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１．株主優待品のセット内容

下記の①から④の

ます。 

 

① 100 株以上

セット名 

【オンリーミネラル

ファンデーションセットＡ

（ライトオークル）

【オンリーミネラル

ファンデーションセットＡ

（オークル）

【オンリーミネラル

ミネラルピグメント３色セ

ット 

【サプリメント】

ヒアルロン酸シルクアミノ

２袋セット 

 

② 100 株以上

セット名 

【オンリーミネラル

ファンデーションセットＢ

（ライトオークル）
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①から④の各カテゴリ

株以上 500 株未満、

オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＡ

（ライトオークル） 

オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＡ

（オークル） 

オンリーミネラル】 

ミネラルピグメント３色セ

【サプリメント】 

ヒアルロン酸シルクアミノ

 

株以上 500 株未満、

オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＢ

（ライトオークル） 

                              

株主優待

株主優待品のセット

１．株主優待品のセット内容 

各カテゴリごと

株未満、2 年未満保有（

セット内容

ファンデーションセットＡ 

・ファンデーション

・ミネラルピグメント

・デビューブラシ

合計 5,500

ファンデーションセットＡ 

・ファンデーション

・ミネラルピグメント

・デビューブラシ

合計 5,500

ミネラルピグメント３色セ

・ミネラルピグメント

・ミネラルピグメント

・ミネラルピグメント

合計 5,400

ヒアルロン酸シルクアミノ 

・ヒアルロン酸シルクアミノ

合計 6,668

株未満、2 年以上保有（

セット内容

ファンデーションセットＢ 

・ファンデーション

・ファンデーションブラシ

・ミネラルルージュ

合計 10,300

                              

株主優待品のセット

セット内容が下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

ごとに記載する商品セットの中から、お好きなものを

年未満保有（5,000

セット内容 

・ファンデーション(ライトオークル

・ミネラルピグメント

・デビューブラシ(1,200

5,500 円相当 

・ファンデーション(オークル

・ミネラルピグメント

・デビューブラシ(1,200

5,500 円相当 

・ミネラルピグメント

・ミネラルピグメント

・ミネラルピグメント

5,400 円相当 

・ヒアルロン酸シルクアミノ

6,668 円相当 

年以上保有（10,000

セット内容 

・ファンデーション(ライトオークル

・ファンデーションブラシ

・ミネラルルージュ(ラズベリーピンク

10,300 円相当 

                              

会 社 名

代 表 者 名

問合せ先

Ｔ Ｅ Ｌ

Ｕ Ｒ Ｌ

セット内容決定

内容が下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

記 

に記載する商品セットの中から、お好きなものを

5,000 円相当の自社商品セット）

ライトオークル

・ミネラルピグメント(パーリーベージュ

1,200 円)×1 

オークル)2.5ｇ

・ミネラルピグメント(パーリーベージュ

1,200 円)×1 

・ミネラルピグメント(ダイヤモンドグリッター

・ミネラルピグメント(パーリーベージュ

・ミネラルピグメント(ブロンズ)(1,800

・ヒアルロン酸シルクアミノ(3,334

10,000 円相当

ライトオークル

・ファンデーションブラシ(3,500 円

ラズベリーピンク

                              

会 社 名 

（ コード番号：

代 表 者 名 

問合せ先責任者 

Ｔ Ｅ Ｌ 

Ｕ Ｒ Ｌ 

内容決定に関するお知らせ

内容が下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

に記載する商品セットの中から、お好きなものを

円相当の自社商品セット）

ライトオークル)2.5ｇ(2,500

パーリーベージュ)(1,800

ｇ(2,500 円)×

パーリーベージュ)(1,800

ダイヤモンドグリッター)(

パーリーベージュ)(1,800

1,800 円)×1 

3,334 円)×2 

円相当の自社商品セット

ライトオークル)7ｇ(3,800

円)×1 

ラズベリーピンク)(3,000 円

                              

ヤ ー マ ン 株 式 会 社

コード番号：6630

代表取締役社長

取締役管理本部長

03‐5665‐

https://corporate.ya

に関するお知らせ 

内容が下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

に記載する商品セットの中から、お好きなものを

円相当の自社商品セット） 

2,500 円)×1 

1,800 円)×1 

×1 

1,800 円)×1 

)(1,800 円)×

1,800 円)×1 

 

の自社商品セット） 

3,800 円)×1 

円)×1 

                              

2012 年

ヤ ー マ ン 株 式 会 社
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代表取締役社長 山 﨑

取締役管理本部長 宮
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内容が下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。

に記載する商品セットの中から、お好きなものを 1 点選択していただき

×1 

                               

年 4 月 15 日

ヤ ー マ ン 株 式 会 社

東証第一部 ） 

﨑 貴 三 代

宮 﨑 昌 也

-man.com/ 

内容が下記のとおり決定いたしましたので、お知らせいたします。 

点選択していただき

 

日 

ヤ ー マ ン 株 式 会 社 

代 

也 

 

点選択していただき

https://corporate.ya-man.com/


 

セット名 セット内容 

【オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＢ 

（オークル） 

・ファンデーション(オークル)7ｇ(3,800 円)×1 

・ファンデーションブラシ(3,500 円)×1 

・ミネラルルージュ(ラズベリーピンク)(3,000 円)×1 

合計 10,300 円相当 

【オンリーミネラル】 

エクストラシリーズスキン

ケアセット 

・エクストラモイスチャーローション 120ml(4,000 円)×1 

・エクストラフォーミングソープ 100g(3,000 円)×1 

・エクストラセラム 50ml(5,000 円)×1 

合計 12,000 円相当 

【お子様用シリコン電動歯

ブラシ】 

FOREO ISSA mikro 

・FOREO ISSA mikro(11,200 円)×1 

合計 11,200 円相当 

※カラーのご指定はできません。 

 

③ 500 株以上、2 年未満保有（14,000 円相当の自社商品セット） 

セット名 セット内容 

【オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＣ 

（ライトオークル） 

・ファンデーション(ライトオークル)2.5ｇ(2,500 円)×1 

・ファンデーションブラシ(3,500 円)×1 

・コンシーラー＆ハイライトブラシ(2,400 円)×1 

・ブロウ＆ライナーブラシ(2,200 円)×1 

・ミネラルピグメント(ブロンズ)(1,800 円)×1 

・ミネラルピグメント(カシス)(1,800 円)×1 

合計 14,200 円相当 

【オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＣ 

（オークル） 

・ファンデーション(オークル)2.5ｇ(2,500 円)×1 

・ファンデーションブラシ(3,500 円)×1 

・コンシーラー＆ハイライトブラシ(2,400 円)×1 

・ブロウ＆ライナーブラシ(2,200 円)×1 

・ミネラルピグメント(ブロンズ)(1,800 円)×1 

・ミネラルピグメント(カシス)(1,800 円)×1 

合計 14,200 円相当 

【オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＤ 

（ライトオークル） 

・ファンデーション(ライトオークル)2.5ｇ(2,500 円)×1 

・ミネラルピグメント(パーリーベージュ)(1,800 円)×1 

・デビューブラシ(1,200 円)×1 

・エクストラセラム 50ml(5,000 円)×1 

・エクストラモイスチャーローション 120ml(4,000 円)×1 

合計 14,500 円相当 

【オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＤ 

（オークル） 

・ファンデーション(オークル)2.5ｇ(2,500 円)×1 

・ミネラルピグメント(パーリーベージュ)(1,800 円)×1 

・デビューブラシ(1,200 円)×1 

・エクストラセラム 50ml(5,000 円)×1 

・エクストラモイスチャーローション 120ml(4,000 円)×1 

合計 14,500 円相当 

【ボディケアローラー】 

アセチノメガシェイプ 

・アセチノメガシェイプ(14,800 円)×1 

合計 14,800 円相当 

 

 



 

④ 500 株以上、2 年以上保有（20,000 円相当の自社商品セット） 

セット名 セット内容 

【オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＥ 

（ライトオークル） 

・パワーストーンファンデーション(ライトオークル)(4,000 円)×1 

・ファンデーションブラシ(3,500 円)×1 

・ブロウ＆ライナーブラシ(2,200 円)×1 

・アイブロウ(ショコラブラウン)(2,100 円)×1 

・ミニフェイスブラシ(2,500 円)×1 

・フェイスパウダー(ベルベット)(2,539 円)×1 

・ミネラルピグメント（ベビーピンク）(1,800 円)×1 

・ミネラルピグメント(ダイヤモンドグリッター)(1,800 円)×1 

合計 20,439 円相当 

【オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＥ 

（オークル） 

・パワーストーンファンデーション(オークル)(4,000 円)×1 

・ファンデーションブラシ(3,500 円)×1 

・ブロウ＆ライナーブラシ(2,200 円)×1 

・アイブロウ(ショコラブラウン)(2,100 円)×1 

・ミニフェイスブラシ(2,500 円)×1 

・フェイスパウダー(ベルベット)(2,539 円)×1 

・ミネラルピグメント（ベビーピンク）(1,800 円)×1 

・ミネラルピグメント(ダイヤモンドグリッター)(1,800 円)×1 

合計 20,439 円相当 

【オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＦ 

（ライトオークル） 

・ファンデーション(ライトオークル)7ｇ(3,800 円)×1 

・ファンデーションブラシ(3,500 円)×1 

・ミネラルルージュ(ラズベリーピンク)(3,000 円)×1 

・エクストラモイスチャーローション 120ml(4,000 円)×1 

・エクストラフォーミングソープ 100ｇ(3,000 円)×1 

・エクストラセラム 50ｍl(5,000 円)×1 

合計 22,300 円相当 

【オンリーミネラル】 

ファンデーションセットＦ 

（オークル） 

・ファンデーション(オークル)7ｇ(3,800 円)×1 

・ファンデーションブラシ(3,500 円)×1 

・ミネラルルージュ(ラズベリーピンク)(3,000 円)×1 

・エクストラモイスチャーローション 120ml(4,000 円)×1 

・エクストラフォーミングソープ 100ｇ(3,000 円)×1 

・エクストラセラム 50ｍl(5,000 円)×1 

合計 22,300 円相当 

【ブラシ型ヘアアイロン】 

DAFNI go セット 

・DAFNI go(19,000 円)×1 

・ヒートアクティブトリートメント 10ml(2,500 円)×1 

合計 21,500 円相当 

※カラーのご指定はできません。 

 

※商品の詳細につきましては、当社公式通販サイトをご覧ください。 

ヤーマンオンラインストア  https://www.ya-man.com/ 

 

 

以上 

https://www.ya-man.com/

