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株主優待制度について
株 主 優 待 カ タ ロ グ

2022年９月期

※長期保有優待は、株主優待をお申込みいただいた株主様に贈呈しております。
※ご登録住所以外を配送先に指定された場合、長期優待品も指定先住所へのお届けとなります。

当社は、日頃のご支援に対する御礼として、また当社グループの事業活動へのご理解をいただくために、
株主の皆様に株主優待を実施しております。

株主優待ポイント
2022年9月末の保有株式数に応じてG1～G3のランクごとに株主優待ポイントを贈呈しています。
お持ちの株主優待ポイントの範囲内でお好きな優待品と交換できます。（P8参照）

長期保有優待
長く継続して当社株式を保有いただいている株主様への長期保有優待を実施しています。本年は、以下の基準に基づいて図書カードを贈呈いたします。

株主優待Webへの入り口となるサイトです。サイト内のお申込みボタンをクリックしてお進みください。
■ お申込方法の詳細、お問合せ先などは、P13-14に詳しく記載されています。
■  インターネットをご利用されない商品セットをご希望の株主様は、P.14の手続きをご覧いただき、お電話でお申込みください。 

お電話でのクーポンのお申込みはできません。

申込期間　2023年1月6日（金）9時〜2月28日（火）23時59分

優待ランク（保有株式数） G3（100～399株） G2（400～1,199株） G1（1,200株以上）

株主優待ポイント 2,000pt 4,000pt 8,000pt

継続保有株式数および期間 図書カードNEXT ご送付方法

400〜1,199株　3年以上継続保有 1,000円 ① 商品セットをお申込みの場合は商品セットに同梱
② クーポンのみお申込みの場合は3月中旬頃に郵送1,200株以上　3年以上継続保有 1,000円×2

お持ちの株主優待ポイントの範囲内で下記優待品と交換できます。 8 〜 20 以外はお電話でのお申込み不可

ポイント数 優待内容

G1 G2 G3

2,000pt
インターネットでお申込み

1  学研モールクーポン　2,000円分　 掲載ページ  P9
学研のオンラインショップ、学研モールでご利用いただけます

2  Gakken Goods Gallery（以下GGG）クーポン2,000円分　 掲載ページ  P9
学研公式のオンラインセレクトショップ「GGG」でご利用いただけるクーポン

3  Kimini英会話　2,000円割引クーポン　 掲載ページ  P10
学研のオンライン英会話、Kiminiでご利用いただける割引クーポン

G1 G2

4,000pt
インターネットでお申込み

※ 8 ～20 のみお電話 での
お申込みが可能

4  学研モールクーポン　4,000円分　 掲載ページ  P9

5  GGGクーポン　4,000円分　 掲載ページ  P9

6  Kimini英会話　4,500円割引クーポン　 掲載ページ  P10

7  TGGワンデーイベント　子ども半額割引クーポン　 掲載ページ  P10
東京都の体験型英語施設TOKYO GLOBAL GATEWAYでご利用いただけます

8 〜 20  商品セット　 掲載ページ  P11-12
学研グループの選りすぐりの商品でセットを組みました（単品もあり）
こちらの優待品はお電話でもお申込みいただけます 申込方法の掲載ページ  P14

インターネットをご利用されない方は、こちらからお選びください。

G1

8,000pt
インターネットでお申込み

21  学研モールクーポン　8,000円分　 掲載ページ  P9

22  GGGクーポン　8,000円分　 掲載ページ  P9

23  Kimini英会話　9,000円割引クーポン　 掲載ページ  P10

24  TGGワンデーイベント　親子クーポン　 掲載ページ  P10

※優待サイトでのポイントのご利用は1度限りとなります。使い残したポイントは失効しますのでご注意ください。

 株主優待のお申込みはこちらの二次元コードから（https://ir.gakken.co.jp/ir/individual/benefit/yutai.html）
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Gakken IDについて

▶公式サイトはこちら
　https://kimini.online/ 

■株主様の問合せフォーム■
https://help.kimini.online/
hc/ja/requests/new

オンライン英会話レッスン♪ 「Kimini」割引クーポン

学研モールクーポン ※Gakken ID必須

Gakken Goods Gallery（GGG）クーポン ※GakkenID必須 　TOKYO GLOBAL GATEWAYは、東京・お台場で2018年にオープンした体験型英語学習施設です。英語で世
界とコミュニケーションする楽しさや成功体験が、英語学習意欲向上のきっかけづくりとなるよう開設されました。
　TGGで開催される、小学生を対象とした1日英語を体験し放題のスペシャルイベントに参加できるクーポン
です。保護者の方には保護者席よりご観覧いただきます。
※月に1、2回の開催となります。開催日は公式HPでご確認ください。
※TGG立川で開催されるイベントは対象外です。ご注意ください。

学研グループのネットショップやサービスでご利用いただけるクーポンです。
お申込み、ご利用にはインターネット環境が必須となります。お電話でのお申込みはできません。

学研モールとGakken Goods Gallery（GGG）のクーポンはそれぞれ専用となります。相互でのご利用はできませんのでご注意ください。
なお、クーポンのご利用にはGakken IDのご登録が必須となります。

　学研グループが運営するオンラインショッ
プ「学研モール」でご利用いただけるクーポン
です。書籍、雑誌、玩具、保育関連用品、動画に
よるオンライン大学受験予備校など、学研グ
ループの豊富な商品、サービスを取り揃えて
います。
※ ショップにより送料無料となるご購入金額が異なってい

ます。

　学研公式のオンラインセレクトショップ「Gakken Goods Gallery」が新たに株
主優待に仲間入りしました。
　専用クーポンでお買い物をお楽しみいただけます。

■ Gakken Goods Galleryについて

　Gakken IDは学研が提供する様々な
サービスを同じID・パスワードでご利用
いただけます。
　株主優待で学研モールクーポンおよび
GGGクーポンをご利用いただく場合、
Gakken IDのご登録が必須となります。
株主優待申込サイトでもGakkenIDをご登
録いただけますので、ぜひお手続きください。

　Kimini英会話は、学研が提供する初心者から上級者までご利用いただけるマンツーマンの
英会話サービスです。仕事で英語を使われる方、お子様の将来をお考えの方、家事の隙間時間
でスキルアップされたい方など、どなたでも簡単にご利用いただけます。

▶お問合せ　
　TOKYO GLOBAL GATEWAY　マーケティング部　ダイレクトマーケティング室
　電話：03-5962-4962

 申込み方法および利用方法の詳細は下記サイトをご参照ください。

● 多くの教育機関で認められたレッスン品質とサポート体制
● パソコンやインターネットに詳しくなくてもパソコン/スマホ/タブレットで気軽に英会話
● 好きな時間（6時～24時）に、自分のペースでレッスン受講

 Kimini英会話3つの特徴

▶TGGクーポンご利用ガイド
　https://is.gd/XEr3zS

▶ TOKYO GLOBAL GATEWAY公式HP 
https://tokyo-global-gateway.com/
personal

小学生対象

クーポンご利用期間
2024年3月31日

まで

クーポンご利用期間
2023年8月31日

まで

株主優待内容の詳細はこちらをご参照ください。　https://ir.gakken.co.jp/ir/individual/benefit.html

TGG （TOKYO GLOBAL GATEWAY）ワンデーイベントクーポン

幼児～一般対象

株主優待クーポン

株主優待記念

   GakkenID 
公式サイト

 公式サイト
https://gakken-mall.jp/

1月6日（金）～1月16日（月）期間中、2,000円
以上のご購入で送料が無料となります。また
同期間中は、年末年始セールも同時開催中で
すので、お買い得な商品をお見逃しなく！
※ 期間終了後は3,000円以上のご購入で送料無

料となります。

期間限定送料無料キャンペーン

 公式サイト  https://goods.gakken.jp/
feature/shareholderperks

クーポンご利用期間
2023年5月31日

まで

クーポンご利用期間
2023年5月31日

まで
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スタンダードプラン以上と幼児プランが割引でご利用いただけます。

2,000円クーポン 
2,000pt

2,000円クーポン 
2,000pt

TGGワンデーイベント 
子ども半額割引クーポン 4,000pt

4,000円クーポン 
4,000pt

4,000円クーポン 
4,000pt

TGGワンデーイベント 
親子クーポン 8,000pt

 8,000円クーポン 
8,000pt

 8,000円クーポン 
8,000pt

3 6 231,000円×2か月割引 
2,000pt

1,500円×3か月割引 
4,000pt

3,000円×3か月割引 
8,000pt

　子育て、学び、暮らしを、より楽しく便利にする、学研公式のセレクトショップです。
　Gakkenニューブロックをはじめとした、学研が開発した知育玩具や文具、生活雑貨を中心に、
Web限定商品や、ギフトにぴったりな商品をラインナップ。絵本、大人気のエプロンなど、学研の既
存人気商品もセレクトし、販売しています。

申込期間 2023年1月6日（金）9時〜2月28日（火）23時59分

※「回数プラン」と「ウィークデイプラン」は当優待の対象外です。
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このページの優待品はインターネットでもお電話でもお申込みいただけます。

※十分な数量をご用意しておりますが、すべての優待品には上限があるため、品切れの際はご容赦ください。

昆虫セット
学んで旅するセット

カラダいたわりセット

親子でお料理セット

健康脳活セット

日本の歴史セット

Gakkenニューブロック おさるのジョージセット 賢くなるロジカルパズル

恐竜セット

子どもの科学セット

危険生物セット

大人の科学マガジン

8
14 15

18 19 20

1716
9

13
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・昆虫 新版 (学研の図鑑LIVE(ライブ))
・昆虫最強王図鑑

・地球の歩き方 BOOKS S01  
旅の読み物 今こそ学びたい
日本のこと

・地球の歩き方 旅の図鑑  
W18 世界遺産の歩き方 
学んで旅する！ 
すごい世界遺産190選

・ネガティブ感情1分流し 脱力ヨガ (美人力PLUS)
・京都お灸堂のほどよい養生
・マンガでかんたん！ 

血管がぐんぐん 
若返る習慣

・今日のごはん、これに決まり！
　Ｍｉｚｕｋｉの 

レシピノート 
決定版！５００品

・藤井ちゃんこ
・お菓子な自由研究

・らくらく脳ドリル60日 VOL.3
・カンタン脳活パズル120日
・一生スタスタ歩きたいなら、たんぱく質をとりなさい 

フレイルを防ぐ　 
健康長寿食＆ 
高たんぱくレシピ

・日本の歴史１「国の成り立ち」
・日本の歴史２「飛鳥の朝廷から平城京へ」
・日本の歴史３「平安京と貴族の暮らし」

・はらぺこあおむし 
バッグ

・おさるのジョージのはじめての 
ドレミ

・おさるのジョージの 
クレヨン 12色

・宮本算数教室の賢くなるロジカルパズル
「道をつくる」

・恐竜 新版 
(学研の図鑑LIVE(ライブ))

・恐竜最強王図鑑

・学研の科学 水素エネルギーロケット
・科学おもしろクイズ図鑑 新装版

・危険生物 新版 
(学研の図鑑LIVE(ライブ))

・動物最強王図鑑

・BEST SELECTION 05
「ロボット掃除機」

学研の図鑑シリーズ

知育玩具

商品セット（すべて4,000pt） お申込み方法はカタログのP.13、14をご覧ください。
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株主優待申込サイト URL▶https://ir.gakken.co.jp/ir/individual/benefit/yutai.html

C  ご自宅以外にお送りする場合は、お送り先の
ご住所、お宛名、お電話番号をお控えください

A 株主番号をお控えください

ご住所

お宛名

お電話番号

お問合せ先：株主優待事務局

大切なお知らせ

申込完了後のフローチャート

●  期限を過ぎますとお申込みができな
くなります。お時間に余裕を持ってお
申込みください。

お申込期限
2023年2月28日（火）

23時59分まで
（電話受付、サポートは17時まで）

お申込内容の確認メールが
送信されます。

9

1 二次元コード、もしくは
ＵRLからパスワードの
取得サイトにアクセス。

届いたメールに記載された
URLにアクセス

4

2 株主番号と郵便番号を入力
株主番号、郵便番号は「配当金計算
書」に記載されています。

アンケートにお答えいただいた
後、最終確認画面で申込み完了

8

お手元に株主通信（優待カタログ）に同封の配当金計算書をご用意ください。
 同じ画面で１時間以上経過するとタイムアウトになります。お申込みガイド

到着をお待ちください
※お申込みから２〜４週間でお届けします。

お申込み受付完了から
５週間たっても
届かない場合は

お問合せ：株主優待事務局
　　　お問合せフォーム：

株主優待事務局から
クーポンコードとご利用案内を

メール受信

各サービスサイトで
クーポンをご利用のうえ
サービス・商品の申込み

お問合せ：各サービスサイト
本カタログP9〜10参照

商品セット
8 ～ 20

お電話でのお申込みの場合、
下記をご準備ください。

商品
セット

クーポン

3 メールアドレスを入力して
「パスワード取得」をクリック
※ お使いのメールソフトで

@gakken.co.jpからの受信許可を
しておいてください。ご入力いた
だいたメールアドレスにパスワー
ドメールが届きます。

配当金計算書に記載された
株主番号を入力し、ログイン
パスワードは自動で入力されます。

7 GakkenIDご登録画面に進
みます。
※ 学研モールクーポン、GGGクーポン

ご利用の際必須となります。

申込画面で、
ご希望優待品を選択※P8参照

保有株式数に応じた優待商品が表示
されます。お届け先指定の画面で必
要事項があれば入力してください。

6

▶お申込み終了後のご案内（優待品の不着等のお問合せ）6月30日（金）まで
　株主優待事務局お問合せフォームをご利用ください。
　 インターネットをお使いにならない場合は、上記フリーダイヤルまでお電話ください。

※お申込み期間を過ぎてのお申込みについては、承ることができません。

※クーポンはお電話でのお申込み
はできません

▶お申込みでお困りの場合
① IRサイト（よくあるお問合せ）をご覧ください。

https://ir.gakken.co.jp/ir/individual/benefit/benefit-FAQ.html
② 本ページ右上のお問合せフォームから株主番号をお控えのうえご連絡ください。

パスワード取得 優待お申込み お申込み完了 ▶商品セットのお申込みの代行をお願いしたい

インターネットをご利用されない株主様は、右の確認事項をご記入のうえ、
下記フリーダイヤルにお電話ください。

※インターネットをお使いになれない株主様限定で、商品セットのみお電話でお申込みを代行いたします。詳細は、P.14のお問合せ先をご覧ください。

受付時間：平日9時〜17時（2023年1月6日（金）〜2023年２月28日（火））
※お申込み期間を過ぎてのお申込み代行は、承ることができません。
※お申込みが集中した場合、長時間お待ちいただく可能性があります。

　7月以降は学研グループ総合案内までお問合せください。
　https://ghd.gakken.co.jp/contact/

L 0受付時間：平日　9時〜12時、13時〜17時

0120-370-300 ※音声ガイダンスに従って
　番号を押してください。

※ご注意：学研モールクーポン、各種サービスクーポンのお申込み代行は受付できません。

B 8 ～ 20  の希望優待品番号（P11、12）を
　第3希望までご記入ください

このたび、より多くの株主様に、当社株式を中長期的にわたって継続的に保有いただくことを目的として、次回より株主優待制度の一部を変更す
ることとなりました。株主優待品のご贈呈にあたり、1単元（100株）以上の継続保有期間を要件として追加いたします。2023年9月期の株主優待
は、半年以上の保有が条件となります。

株主優待の申込方法

申込期間 2023年1月6日（金）9時〜2月28日（火）23時59分

5


