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株主優待品内容変更のお知らせ 
 

当社は、平成 11 年 9 月から平素のご支援に対する感謝のしるしとして、当社株式を 1,000 株  

（1 単元）以上ご所有の株主の皆様に、年 2 回（配当基準日：３月末日・９月末日）優待品を贈

呈させていただいております。 
このたび、従来の優待品 C コースの内容を下記のとおり変更し、平成 22 年 9 月末基準日から

実施しますのでお知らせ致します。 
 
記 

[変更点］  

C コース（製品変更） 

新 旧 

C コース 
（「コンドロマックス・アポスティーセット」１箱） 

［税込み 9,610 円相当］ 

C コース 
（「化粧品・ミニドリンク剤詰め合わせ」１箱） 
［税込み 8,320 円相当］ 

 
＊従来の A コース（「アルミ缶入りドリンク詰め合わせ」１箱）、Ｂコース（「コンドロビー濃縮

液潤甦（じゅんこう）」2 本セット）、D コース（コンドロイチン配合夜間集中美容液（化粧品）

「ＺＺ：ＣＣ（ジージー･シーシー）アドソーブエッセンス」１本）およびＥコース（「ＩＯＮ

Ａベーシックスキンケア３点セット」１箱）は変更ありません。 

 
＊株主優待申し込み方法は変更ありません。 
Ａコース・Ｂコース・Ｃコース（今回製品を変更したコース）・Ｄコース・Ｅコースの 
いずれかご希望のコースを１つ選択 

 

 

株主優待および製品に関するお問合せ先：ゼリア新薬お客様相談室  TEL 03-3661-2080 
ホームページ URL http://www.zeria.co.jp/ 



［ご 参 考］ 
１．C コース製品概要（今回製品を変更したコース） 
Ｃコース：「コンドロマックス・アポスティーセット１箱」（税込み 9,610 円相当） 
(コンドロマックス 300錠×1、アポスティーモイスチャーローションＤＸ×１、アポスティー 

洗顔フォーム 120g×1  詰め合わせ) 

◆特長     ・軟骨成分コンドロイチンとインド伝承のハーブであるボスウェリア・セラー

タエキスを配合した小粒で飲みやすい健康食品です。 

・「コンドロマックス（300 錠）」（栄養補助食品） 

        ・階段を駆け上がりたい、ウォーキングを楽しみたい、そんなアクティブな人

生を歩んでいきたい方々におすすめです。 
◆お召し上がり方 1 日あたり 6～18 粒を目安に 3 回に分けて、水またはぬるま湯と一緒にお召

し上がり下さい。        

◆希望小売価格 300錠 6,930円（税込み） 

 

◆特長     ・保湿・保水力の高いコンドロイチンにヒアルロン酸と低分子ヒアルロン酸（加

水分解ヒアルロン酸）を加え保湿力がさらに高くなりました。 

・「アポスティーモイスチャーローションＤＸ」（医薬部外品：薬用ローション） 

        ・肌の表面に水和した被膜を形成し肌を乾燥と刺激から保護する役割のあるリ

ピジュア等を配合しました。 

        ・弱酸性、無香料、無着色、エタノールフリーの肌に優しい薬用ローションで

す。 

◆効能・効果  肌あれ。あれ性。肌をひきしめる。あかぎれ・にきびを防ぐ。肌を清浄にする。 
肌を整える。肌に潤いを与える。 

◆ご使用方法  洗顔後、手のひらかコットンに 500 円硬貨大くらいの量をとり、お肌につけ 
てください。 

◆希望小売価格 150mL 1,480円（税込み） 

 

◆特長     ・植物性石鹸を主成分として生体関連洗浄成分のココイルメチルタウリンＮａ

を配合、肌にやさしくさっぱり洗顔。 

・「アポスティー洗顔フォーム」（化粧品：洗顔料） 

        ・潤い成分のコンドロイチン、ヒアルロン酸、リピジュアがハリのあるきめ細 

やかな肌に整えます。 

◆希望小売価格 120g 1,200円（税込み） 

 
［製品写真：株主優待品Ｃコース（今回製品を変更したコース）］ 
   

    



２．Ａ・Ｂ・Ｄ・Ｅコースの製品概要（既存コース） 
A コース製品概要） 

(ヘパカン 6本×2、エナジカン 6 本×2、ウィズオプレ 6本×2  詰め合わせ) 

Ａコース：「アルミ缶入りドリンク詰め合わせ 1箱」（税込み 7,560円相当） 

 

◆ 特長  ・肝臓エキス 100mg、クルクミン（ウコンエキス）30mg に加え、黒コショウ抽出物 

・「ヘパカン」（清涼飲料水） 

      （ピペリン）を摂取できます。     

・ビタミン B２・B６・ナイアシンも配合 

・美味しく飲めるフルーティーなマンゴーパイン風味 

◆希望小売価格 1本 100mL：200円（税込み）  

 

◆ 特長  ・日本初のアルミ缶入り医薬部外品 滋養強壮ドリンク剤 

・「エナジカン」（医薬部外品） 

・ 栄養の運搬に関与するコンドロイチンを基本に、さらに体の円滑な活動を支える

４つのビタミンＢ1・Ｂ２・Ｂ６・ニコチン酸アミドと必須アミノ酸の一つである

L-リジン塩酸塩を配合しました。 

・糖類ゼロでカロリーは 2kcal です。味は、パイナップル風味で服用し易くなって

います。 

◆効能・効果・滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性 

疾患・産前産後などの場合の栄養補給。 

◆希望小売価格 1本 100mL：200円（税込み） 
 

◆ 特長  ・1 本 100mL 中にガラクトオリゴ糖を 2.5ｇ配合した、マスカット風味のアルミ缶 
・「ウィズオプレ」（特定保健用食品） 

  入り微炭酸飲料です。美味しく飲みやすいので手軽に毎日お召し上がりいただけ

ます。 
・ガラクトオリゴ糖は、天然由来の糖で母乳などに含まれている安心成分です。そ

の働きは、腸内の善玉菌の代表と言われるビフィズス菌を増やして腸内の環境を

良好に保つので、おなかの調子を整えます。 
◆希望小売価格 1本 100mL 200円（税込み） 
 

［製品写真：株主優待品 A コース］ 

    



 
Bコース：「コンドロビー濃縮液 潤甦（じゅんこう）」２本セット（税込み 7,980 円相当） 

◆ 「コンドロビー濃縮液 潤甦（じゅんこう）」は１日の摂取目安量 90ml 中にコンドロイチ  

ン硫酸 1,560mg、グルコサミン 1,000mg およびコラーゲンペプチド 1,000mg も摂取でき

るように配合しており、若々しく活動的にすごしたいと願う方におすすめの健康飲料です。 
 
［製品写真：株主優待品Ｂコース］ 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ｄコース：コンドロイチン配合夜間集中美容液（化粧品）「ＺＺ：ＣＣ（ジージー・シーシー） 

◆特 徴    ・高純度コンドロイチン、ヒアルロン酸、コラーゲンを独自の割合で加えた「ス

キンルーツＰＧⅢ」を配合。気になる肌に潤いを与え、すこやかに整えます。 

アﾄﾞソーブエッセンス」１本（税込み 18,900 円相当） 

・くすみのない肌へと導く持続性ビタミンＣ誘導体やビタミンＰ誘導体をはじ

め、タチバナ果皮エキスやスベリヒユエキス、大豆イソフラボンなど、各種

植物エキスもプラス。眠っている間に角質層まで十分浸透し透明感のある素

肌をめざします。 
・無香料・無着色・パラベンフリー。 

◆希望小売価格 １本（50g）18,900円（税込み）  
◆ ＜ＺＺ：ＣＣホームページＵＲＬ＞ http://www.zzcc.jp/ 
 
［製品写真：株主優待品Ｄコース］ 
 

      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zzcc.jp/�


Ｅコース：「IONA ベーシックスキンケア３点セット １箱」（税込み 10,604 円相当） 

◆特長     ・PURE な肌をつくるライトニング洗顔。メラニンを含む古い角質、黒ずみの   

・「イオナ ソープ ブリリアント」（洗顔石鹸）［化粧品］ 

原因となる余分な皮脂や酸化した汚れをやさしく取り除き、くすみのない明

るい肌を保ちます。 

        ・天然オレンジエッセンシャルオイルの香りで、使うたびにもぎたての香りが

広がり、すっきりリフレッシュできます。 

        ・うるおい成分 植物エキス（カミツレエキス、ローズマリーエキス、ユキノシ

タエキス）などを配合した、自然の恵みのソープです。        

◆ 希望小売価格 90ｇ 1,470円（税込み） 

 

◆特長     ・肌本来の保水力を整える。自然の恵み岩石抽出物（保湿成分）が角質層の水

分と結びつき、肌をみずみずしく保ちます。 

・「イオナ スキンローションB.I.(R)」（化粧水）[化粧品] 

        ・最適保湿。冷暖房などの環境下で乾燥しやすくなっている肌や、屋外でべた

つきの気になる肌を、本来のうるおい肌に整えます。 

        ・Ｗ糖類（マンニトール、ソルビトール）がサラサラ保湿。ヒアルロン酸Ｎａ

が、しっとり保湿で整えます。 

◆ 希望小売価格 120mL 4,042円（税込み） 

 

◆特長     ・疲れを感じ、小じわが気になる肌にコクのある上質なうるおいを与えます。 

・「イオナ イオン クリーム ブリリアント（クリーム）［医薬部外品］ 

        ・自然の恵み（保湿成分：岩石抽出物［聖徳石 2%浸出上清液］、レシチン、ヨ

クイニンエキス､グリチルレチン酸ステアリル）と、エモリエント成分（皮脂

膜にも含まれるスクワラン）配合でバリア機能の源（角質層）を保護します。    

        ・水溶性のライトクリームだからしっとりなのにサラサラ。水分をたっぷり含

むクリームが、角質層にうるおいを与えてキープ。しっとりなのにサラサラ

に保ちます。 

◆希望小売価格 54g 5,092円（税込み） 

 ［製品写真：株主優待品 Eコース ］ 

       
 
 
 
                                                                  以  上 


