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ご挨拶 株主優待のご案内
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株主の皆様へ

代表取締役社長 日下　孝明

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　さて、当社では株主の皆様からの日頃のご支援に

お応えするとともに、当社株式への投資魅力を高め、

中長期的に保有していただける株主様の増加を図る

ことを目的に、今年も株主優待制度を実施いたします。

　つきましては、平成28年8月末日現在の株主様に対

し、株主優待を実施させていただきますので、ご案内

申し上げます。今回は、株主様の保有されている株式

数、年数に応じて、お買物優待券と図書カードをご用

意いたしました。いずれか一つをお選びいただき、同

封の申込専用はがきにてお申し込みください。なお、申

込専用はがきにはアンケートの回答欄も設けさせてい

ただいております。株主の皆様のご意見を当社の経

営に活かして参りたいと存じますので、ご協力のほど

お願い申し上げます。

　今後とも株主の皆様には、より一層のご支援を賜り

ますようお願い申し上げます。

平成28年11月吉日

円相当

円相当

円相当

円相当

円相当

円相当

円相当

贈呈優待額

平成 28年 8月 31日現在の株主名簿に記載の株主様に、
保有株式数と保有期間に応じて、株主優待商品を贈呈いた
します。
株主様はお申し込み期間内（平成 28年 12月 28日（必着））
に当社店舗でご利用いただける
お買物優待券か図書カードのいずれか一つを選択するこ
とができます。

※株主様のお選びいただける優待商品については株主優待通知書を
ご確認ください。

株主様の
お選びいただける
優待商品

お選びいただける
優待商品
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お申し込みについて優待額のしくみ
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お届け先
ご住所

◯

図書カードNEXT
3,000円分

お買物優待券
3,000円分

28

25
25

2826

保有株式数
による
優待額

①保有株式数による優待額 ②保有期間による優待額

③合計優待額

合計優待額の計算例

優待額は保有株式数と保有期間により算出いたします。

優待額について

保有期間
による
優待額

合計
優待額

円相当
保有株式数による
優待額の5割増相当

保有株式数による
優待額の10割増相当

円相当

円相当

円相当

円相当

円相当

円相当

円相当

円相当

円相当

ご希望の商品1つに
◯をご記入ください

株主優待通知書でお選びいただける優待商品を
確認します。

株主優待通知書付属の申し込み専用はがきを切り取
り、株主優待商品カタログより、ご希望の商品をお選
びいただき、下記の記入例をご参考に、必要事項をご
記入ください。
お手数ですが、裏面アンケートにもご回答いただきま
すようお願い申し上げます。

個人情報保護シールを貼付の上ご投函ください。お申し込
みの締切は平成 28年 12 月 28 日（必着）です。
お申し込み後、1ヶ月程度で商品をお届けいたします。なお、
お申し込みのない場合、または期限を過ぎてのお申し込み
の場合は無効となりますので、ご注意ください。

お申し込みの無かった株主様へは、合計優待額
に応じたお買物優待券をお送りいたします。



株主様専用に当社及び新星堂の店舗でご利用いただける
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ご挨拶 株主優待のご案内

WonderGOO 直営店
県名 店名 電話番号 郵便番号 住所

福島県
WonderGOO小名浜店 0246-92-0430 〒971-8111 福島県いわき市小名浜大原字東田

70-1
WonderGOOいわき鹿島店 0246-46-0651 〒971-8141 福島県いわき市鹿島町走熊字西反町

2番

茨城県

WonderGOOひたちなか店 029-275-1651 〒312-0011 茨城県ひたちなか市中根3325-10

WonderGOO東海店 029-283-2040 〒319-1116 茨城県那珂郡東海村舟石川駅西
1-11-16

WonderGOO那珂店 029-295-9050 〒311-0105 茨城県那珂市菅谷2431-1

WonderGOO高萩店 0293-20-5202 〒318-0021 茨城県高萩市安良川柳町187-1

WonderGOO日立中央店 0294-28-5130 〒316-0036 茨城県日立市鮎川町1丁目3番3号

WonderGOO常陸大宮店 0295-54-0311 〒319-2135 茨城県常陸大宮市石沢1802

WonderGOO北茨城店 0293-30-0061 〒319-1559 茨城県北茨城市中郷町上桜井2268

WonderGOO日立田尻店 0294-43-3669 〒319-1416 茨城県日立市田尻町5丁目14番2号

WonderGOO友部店 0296-78-2611 〒309-1717 茨城県笠間市旭町394-3

WonderGOO石岡店 0299-28-0212 〒315-0037 茨城県石岡市東石岡1-8-5

WonderGOO大穂店 029-879-0411 〒300-3257 茨城県つくば市筑穂1-9-2

WonderGOO土浦店 029-835-3655 〒300-0821 茨城県土浦市蓮河原新町4181（2階）

WonderGOO水戸笠原店 029-305-5551 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町477-2

WonderGOOひたち野うしく店 029-870-1321 〒300-1207 茨城県牛久市ひたち野東五丁目5番地
1

WonderGOO竜ヶ崎店 0297-60-8555 〒301-0044 茨城県竜ヶ崎市小柴1丁目7番

WonderGOO千代田店 029-834-7110 〒315-0052 茨城県かすみがうら市下稲吉2633-19

WonderGOO鉾田店 0291-34-8880 〒311-1517 茨城県鉾田市鉾田572-1

WonderGOOつくば店 029-860-8260 〒305-0817 茨城県つくば市研究学園7丁目54番地1

WonderGOO水戸南店 029-219-0150 〒311-3116 茨城県東茨城郡茨城町長岡字中丸
原3481-97

WonderGOO玉造店 0299-36-2260 〒311-3512 茨城県行方市玉造甲1785番地１

WonderGOO鹿島店 0299-93-9611 〒314-0135 茨城県神栖市堀割3-3-20

WonderGOO波崎店 0479-44-2022 〒314-0408 茨城県神栖市波崎7651

WonderGOO江戸崎店 029-834-5161 〒300-0508 茨城県稲敷市佐倉3326-1

WonderGOO東店 0299-80-5620 〒300-0726 茨城県稲敷市西代2868-1

WonderGOO石下店 0297-30-4388 〒300-2706 茨城県常総市新石下1641

WonderGOO古河店 0280-97-1675 〒306-0231 茨城県古河市小堤字新割1900-1

WonderGOO 直営店
県名 店名 電話番号 郵便番号 住所

茨城県

WonderGOO下館店 0296-22-2420 〒308-0052 茨城県筑西市菅谷1513

WonderGOO境FiSS店 0280-81-1622 〒306-0433 茨城県猿島郡境町1156-1

WonderGOO守谷店 0297-21-1081 〒302-0127 茨城県守谷市松ヶ丘6丁目6-4

WonderGOO岩瀬店 0296-75-1500 〒309-1216 茨城県桜川市明日香1-7

千葉県

WonderGOO東金店 0475-54-7461 〒283-0005 千葉県東金市田間222

WonderGOO茂原店 0475-20-1738 〒297-0016 千葉県茂原市木崎2272

WonderGOO旭店 0479-60-3140 〒289-2504 千葉県旭市ニ字五郎作5888-1

WonderGOO八街店 043-440-7114 〒289-1104 千葉県八街市文違字文違野301番地
115

WonderGOO富里店 0476-37-4490 〒286-0221 千葉県富里市七栄1005番地5

WonderGOO成東店 0475-77-8612 〒289-1326 千葉県山武市成東486-1

WonderGOO江戸川台店 04-7154-3040 〒270-0103 千葉県流山市美原2-131-1

WonderGOOＲＥ増尾店 04-7176-1500 〒277-0054 千葉県柏市南増尾1-27-10

WonderGOO鎌ヶ谷店 047-441-5075 〒273-0104 千葉県鎌ヶ谷市東鎌ヶ谷1-6

WonderGOO千葉ニュータ
ウン店 0476-40-7300 〒270-1331 千葉県印西市牧の原1丁目3番

WonderGOO八千代店 047-459-6640 〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田446-47

栃木県

WonderGOO真岡店 0285-83-0992 〒321-4332 栃木県真岡市大谷新町18-6

WonderGOO鹿沼店 0289-65-4341 〒322-0029 栃木県鹿沼市西茂呂4丁目16-16

WonderGOO小山店 0285-31-6131 〒323-0829 栃木県小山市東城南4-7

WonderGOO大田原店 0287-20-0601 〒324-0054 栃木県大田原市若松町1650-10

WonderGOO下野店 0285-38-8416 〒329-0502 栃木県下野市下古山2888番地４

WonderGOO足利店 0284-73-7750 〒326-0823 栃木県足利市朝倉町255-1

群馬県

WonderGOO高崎店 027-363-5701 〒370-0073 群馬県高崎市緑町4-9-1

WonderGOO伊勢崎店 0270-30-8411 〒372-0813 群馬県伊勢崎市韮塚町1185-1

WonderGOO渋川店 0279-60-6010 〒377-0005 群馬県渋川市有馬139-1

WonderGOO富岡店 0274-62-5005 〒370-2343 群馬県富岡市七日市1712-1

WonderGOO館林店 0276-80-2120 〒374-0063 群馬県館林市朝日町12-38

WonderGOO藤岡店 0274-25-8851 〒375-0016 群馬県藤岡市上栗須75番１

埼玉県

WonderGOO本庄店 0495-71-5935 〒367-0023 埼玉県本庄市寿3丁目４番22号

WonderGOO鴻巣店 048-596-7846 〒365-0074 埼玉県鴻巣市神明1丁目1-25

WonderGOO越谷店 048-961-5544 〒343-0851 埼玉県越谷市七左町2-144（※）

WonderGOO入間店 04-2901-0896 〒358-0013 埼玉県入間市上藤沢387-2

WonderGOO三郷店 048-949-2071 〒341-0050 埼玉県三郷市
ピアラシティ2丁目2番地5

WonderGOO加須店 0480-67-0168 〒347-0033 埼玉県加須市下高柳1-29 
Vivamall１番街

WonderGOO川越店 049-265-7130 〒350-1106 埼玉県川越市小室385-1　
クルリ生鮮市場TOP川越店2階

三重県
WonderGOO桑名店 0594-33-4555 〒511-0947 三重県桑名市大仲新田154

WonderGOO鈴鹿店 059-375-5051 〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町2515

福岡県 WonderGOOコスタ行橋店 0930-26-1555 〒824-0038 福岡県行橋市西泉6丁目1番1号

お買物優待券のご案内

（※）WonderGOO越谷店の住所は、平成29年11月26日より「埼玉県越谷市新越1-31-2」となります。

ご利用可能店舗

ご利用可能店舗
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ご挨拶 株主優待のご案内

CoLeColle（化粧品専門店）
県名 店名 電話番号 郵便番号 住所

茨城県

CoLeColle牛久店 029-870-1322 〒300-1207 牛久市ひたち野東五丁目5番地1
WonderGOOひたち野うしく店内

CoLeColle守谷店 0297-21-1090 〒302-0127 守谷市松ヶ丘6丁目6-4
WonderGOO守谷店内

CoLeColle鹿島店 0299-91-0175 〒314-0135 神栖市掘割3-3-20
WonderGOO鹿島店内

WonderREX FC店
県名 店名 電話番号 郵便番号 住所

静岡県 WonderREX藤枝店   054-647-0123 〒426-0031 静岡県藤枝市築地1-2-15 

愛知県 WonderREXトヨタ店   0565-33-8855 〒471-0875 愛知県豊田市下市場町8-61 

WonderREX（リユース専門店）
県名 店名 電話番号 郵便番号 住所

茨城県

WonderREX那珂店 029-353-0777 〒311-0105 茨城県那珂市菅谷1614

WonderREX高萩店 0293-20-5503 〒318-0021 茨城県高萩市安良川柳町181

WonderREX鹿島店 0299-91-0231 〒314-0135 茨城県神栖市堀割3-2-8

WonderREX日立田尻店 0294-44-7890 〒319-1416 茨城県日立市田尻町3-26-13

WonderREX水戸県庁前店 029-297-2277 〒310-0852 茨城県水戸市笠原町978-50

 WonderREX石岡店 0299-28-2711 〒315-0038 茨城県石岡市旭台1-16-12

WonderREX水戸赤塚店 029-257-2030 〒310-0911 茨城県水戸市見和3丁目663番15

WonderREX竜ヶ崎店 0297-61-3811 〒301-0005 茨城県竜ヶ崎市川原代町5588

WonderREX守谷店 0297-21-1040 〒302-0127 茨城県守谷市松ヶ丘6丁目6-4

WonderREX土浦店 029-835-3401 〒300-0821 茨城県土浦市蓮河原新町4181（1階）

WonderREXつくば店 029-875-8543 〒305-0034 茨城県つくば市小野崎296-3

WonderREX取手店 0297-85-2411 〒302-0006 茨城県取手市青柳444-1

WonderREX古河店 0280-97-1451 〒306-0232 茨城県古河市東牛谷508-1

群馬県 WonderREX高崎店 027-381-5771 〒370-0042 群馬県高崎市貝沢町463

千葉県

WonderREX茂原店 0475-20-2525 〒297-0007 千葉県茂原市腰当字東部田30-1

WonderREX八街店 043-440-7601 〒289-1104 千葉県八街市文違字文違野301番地
115

WonderREX東金店 0475-50-6955 〒283-0066 千葉県東金市南上宿11-8

WonderREX千葉ニュータウン店 0476-33-7031 〒270-1360 千葉県印西市泉野三丁目1186番5

WonderREX成田店 0476-37-8700 〒286-0134 千葉県成田市東和田高崎565-2

WonderREX野田店 04-7120-2282 〒278-0003 千葉県野田市鶴奉10

栃木県 WonderREX真岡店 0285-81-6817 〒321-4335 栃木県真岡市下高間木2-12-5

三重県 WonderREX鈴鹿店 059-373-5070 〒513-0824 三重県鈴鹿市道伯町2515

WonderGOO FC店
県名 店名 電話番号 郵便番号 住所

北海道 WonderGOO苫小牧店   0144-31-7500 〒053-0021 北海道苫小牧市若草町1-7-14 

青森県

WonderGOOつがる柏店   0173-25-3888 〒038-3103 青森県つがる市柏上古川字幾山359-
5 

WonderGOO十和田店   0176-21-2525 〒034-0003 青森県十和田市元町東1-6-23 

岩手県 WonderGOO奥州水沢店   0197-23-7770 〒023-0003 岩手県奥州市水沢区佐倉河字羽黒
田62-1

宮城県 WonderGOO大崎古川店   0229-21-8411 〒989-6135 宮城県大崎市古川穂波3-4-1 

東京都

WonderGOO瑞江店   03-3677-2649 〒132-0012 東京都江戸川区西瑞江4-50-12 

WonderGOO鶴川駅前店   042-737-5115 〒195-0053 東京都町田市能ヶ谷1-8-8

神奈川県

WonderGOO三ツ境店   045-391-8686 〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境5-14 
2F 

WonderGOO下瀬谷店   045-306-1780 〒246-0035 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2-18-
13 2F 

愛知県

WonderGOO碧南店   0566-45-2611 〒447-0051 愛知県碧南市東山町6-24 

WonderGOO名古屋大須店   052-388-6002 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3-11-34 

ご利用可能店舗 ご利用可能店舗
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ご挨拶 株主優待のご案内ご利用可能店舗

新星堂
県名 店名 電話番号 郵便番号 住所

山形県
エスパル山形店 023-628-1285 〒990-0039 山形県山形市香澄町1-1-1エスパル山形5F

鶴岡店 0235-24-5423 〒997-0031 山形県鶴岡市錦町2-21
Ｓ-ＭＡＬＬ 2F

宮城県 ザ・モール仙台長町店 022-247-8805 〒982-0011 宮城県仙台市太白区長町7-20-3
THE MALL仙台長町 3Ｆ

福島県 エスパル郡山店 024-934-1219 〒963-8003 福島県郡山市字燧田195
エスパル郡山 ２Ｆ

茨城県
水戸店 029-231-7202 〒310-0015 茨城県水戸市宮町1-1-1

水戸駅ビル・エクセル5F

日立店 0294-21-5584 〒317-0073 茨城県日立市幸町1-16-1
イトーヨーカドー3F

栃木県
ララスクエア宇都宮店 028-600-2752 〒321-0964 栃木県宇都宮市駅前通り1-4-6

ララスクエア宇都宮4F

イオンモール佐野新都市店 0283-24-1920 〒327-0821 栃木県佐野市高萩町1324-1
イオンモール佐野新都市2F

埼玉県

飯能店 042-974-7826 〒357-0038 埼玉県飯能市仲町11-21西武飯能ペペ4F

ベニバナウォーク桶川店 048-787-8125 〒363-8555 埼玉県桶川市桶川都市計画事業下日出谷東特定土地区
画整理事業地内42街区1画地　ベニバナウォーク桶川 2F

春日部店 048-752-7776 〒344-0067 埼玉県春日部市中央1-13-1
イトーヨーカドー5F

新越谷駅ビル店 048-985-7124 〒343-0845 埼玉県越谷市南越谷1-11-4東武新越
谷駅ビル ヴァリエ2F

和光店 048-466-5778 〒351-0112 埼玉県和光市丸山台1-9-3
イトーヨーカドー3F

草加駅ビル店 048-922-6536 〒340-0034 埼玉県草加市氷川町1970
草加ヴァリエ 1F

上福岡店 049-269-3410 〒356-0003 埼玉県ふじみ野市大原2-1-30
イトーヨーカドー上福岡東店2F

錦町ヨーカドー店 048-446-5632 〒335-0005 埼玉県蕨市錦町1-12-1
イトーヨーカドー2F

熊谷店 048-525-4508 〒360-0032 埼玉県熊谷市銀座2-245
ニットーモール3F

アリオ深谷店 048-572-7155 〒366-0052 埼玉県深谷市上柴町西4-2-14
アリオ1F

千葉県

ニッケコルトンプラザ店 047-370-5802 〒272-0015 千葉県市川市鬼高1-1-1
ニッケコルトンプラザ3F

成田ユアエルム店 0476-26-1117 〒286-0048 千葉県成田市公津の杜4-5-3
ユアエルム成田3F

イクスピアリ店 047-305-5730 〒279-8529 千葉県浦安市舞浜1-4
イクスピアリ273

八千代店 047-486-7134 〒276-0029 千葉県八千代市村上南1-3-1
イトーヨーカドー八千代店3F

レスポック四街道店 043-421-5092 〒284-0009 千葉県四街道市中央5番地
イトーヨーカドー四街道店2F

ユアエルム八千代台店 047-405-1026 〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-1-10
ユアエルム3F

船橋ヨーカドー店 047-422-7791 〒273-0005 千葉県船橋市本町7-6-1
イトーヨーカドー5F

イオンタウンおゆみ野店 043-292-9591 〒266-0033 千葉県千葉市緑区おゆみ野南5-37-1
イオンタウンおゆみ野２F

カルチェ５柏店 04-7164-8760 〒277-0005 千葉県柏市柏1-2-31新星堂カルチェ5 2F

カルチェ５柏店書籍 04-7164-8551 〒277-0005 千葉県柏市柏1-2-31新星堂
カルチェ5　3･4F

イオンマリンピア店 043-278-7611 〒261-8513 千葉県千葉市美浜区高洲3-13-1 
イオンマリンピア4F

イオンモール木更津店 0438-30-6563 〒292-0835 千葉県木更津市築地1-4 
イオンモール木更津2F

新星堂
県名 店名 電話番号 郵便番号 住所

東京都

西新井店 03-3840-6516 〒123-0843 東京都足立区西新井栄町2-1-1
東武トスカ4F

浅草店 03-3836-7889 〒111-0032 東京都台東区浅草1-25-15
浅草ROX4F

赤羽ヨーカドー店 03-5993-6229 〒115-0055 東京都北区赤羽西1-7-1
イトーヨーカドー6F

アルカキット錦糸町店 03-3829-3201 〒130-0013 東京都墨田区錦糸2-2-1アルカキット錦糸町9F

葛西ヨーカドー店 03-5675-4740 〒134-0084 東京都江戸川区東葛西9-3-3
イトーヨーカドー3F

武蔵境ヨーカドー店 0422-32-9465 〒180-0023 東京都武蔵野市境南町2-3-6
イトーヨーカドー5F

Ｔｅａ　ｆｏｒ　Ｔｗｏ　Ｒ．立川店 042-527-6900 〒190-0012 東京都立川市曙町2-1-1
立川駅ビル・ルミネ8F

昭島店 042-546-4866 〒196-0014 東京都昭島市田中町562-1
モリタウン2F

国分寺駅ビル店 042-320-8721 〒185-0021 東京都国分寺市南町3-20-3
セレオ国分寺8F

東久留米店 042-479-7161 〒203-0053 東京都東久留米市本町3-8-1
イトーヨーカドー3F

大井町ヨーカドー店 03-3771-7766 〒140-0014 東京都品川区大井1-3-6
イトーヨーカドー7F

東村山店 042-395-2026 〒189-0014 東京都東村山市本町2-2-19
イトーヨーカドー3F

八王子ヨーカドー店 042-669-0681 〒193-0941 東京都八王子市狭間町1462-1
イトーヨーカドー3F

サンシャインシティアルタ店 03-3982-9626 〒170-8630 東京都豊島区東池袋3-1-3 
サンシャインシティアルタ1F

阿佐ヶ谷店 03-3338-4775 〒166-0004 東京都杉並区阿佐谷南3-58-1
ダイヤ街2F

東大和ヨーカドー店 042-561-0658 〒207-0022 東京都東大和市桜ケ丘2-142-1
イトーヨーカドー2F

大森ヨーカドー店 03-3763-8055 〒143-0016 東京都大田区大森北2-13-1
イトーヨーカドー3F

アトレ吉祥寺店 0422-22-2175 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-1-24
アトレ吉祥寺2F

神奈川県

立場ヨーカドー店 045-805-5381 〒245-0015 神奈川県横浜市泉区中田西1-1-15
イトーヨーカドー3F

上大岡店 045-848-7379 〒233-8556 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1
京急百貨店6F

上大岡店（楽器売り場） 045-848-7135 〒233-0002 神奈川県横浜市港南区上大岡西1-6-1　
京急百貨店上大岡店2F イーストテラス側「Ｉ」区画　

綾瀬タウンヒルズ店 0467-70-6761 〒252-1103 神奈川県綾瀬市深谷3734番１号
綾瀬タウンヒルズSC2F

大和鶴間店 046-200-0212 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間1-3-1
イトーヨーカドー3F

湘南台店 0466-87-6767 〒252-0815 神奈川県藤沢市石川6-2-1
イトーヨーカドー湘南台店3F

小田原ダイナシティ店 0465-49-8153 〒250-0872 神奈川県小田原市中里208
ダイナシティ ウェスト3F

横浜ジョイナス店 045-321-6830 〒220-0005 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1
相鉄ジョイナス3F

ライフ三ツ境店 045-369-1019 〒246-0022 神奈川県横浜市瀬谷区三ツ境2-19
相鉄ライフ3F

トレッサ横浜店 045-541-4171 〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町700
トレッサ横浜南棟2F

アピタ長津田店 045-988-5080 〒226-0018 神奈川県横浜市緑区長津田みなみ台4-7-1
アピタ長津田1F

港北東急店 045-944-6410 〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎中央5-1
港北東急SC4F

港南台店 045-834-2912 〒234-0054 神奈川県横浜市港南区港南台3-1-2
ダイエー3F

ショッパーズプラザ横須賀店 046-821-0485 〒238-0041 神奈川県横須賀市本町2-1-12
ショッパーズプラザ横須賀4F

海老名店 046-234-7271 〒243-0432 神奈川県海老名市中央1-1-1
VINA WALK 1番館3F

モザイクモール港北 045-910-3551 〒224-0003 神奈川県横浜市都筑区中川中央1-31-1 
モザイクモール港北2F

ご利用可能店舗
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ご挨拶 株主優待のご案内ご利用可能店舗

新星堂
県名 店名 電話番号 郵便番号 住所

山梨県

ラザウォーク甲斐双葉店 0551-28-8760 〒400-0107 山梨県甲斐市志田字柿木645-1
ラザウォーク甲斐双葉1F

甲府駅ビル店 055-224-3930 〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1-1-8
甲府駅ビル・エクラン4F

静岡県

三島店 055-981-6927 〒411-0838 静岡県三島市中田町9-30日清プラザ3F

アピタ静岡店 054-283-4987 〒422-8042 静岡県静岡市駿河区石田1-5-1
アピタ静岡2F

岐阜県

アピタ岐阜店 058-275-3331 〒500-8462 岐阜県岐阜市加納神明町6-1
ユニー・アピタ岐阜3F

カラフルタウン岐阜店 058-388-7615 〒501-6115 岐阜県岐阜市柳津町丸野3-3-6
カラフルタウン岐阜2F

アクアウォーク大垣店 0584-78-3862 〒503-8571 岐阜県大垣市林町6-80-21 
アクアウォーク大垣2F

愛知県

イオンタウン千種店 052-732-7312 〒464-0858 愛知県名古屋市千種区千種2-16-13
イオンタウン千種2F

アピタ名古屋北店 052-919-6575 〒462-0032 愛知県名古屋市北区辻町9-1
アピタ名古屋北3F

アピタ長久手店 0561-64-2705 〒480-1124 愛知県長久手市戸田谷901-1
アピタ長久手2F

豊橋店 0532-46-4261 〒441-8061 愛知県豊橋市藤沢町141イトーヨーカドー2F

アピタ阿久比店 0569-47-0305 〒470-2214 愛知県知多郡阿久比町椋岡字徳吉
1-1アピタ阿久比2F

アピタ岡崎北店 0564-27-1377 〒444-0911 愛知県岡崎市日名北町4-46
アピタ岡崎北2F

アピタ千代田橋店 052-711-1631 〒464-0011 愛知県名古屋市千種区千代田橋2-1-1
アピタ千代田橋3F

イオン八事店 052-861-1687 〒466-0834 愛知県名古屋市昭和区広路町字石坂2-1 
イオン八事4F

イオンモール名古屋みなと店 052-652-5122 〒455-0055 愛知県名古屋市港区品川町2-1-6
イオンモール名古屋みなと3F

テラスウォーク一宮店 0586-71-5332 〒491-0022 愛知県一宮市両郷町1-2
テラスウォーク一宮2F

セントラルパーク店 052-971-0878 〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦3-15-13
セントラルパークB1F

アピタ名古屋南店 052-691-3241 〒457-0841 愛知県名古屋市南区豊田4-9-47
アピタ名古屋南1F

リーフウォーク稲沢店 0587-22-3115 〒492-8601 愛知県稲沢市長野7-1-2リーフウォーク稲沢2F-
229

アピタ江南西店 0587-55-7170 〒483-8342 愛知県江南市松竹町上野205番地
アピタ江南西1F

名古屋店 052-589-2160 〒450-6002 愛知県名古屋市中村区名駅１－２－４
メルサメンズ館６Ｆ

ポートウォークみなと店 052-389-2066 〒455-8610 愛知県名古屋市港区当知2-1501　
ポートウォークみなと3F（※）

アスナル金山店 052-332-1765 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-17-1
アスナル金山　3F

新星堂
県名 店名 電話番号 郵便番号 住所

石川県 アピタ松任店 076-274-6651 〒924-0817 石川県白山市幸明町280
ユニー・アピタ松任1F

三重県 イオンモール桑名店 0594-24-0357 〒511-0863 三重県桑名市新西方1-22
イオンモール桑名3F

奈良県

イオンモール奈良登美ヶ丘店 0743-71-1360 〒630-0115 奈良県生駒市鹿畑町3027番地
イオンモール奈良登美ヶ丘3F

生駒店 0743-70-8201 〒630-0251 奈良県生駒市谷田町1600
近鉄百貨店4F

大阪府

吹田店 06-6383-5770 〒564-0027 大阪府吹田市朝日町2-101
ダイエー1F

難波店 06-6644-2822 〒542-0076 大阪府大阪市中央区難波5-1-60
なんばシティ本館B2F

古川橋駅前店 06-6909-4312 〒571-0030 大阪府門真市末広町41-2ダイエー3F

守口店 06-6994-0327 〒570-0038 大阪府守口市河原町8-3京阪百貨店6F

天王寺ミオ店 06-6770-1195 〒543-0055 大阪府大阪市天王寺区悲田院町10-39
天王寺駅ビル・ミオ8F

京橋店 06-6352-3869 〒534-0024 大阪府大阪市都島区東野田2-1-38
京阪モール1F

イオン高槻店 072-669-6003 〒569-8567 大阪府高槻市萩之庄3-47-2　
イオン高槻3F

イオンモール四條畷店 072-803-0227 〒575-0001 大阪府四條畷市砂4-3-2　
イオンモール四條畷3F

兵庫県

加古川店 079-437-8154 〒675-0124 兵庫県加古川市別府町緑町2番地
グリーンプラザべふ グリーンモール3F

明石ヨーカドー店 078-941-0331 〒674-0095 兵庫県明石市二見町西二見駅前1-18
イトーヨーカドー3F

広島県

ゆめタウン広島店 082-252-8328 〒734-0007 広島県広島市南区皆実町2-8-17
ゆめタウン広島3F

福山店 084-971-0061 〒720-8524 広島県福山市入船町3-1-60
イトーヨーカドー1F

山口県

宇部店 0836-44-2680 〒759-0204 山口県宇部市大字妻崎開作411
ゆめタウン宇部1F

下関店 083-231-7010 〒750-0025 山口県下関市竹崎町4-4-8
シーモール下関SC4F

福岡県

キャナルシティ博多店 092-263-6686 〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉1-2-1キャナルシティ博
多 キャナルシティ・ビジネスセンタービルB1F

小倉駅アミュプラザ店 093-512-1218 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野1-1-1
小倉駅ビル アミュプラザ5F

サンリブシティ小倉店 093-931-2080 〒800-0288 福岡県北九州市小倉南区上葛原2丁目
14-1サンリブシティ小倉2F

長崎県 長崎夢彩都店 095-823-6044 〒850-0035 長崎県長崎市元船町10-1夢彩都3F

熊本県

ゆめタウン八代店 0965-35-3700 〒866-0045 熊本県八代市建馬町3番1号
ゆめタウン八代2F

ゆめタウン光の森店 096-213-5433 〒869-1108 熊本県菊池郡菊陽町光の森7-33-1
ゆめタウン光の森 本館2F

宮崎県 イオンモール宮崎店 0985-42-9160 〒880-0834 宮崎県宮崎市新別府町江口862-1 
イオンモール宮崎2F

（※）ポートウォークみなと店は、平成29年12月1日〜8日は改装期間となります。12月9日以降は、1Fでの営業となります。

ご利用可能店舗
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株主様の優待額 図書カード NEXT

2,000 円相当 500 円× 4 枚

3,000 円相当 500 円× 6 枚

4,000 円相当 500 円× 8 枚

4,500 円相当 500 円× 9 枚

6,000 円相当 500 円× 12 枚

お買物優待券
●当社店舗でご利用いただけます。
（ご利用可能店舗は本冊子5～12ページをご
参照ください。）

2,000優待ポイント 2,000優待ポイント
お買物優待券 図書カードNEXT

優待券 図書カード

株主様の優待額 優待券

2,000 円相当 500 円× 4 枚

3,000 円相当 500 円× 6 枚

4,000 円相当 500 円× 8 枚

4,500 円相当 500 円× 9 枚

6,000 円相当 500 円× 12 枚

・本券はP5〜P12に記載しておりますWonderGoo、
WonderREX、新星堂の各店舗にてご利用いただけます。

・本券は現金とのお引き換えはいたしません。また、釣銭は
出ませんので、額面以上の商品をご利用ください。

・本券の盗難、紛失、遺失等に対して、当社はその責を負い
ませんのでご了承ください。

・本券は株主様のお手元に到着したその日から、平成29年
12月31日までの期間のお買い物にご利用いただけます。

・本券はミシン目を切り取られますと、無効になります。
・本券は他の割引券と併用してご利用いただけます。
・本券は非売品です。

優待券ご利用上のご注意

・本券のご利用方法は、従来の図書カードと変わりません。
・本券の有効期限は発行から10年となります。
・本券の残額、利用履歴はインターネットの専用サイトより
ご確認いただけます。

※図書カードNEXTに関する詳細内容は、下記ご案内サイト
をご覧ください。

   http://hello.toshocard.com/

図書カードNEXTご利用上のご注意


