管をお願いします。

●ご留意いただきたいこと
○
○
○
○
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電話でのお申し込みは承れません。
配達日時の指定、海外への発送は承れません。
優待品は簡易包装でお届けします。
「たまひよの内祝」の商品は「のし」
「包装」
「名入れ」なしでお届けします。
優待品の送付先を変更される場合には、受取人様へご連絡させていただく場合がございます。ご了承ください。

優待品番号 1・2・3・4・ ・ ・
のお申し込みについて

太郎

① 7 月 16 日
③ 8 月 15 日

② 8 月1日
④ 8 月 31 日

（お申し込み数の合計が限定数を超えた場合
は、以降の締切日に抽選は行いません。）
・抽選結果のご連絡は優待品の発送をもって
代えさせていただきます。当 選 のかたには
締切日から約10日で優待品を発送します。
（優待品番号17は14ページを参照）

以下の場合のみ記入

●「優待品番号24 ベネッセカードポイント2,600円相当プレゼント」を
お申し込みの場合
☆詳しい記入方法は、20 ページをご覧ください。

・ご希望に添えない場合は第２希望の優待品
を、第２希望のご記入がない場合や、第２希望
に優待品番号1・2・3・4・17・18・19をご記入
の場合は「優待品番号15 カタログギフト プ
ルミエ サージュ」をお届けします。

○4 週間程度経過したが優待品が届かない

（優待品番号1・2・3・4・18・19は締切日から約10日で発送、優待品番号17は14ページを参照）

○長期間の不在等で優待品を受け取れなかった

2021 年 9 月 30 日まで下記のお問い合わせ先にて承ります。
期限を過ぎてのお問い合わせには対応いたしかねますので、
お早めに下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

○届いた優待品に不良がある

良品と交換いたします。速やかに下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

株主優待に関する
お問い合わせ

TEL. ０８６-２７０-７０６５
受付時間／月～金 10：00 ～ 17：00（祝日・年末年始を除く）
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