
■お申し込みについて
・お申し込み受付期間につきましては
　開始：2021年10月11日（月）【WEB・電話10：00から】
　終了：【電話：2021年12月24日（金）18：00まで】
　　　 【WEB：2021年12月31日（金）23：59まで】
・お申し込み方法はWEBサイトからのお申し込みと、お電話でのお申し込
みとなります。
・商品につきましては、先着順となりますので、ご希望に添えない場合があ
ります。予めご了承いただけますようお願いいたします。
■商品発送について
・お申し込みいただきました商品は2021年11月上旬より順次発送となり
ます。（お申し込みから1ヶ月程度での発送となりますが、商品の入荷状況
により前後いたしますので、予めご了承いただけますようお願いいたしま
す。）
・複数商品をお申し込みの場合、すべての商品が揃った時点での発送とな
ります。（発送予定日が一番遅い商品に合わせての発送となります。）
・お申し込みが殺到した場合、やむを得ず発送が遅れてしまう可能性がご

ざいます。詳細はWEBサイトにてご案内させていただきますので、ご確
認ください。
・配送会社の指定および配送日時のご指定は承っておりませんので、予め
ご了承いただけますようお願いいたします。
・お申し込みはご本人様に限りますが、お届け先住所は変更可能です。（ギ
フトラッピングはおこなえません。）
・お申し込み単位の梱包・発送になりますが、同じ株主様で、同日同住所へ
のお申し込みは同梱でお送りする場合がございます。また、数量が多い場
合は、複数小口に分かれて発送になる場合がございます。
・その他一部商品につきましては、別途お送りさせていただく場合がござ
います。
■その他
・食品など一部商品につきましては、賞味期限がございますのでご確認く
ださい。
・お申し込み後の株主様のご都合による商品の交換・返品はいたしかねます。

【注意事項】
※商品お受け取り：お申し込み受付後、2021年11月より設定いただいたお届け先へ順次お届けする予定です。

お電話でのお申し込み方法 ※ お電話でのお申し込み期間は、2021年10月11日（月）10：00から2021年12月24日（金）18：00までです。

お手元の株主ご優待券にて
ご確認ください。

下記の番号に
お電話ください

4 桁の商品番号を
お控えください

商品番号、発送先などを
お伝えください。

優待商品申し込み 専用ダイヤル 0120-692-185（受付時間：土日祝日を除く10：00～18：00）

POINT 1234

優待通知書で
優待ポイントを確認

1 32 4
商品申し込み窓口へ

お電話
優待カタログから
お好きな商品を選択

商品ご注文

BRUNO株式会社　108-0014　東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル3階

株主さま
ご優待カタログ

第26期（期末）

お申し込み有効期限

202110/11（月）～12/31（金）
Expires

ご優待お申し込み

https://sr.rizapgroup.com/

WEBサイトのみでの掲載商品もございます。

0120-692-185（ご優待カタログ掲載分）
受付時間：平日10：00～18：00（土日祝日を除く）

優待商品申し込み 専用ダイヤル（受付期間は10月11日10：00～12月24日18：00まで）

株式会社イデアインターナショナルは、2021年10月1日より社名を「BRUNO株式会社（ブルーノカブシキガイシャ）」と変更いたします

（WEB申し込み受付期間は10月11日10：00～12月31日23：59まで）

お問い合わせ先　受付時間：平日10：00～18：00（土日祝日、年末年始12月25日から1月3日までを除く）

yutai-cs@bruno-inc.com0120-803-268

2021年12月31日までにWEB申し込みURLよりお申し込みください。
（電話申し込み専用ダイヤルからの申し込みの場合は
2021年12月24日18：00までですのでご注意ください）

②優待商品お申込み
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WEBお申し込みシステム導入

ECクーポン
各社の公式オンラインショップでご利用いただけるＥＣクーポンを、株主さまご優待サイトより交換お申し込み完了後、
別途、ご登録いただいたアドレス宛に、電子メールにてお送りいたします。クーポンコードの送信は11月上旬より順次送
信を予定しております。
※ECクーポンは、お電話での申し込みは承っておりません。
※ECクーポンの詳細内容は、WEBサイト（https://sr.rizapgroup.com/）をご覧ください。

5,000ポイント
BRUNO株式会社公式オンラインショップ『ＥＣクーポン』（https://idea-onlineshop.jp/top.html）
（11,000円(税込)以上ご購入で5,000円引き）１度のご購入でご利用いただけるクーポンは１つです。

3,000ポイント
シカタ公式オンラインショップ『ＥＣクーポン』（①https://www.ysaccs.com/　②https://www.labagagerie.jp/）
（10,000円（税込）以上ご購入で3,000円引き）１度のご購入でご利用いただけるクーポンは１つです。

2,000ポイント
健康コーポレーション公式オンラインショップ『ＥＣクーポン』（http://www.kenkoucorp.com）
（4,000円（税込、送料込）以上ご購入で2,000円引き）１度のご購入でご利用いただけるクーポンは１つです。

2,000ポイント
D&M公式オンラインショップ『ＥＣクーポン』（https://www.dmonline-shop.jp/）
（4,000円(税込)以上ご購入で2,000円引き）１度のご購入でご利用いただけるクーポンは１つです。

本カタログ掲載商品の他に、
WEBサイト限定の掲載商品もご用意しております。

https://sr.rizapgroup.com/
※WEBサイトのみ掲載商品は、お電話でのお申し込みは承っておりません。

当カタログより、お好きな商品を組み合わせてお選びいただけます。
WEBお申し込みシステムを
RIZAPグループ各社と同様のシステムへ変更致しました。
WEBお申し込みシステムを
RIZAPグループ各社と同様のシステムへ変更致しました。
簡単にスピーディーにWEBでお申し込み
優待商品はパソコンかスマホで簡単・確実にお申し込みできます。

その場で在庫が分かる
WEBお申し込みシステムは商品在庫をリアルタイムで反映。お申し込み前に商品の在庫の有無を確認できます。

送り先が変更可能（ギフトラッピングはおこなえません。）
WEBお申し込みシステムでは送り先を自由に変更できます。

パソコン
スマホ
対応！

株主の皆様へ　
日頃の感謝を込めてご優待品をお届けいたします。
株主の皆様には、平素より格別のご愛顧とご支援を賜り誠にありがとうございます。
当社では、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝の意を込めまして、ご優待品をお贈りしております。
お好みの品を楽しみながらお選びいただければ幸いです。
今度とも、変わらぬご愛顧とご支援を賜りますよう、よろしくお願いいたします。

【お申し込み基準】
2021年6月30日現在の株主名簿に記載された当社株式100株以上所有されている方

商品の価格設定は、消費税+諸費用を加味した金額に基づいて設定しています。

100株以上200株未満

200株以上400株未満

400株以上600株未満

600株以上1,000株未満

1,000株以上

RIZAPグループ商品から 9,000 POINT
9,000円相当分のご希望の優待商品をお選びいただき贈呈いたします。

RIZAPグループ商品から18,000 POINT
18,000円相当分のご希望の優待商品をお選びいただき贈呈いたします。 

RIZAPグループ商品から24,000 POINT
24,000円相当分のご希望の優待商品をお選びいただき贈呈いたします。

RIZAPグループ商品から30,000 POINT
30,000円相当分のご希望の優待商品をお選びいただき贈呈いたします。

RIZAPグループ商品から36,000 POINT
36,000円相当分のご希望の優待商品をお選びいただき贈呈いたします。

☎お申し込みはお電話でも
　 受け付けております。

ご注意
ハガキでの
ご注文方法は
ございません

詳しいご注文方法は

裏表紙をご覧ください。

お申し込みはカンタン！ 4step

WEBでお申し込み商品番号を確認商品を選ぶ 商品お受け取り

1234

P3～P6をご覧頂き、
ご希望の商品をお選びください。

商品はカテゴリ別に掲載しております。

ご希望の商品を見つけたら、
４桁の商品番号をお控えください。

商品番号は商品名の上に
記載しております。

STEP2でお控え頂いた４桁の商品番号を
株主優待サイトで検索。
任意のお届け先を設定して
お申し込みいただけます。

お申し込み受付後、
2021年11月より

設定いただいたお届け先に
順次お届け予定です。

1234 検索

商品番号は
こちらです

※お電話でのお申し込み期間は、
2021年10月11日（月）10:00から
2021年12月24日（金）18：00までです。

STEP1 STEP3STEP2 STEP4
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WEBお申し込みシステム導入
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STEP1 STEP3STEP2 STEP4

3※掲載商品はすべて商品数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

商品番号 カテゴリー

 1038  インテリア雑貨 

 BRUNO　ブリスタークロック （Sサイズ） 
[ 本体サイズ：横幅120mm、高さ130mm、奥行40mm/重量：52g/材質：PET/電源：単3形乾電
池×1 ]
色が選べる    ブルー、クリア、グリーン、オレンジ 

 商品を守るブリスターパックを、
人々の暮らしを見守る時計に 

 1000  Point

 商品を守るパッケージとして生まれた「ブリスターパック」。
bruna BY BRUNOは、ブリスターパックを使った、クリアでライトな
時計を作りました。
開けたら捨てられてしまうモノに、新しい価値を。
これからは、人々の生活の中に溶け込み、暮らしを見守る時計として、
時を刻み続けます。 

1 数 量 限 定

ブルー クリア グリーン オレンジ

商品番号 カテゴリー

1051  トラベル雑貨 

 MILESTO　UTILITY
トラベル用圧縮袋 4サイズセット 
[ 本体サイズ：SS：横幅320mm、高さ420mm、S：横幅350mm、高さ500mm、M：横幅
400mm、高さ600mm、L：横幅450mm、高さ650mm、/材質：ポリエチレン、ナイロン/備考：
SS、S、M、L各1枚、SSサイズ：Tシャツ4枚程度、Sサイズ：Tシャツ6枚程度、Mサイズ：Tシャツ10
枚程度もしくはセーター 3枚程度、Lサイズ：Tシャツ16枚もしくはセーター 4枚程度 ]

 旅支度の必需品！パッキングが愉しくなる圧縮袋 

 1000  Point

使いやすい4サイズの圧縮袋がセットに。
パーカーやアウターなど厚手のものから細か
な靴下類まで、衣類のサイズにあわせてお使い
ください。
旅にまつわるキーワードが散りばめられたデ
ザインで旅支度を愉しく。

2 数 量 限 定



4 ※掲載商品はすべて商品数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

商品番号 カテゴリー

1039 インテリア雑貨

BRUNO　ブリスタークロック（Mサイズ）
[本体サイズ：横幅210mm、高さ230mm、奥行40mm/重量：93g/材質：PET/電源：単3形乾電池×1] 
色が選べる  ブルー、クリア、グリーン、オレンジ

商品を守るブリスターパックを、
人々の暮らしを見守る時計に

2000 Point

商品を守るパッケージとして生まれた
「 ブ リ ス タ ー パ ッ ク 」。bruna BY 
BRUNOは、ブリスターパックを使っ
た、クリアでライトな時計を作りまし
た。開けたら捨てられてしまうモノに、
新しい価値を。これからは、人々の生
活の中に溶け込み、暮らしを見守る時
計として、時を刻み続けます。

3 数 量 限 定

ブルー クリア

グリーン オレンジ

商品番号 カテゴリー

1029 美容・スキンケア

リレント　黒石鹸wa（2個入り）
[80g×2個] 

炭の吸着効果で毛穴に詰まった皮脂汚れを
すっきり洗いあげます。

2000 Point

緑茶の香りが心を和ませ、リラックス効果を高めます。
炭の吸着効果で毛穴に詰まった皮脂汚れをきれいに洗い流し、
保湿成分配合でしっとり洗いあげます。
＜セリシン・緑茶エキス配合＞

4 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1006 インテリア雑貨

BRUNO　グレイッシュアラームクロック
[本体サイズ：横幅90mm、高さ90mm、奥行32mm/重量：110g/材質：本体：スチール、ABS樹脂、
レンズ：ガラス/機能：電子音アラーム、ステップ秒針/電源：単3形乾電池×1] 
色が選べる  ピンク、グレー、ブルー

シックなグレイッシュカラーが
洗練された印象のコンパクトクロック

3000 Point

フレームのグレイッシュカラーがポイントのアラームクロック。
手のひらにすっぽり収まるサイズ感で、旅行や出張にも持ち運びできます。角度調整できるスタンド付き。

8 数 量 限 定

グレーピンク ブルー

商品番号 カテゴリー

1022 インテリア雑貨

BRUNO　フリーシート
[本体サイズ：横幅100mm、高さ200mm（2枚入り）/重量：約6g（1枚あたり）/約12g(セット）/
材質：漆喰、PET/交換目安：貼り付け後約6カ月※使用環境により効果が前後する場合があります/
備考：抗菌・抗ウイルスの効果は病気の治療や予防を目的としたものではありません。ロットにより多
少の差異・色差が生じることがあります。] 
色が選べる  ピンクブラック、オレンジグリーン

いつも触れる場所に貼るだけ！
自然素材「シックイ」を使った
抗菌・抗ウイルスシール

2000 Point

普段よく触るスイッチプレートやアルコールポ
ンプ、ドアノブなどに貼るだけで、手軽に細菌・
ウイルス対策ができます。
抗ウイルスに効果のある自然素材「シックイ」
を使っているので、付着した細菌やウイルスの
増殖を抑え、約半年間＊効果が続きます。
抗菌を兼ねて、携帯電話のデコレーションシー
ルとして愉しんでも◎。
＊使用環境により効果持続期間は前後する可
能性があります。

6 数 量 限 定

ピンクブラック オレンジグリーン

【株主優待限定】
BRUNO株式会社直営店3,000円値引券

［有効期限：2021年11月9日から2022年4月30日まで / 期間中、全国のBRUNO株式会社直営店舗で
11,000円（税込）以上のお買い物につき3,000円お値引いたします / 1会計につき1枚利用可能 / 一部店
舗では利用することができませんので、あらかじめご了承ください。/セール品、一部商品は対象外です。］ 

11,000円（税込）以上ご購入で3,000円引き
一度のお会計でご利用いただける券は1枚です。
当社の直営店舗でショッピングをお楽しみください
直営店情報はこちら　https://bruno-inc.com/?pg=shop

＜使用不可店舗＞
■IDEA SEVENTH SENSE 三井アウトレットパーク入間 / IDEA SEVENTH SENSE 三井アウトレットパー
ク ジャズドリーム長島

■本券がお手元に届きましてから、ご利用可能期間内(2021年11月9日から2022年4月30日まで)にご利用
くださいませ。

商品番号 カテゴリー

2001 チケット3000 Point7 数 量 限 定

直営店情報はこちら

商品番号 カテゴリー

1021 インテリア雑貨

BRUNO　クリーン チップス
[本体サイズ：横幅90mm、高さ140mm（2枚入り）/重量：約4g（1枚あたり）/約8g(セット）/材質：
漆喰、PET/交換目安：貼り付け後約6カ月※使用環境により効果が前後する場合があります/備考：
抗菌・抗ウイルスの効果は病気の治療や予防を目的としたものではありません。ロットにより多少の
差異・色差が生じることがあります。] 
色が選べる  ピンクブラック、オレンジグリーン

いつも触れる場所に貼るだけ！
自然素材「シックイ」を使った
抗菌・抗ウイルスシール

2000 Point

普段よく触るスイッチプレートやアルコールポ
ンプ、ドアノブなどに貼るだけで、手軽に細菌・
ウイルス対策ができます。
抗ウイルスに効果のある自然素材「シックイ」
を使っているので、付着した細菌やウイルスの
増殖を抑え、約半年間＊効果が続きます。抗菌
を兼ねて、携帯電話のデコレーションシールと
して愉しんでも◎。
＊使用環境により効果持続期間は前後する可
能性があります。

5 数 量 限 定

ピンクブラック オレンジグリーン



5※掲載商品はすべて商品数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

商品番号 カテゴリー

1031 美容・スキンケア

YOKIBI　エッセンストリートメント     
[内容量：300ml/香り：「ムスク」と「アンバー」の甘くやわらかな香り] 

傷んだ髪をしっとりつややかに整え、
まとまりとボリュームのある髪に
仕上げます。

4000 Point

パーマやヘアカラーで傷んだ髪をしっとりつややかに整え、
まとまりとボリュームのある髪に仕上げます。
[ノンシリコン・ノンアルコール]

12 数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1030 美容・スキンケア

YOKIBI　エッセンスシャンプー    
[内容量：300ml/香り：「ムスク」と「アンバー」の甘くやわらかな香り] 

ドライヘアも年齢を重ねた髪も、
ハリとコシ、ボリュームのある髪に
洗い上げます。

4000 Point11 数 量 限 定
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商品番号 カテゴリー

3002 美容・スキンケア

くろあわわ洗顔110g
[内容量：110ｇ（約30回分）/無香料、無着色、無鉱物油、石油系界面活性剤不使用/※泡立てネット
は付きません/※詳細はWEBサイトをご覧ください/提供：健康コーポレーション株式会社]

どろあわわサッパリタイプ。
頑固な汚れやざらつきに。

4000 Point

米と発酵の力でお肌をほぐして※汚れが落ちや
すい環境を作りながら泥と炭でゴッソリ吸着。
マンナン粒がザラツキもOFF。
※お肌をやわらかくすること。

数 量 限 定

詳細はこちら

商品番号 カテゴリー

3001 美容・スキンケア

どろあわわ洗顔110g
[内容量：110ｇ（約30回分）/無香料、無着色、無鉱物油、石油系界面活性剤不使用/※泡立てネット
は付きません/※詳細はＷＥＢサイトをご覧ください/提供：健康コーポレーション株式会社]

ほぐし洗顔で素肌が変わる！
しっかり落としてしっとり保湿。

4000 Point

米と発酵の力でお肌をほぐして※汚れが落ちや
すい環境を作りながら3種の泥で吸着。
※お肌をやわらかくすること。

13 数 量 限 定

詳細はこちら

商品番号 カテゴリー

1062 インテリア雑貨

BRUNO　セラミックウォーマー アニマルアイピロー
[本体サイズ：ウサギ：横幅200mm、高さ140mm、奥行20mm：キツネ：横幅200mm、高さ
150mm、奥行20mm/重量：約155g(ビーズ袋含む)/材質：表地/裏地：ウサギ：ポリエステル、
アクリル、その他　キツネ：ポリエステル、綿、アクリル、レーヨン、その他　袋生地：綿　中材：セ
ラミック、シリカゲル/機能：電子レンジ加熱式ウォーマー、繰り返し使用回数の目安：150回/※
縫製製品のため、サイズ・重量・柄の見え方に個体差があります。] 
形が選べる  ウサギ、キツネ

レンジでチン！目元をじんわり温める 
アニマルモチーフのアイピロー

3000 Point9 数 量 限 定

キツネウサギ

遊び心のあるかわいい動物たちのアイピロー。季節感のあるツイードやミックス調の表生地と、ふんわりとし
たボアの裏生地がポイント 。電子レンジで温めれば、じんわり優しい温かさとセラミックビーズのほど良い重
みが疲れた目もとを包み込みます。

商品番号 カテゴリー

1063 インテリア雑貨

BRUNO　セラミックウォーマー アニマルハグピロー
[本体サイズ：ネコ：横幅250mm、高さ270mm、奥行105mm：ウサギ：横幅250mm、高さ
290mm、奥行105mm：キツネ：横幅250mm、高さ270mm、奥行105mm/重量：約280g(ビー
ズ袋含む)/材質：側生地：ネコ：ウサギ：ポリエステル、アクリル、その他　キツネ：ポリエステル、綿、
アクリル、レーヨン、その他　詰め物：ポリエステル　袋生地：綿　中材：セラミック、シリカゲル/諸
機能：電子レンジ加熱式ウォーマー、繰り返し使用回数の目安：150回/※縫製製品のため、サイズ・
重量・柄の見え方に個体差があります。] 
形が選べる  ネコ、ウサギ、キツネ

レンジでチン！お腹回りをじんわり温める
アニマルモチーフのぬいぐるみピロー

4000 Point10 数 量 限 定

ウサギネコ キツネ

[ノンシリコン・ノンアルコール]

遊び心のあるかわいい動物たちのぬいぐるみピロー。冷えでつらい時、おなかまわりに当ててほっこりリラッ
クス。ポケットに手を入れれば、冷えた手先をやさしい温度でじんわり心地よく温めてくれます。



お問い合わせ先　受付時間：平日10：00～18：00（土日祝日、年末年始12月25日から1月3日までを除く）

0120-692-185 受付時間：平日10：00～18：00（土日祝日を除く）

0120-803-268 yutai-cs@bruno-inc.com

優待商品申し込み 専用ダイヤル（受付期間は10月11日10：00～12月24日18：00まで）

優待お申し込みサイト （WEB申し込み受付期間は10月11日10：00～12月31日23：59まで）

お申し込みはこちらから！

WEBサイトのみでの
掲載商品もございます。https://sr.rizapgroup.com/

この度、新型コロナウィルスによる感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。新型コロナウィルス感染拡大等の影響にともない、商品のご用意、ご発送にお時
間を頂戴する場合がございます。少しでも早くお届けできるように進めてまいりますので何卒ご理解のほどお願い致します。

ご利用登録手順　（ご利用登録のみ2021年10月1日10：00から行えます。）

株主優待お申し込みサイトへログイン・サービス利用登録

1 同封されている「株主優待WEBお申し込みログイン用ID・
パスワードのご通知」で、優待ポイント・IDなどを確認

2 お申し込みサイトへアクセス

https://sr.rizapgroup.com/

株主優待サイトに
ログインするのに必要な、
ユーザID・パスワード

2021年12月31日（金）2021年12月31日（金）

今年度の
使用可能ポイント

100000003140

https://sr.rizapgroup.com/

3

4

5

7
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6

6 ※掲載商品はすべて商品数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1014  キッチン家電 

 BRUNO　コンパクトホットプレート 
[ 本体サイズ：横幅375mm、高さ140mm、奥行235mm/重量：約2.3kg（平面プレート 、フタ使
用時/たこ焼きプレート使用時)/材質：本体:スチール、フェノール樹脂、プレート:アルミニウム合金

（内面ふっ素樹脂塗膜加工)/定格消費電力：1200W/機能：プレート取り替え式、温度調節（65度
～ 250度）、安全装置（サーモスタット/温度ヒューズ）、フッ素樹脂コートプレート/電源：AC100V/
付属品：平面プレート 、たこ焼きプレート 、木べら、マグネット式脱着電源コード/備考：工場出荷時
にはフタの取っ手が内側に取りつけてあります。ネジをはずし外側に取りつけ直してください。 ]
色が選べる    ネイビー、レッド、ホワイト

毎日の食卓を彩る
テーブルウエアの新定番
コンパクトホットプレート 

 9000  Point

 累計販売台数250万台突破*の大人気アイテ
ム！毎日の食卓を彩るテーブルウエアの新定番
BRUNO（ブルーノ）ホットプレート。今までの
ホットプレートにはなかった鋳物ホーローをイ
メージしたデザインはテーブルウエアのように
食卓を彩ります。2 ～ 3人にちょうどよいサイ
ズで、毎日のお料理からおうちパーティーまで
幅広く食卓で“つくる”を愉しめます。
*2021年7月31日時点 
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ネイビー

レッド ホワイト

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1033 オーガニック化粧品

MeTIME　AGホワイトニング クリーム 30g  
［【医薬部外品】内容量:30ｇ/原産国：日本/コスモスオーガニック化粧品］

なめらかに包み込み、
澄みわたる透明感としっとりとした
うるおいのある肌に保つ
薬用美白クリーム。 

7000 Point

原材料100％天然由来/原材料24％有機栽培
・美白有効成分ビタミンC誘導体配合。メラニ

ンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。
・アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギー

が起こらないということではありません）
・１００％天然精油の香り
・石油由来原料、合成保存料、合成香料、合成

着色料、鉱物油、シリコン不使用
・環境に配慮したリサイクルPETの容器を使用

しています。
・森林の環境保全に配慮した紙材を使用して

います。

15

商品番号 カテゴリー

1015  キッチン家電 

 BRUNO　ホットプレート グランデサイズ 
[ 本体サイズ：横幅480mm、高さ155mm、奥行280mm/重量：約3.2kg（平面プレート、フタ
使用時）/材質：本体：スチール、フェノール樹脂、プレート：アルミニウム合金（内面ふっ素樹脂塗
膜加工)/定格消費電力：1200W/機能：フッ素樹脂コート、プレート取り替え式、温度調節/電源：
AC100V/付属品：平面プレート、たこ焼きプレート、マグネット式脱着電源コード ]
色が選べる    ホワイト、レッド 

 食卓に笑顔が集まる、愉しさ広がる！
大きくなったホットプレート！ 

 18000  Point

 毎日のお料理からおうちパーティまで様々なシーンで活躍する食卓の主役が、4 ～ 5人で愉しめるグランデ
サイズに。鋳物ホーロー鍋をイメージしたデザインはテーブルウェアのように食卓を彩ります。 
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レッドホワイト

数 量 限 定

商品番号 カテゴリー

1032 オーガニック化粧品

MeTIME　AGホワイトニングセラム 40mL
［【医薬部外品】内容量：40ｍL/原産国：日本/コスモスオーガニック化粧品］

ジェル状のエッセンスが
うるおいを届け、
澄みわたる
透明感のある肌に整える
薬用美白セラム。

9000   Point

原材料100％天然由来/原材料20％有機栽培
・美白有効成分ビタミンC誘導体配合。メラニンの生

成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。
・アレルギーテスト済み（全ての方にアレルギーが起こ

らないということではありません）
・１００％天然精油の香り
・石油由来原料、合成保存料、合成香料、合成着色料、

鉱物油、シリコン不使用
・環境に配慮した植物由来のプラスチック容器を使用

しています。
・森林の環境保全に配慮した紙材を使用しています。

16 数 量 限 定



お問い合わせ先　受付時間：平日10：00～18：00（土日祝日、年末年始12月25日から1月3日までを除く）

0120-692-185 受付時間：平日10：00～18：00（土日祝日を除く）

0120-803-268 yutai-cs@bruno-inc.com

優待商品申し込み 専用ダイヤル（受付期間は10月11日10：00～12月24日18：00まで）

優待お申し込みサイト （WEB申し込み受付期間は10月11日10：00～12月31日23：59まで）

お申し込みはこちらから！

WEBサイトのみでの
掲載商品もございます。https://sr.rizapgroup.com/

この度、新型コロナウィルスによる感染症に罹患された皆様に、心よりお見舞い申し上げます。新型コロナウィルス感染拡大等の影響にともない、商品のご用意、ご発送にお時
間を頂戴する場合がございます。少しでも早くお届けできるように進めてまいりますので何卒ご理解のほどお願い致します。

ご利用登録手順　（ご利用登録のみ2021年10月1日10：00から行えます。）

株主優待お申し込みサイトへログイン・サービス利用登録

1 同封されている「株主優待WEBお申し込みログイン用ID・
パスワードのご通知」で、優待ポイント・IDなどを確認

2 お申し込みサイトへアクセス

https://sr.rizapgroup.com/

株主優待サイトに
ログインするのに必要な、
ユーザID・パスワード

2021年12月31日（金）2021年12月31日（金）

今年度の
使用可能ポイント

100000003140

https://sr.rizapgroup.com/
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7
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7※掲載商品はすべて商品数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。



■お申し込みについて
・お申し込み受付期間につきましては
　開始：2021年10月11日（月）【WEB・電話10：00から】
　終了：【電話：2021年12月24日（金）18：00まで】
　　　 【WEB：2021年12月31日（金）23：59まで】
・お申し込み方法はWEBサイトからのお申し込みと、お電話でのお申し込
みとなります。
・商品につきましては、先着順となりますので、ご希望に添えない場合があ
ります。予めご了承いただけますようお願いいたします。
■商品発送について
・お申し込みいただきました商品は2021年11月上旬より順次発送となり
ます。（お申し込みから1ヶ月程度での発送となりますが、商品の入荷状況
により前後いたしますので、予めご了承いただけますようお願いいたしま
す。）
・複数商品をお申し込みの場合、すべての商品が揃った時点での発送とな
ります。（発送予定日が一番遅い商品に合わせての発送となります。）
・お申し込みが殺到した場合、やむを得ず発送が遅れてしまう可能性がご

ざいます。詳細はWEBサイトにてご案内させていただきますので、ご確
認ください。
・配送会社の指定および配送日時のご指定は承っておりませんので、予め
ご了承いただけますようお願いいたします。
・お申し込みはご本人様に限りますが、お届け先住所は変更可能です。（ギ
フトラッピングはおこなえません。）
・お申し込み単位の梱包・発送になりますが、同じ株主様で、同日同住所へ
のお申し込みは同梱でお送りする場合がございます。また、数量が多い場
合は、複数小口に分かれて発送になる場合がございます。
・その他一部商品につきましては、別途お送りさせていただく場合がござ
います。
■その他
・食品など一部商品につきましては、賞味期限がございますのでご確認く
ださい。
・お申し込み後の株主様のご都合による商品の交換・返品はいたしかねます。

【注意事項】
※商品お受け取り：お申し込み受付後、2021年11月より設定いただいたお届け先へ順次お届けする予定です。

お電話でのお申し込み方法 ※ お電話でのお申し込み期間は、2021年10月11日（月）10：00から2021年12月24日（金）18：00までです。

お手元の株主ご優待券にて
ご確認ください。

下記の番号に
お電話ください

4 桁の商品番号を
お控えください

商品番号、発送先などを
お伝えください。

優待商品申し込み 専用ダイヤル 0120-692-185（受付時間：土日祝日を除く10：00～18：00）

POINT 1234

優待通知書で
優待ポイントを確認

1 32 4
商品申し込み窓口へ

お電話
優待カタログから
お好きな商品を選択

商品ご注文

BRUNO株式会社　108-0014　東京都港区芝5-13-18 いちご三田ビル3階

株主さま
ご優待カタログ

第26期（期末）

お申し込み有効期限

202110/11（月）～12/31（金）
Expires

ご優待お申し込み

https://sr.rizapgroup.com/

WEBサイトのみでの掲載商品もございます。

0120-692-185（ご優待カタログ掲載分）
受付時間：平日10：00～18：00（土日祝日を除く）

優待商品申し込み 専用ダイヤル（受付期間は10月11日10：00～12月24日18：00まで）

株式会社イデアインターナショナルは、2021年10月1日より社名を「BRUNO株式会社（ブルーノカブシキガイシャ）」と変更いたします

（WEB申し込み受付期間は10月11日10：00～12月31日23：59まで）

お問い合わせ先　受付時間：平日10：00～18：00（土日祝日、年末年始12月25日から1月3日までを除く）

yutai-cs@bruno-inc.com0120-803-268

2021年12月31日までにWEB申し込みURLよりお申し込みください。
（電話申し込み専用ダイヤルからの申し込みの場合は
2021年12月24日18：00までですのでご注意ください）

②優待商品お申込み
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