
株式会社ファンペップ

第９期

株主優待割引
商品カタログ

＜申込期限＞

2022年９月30日必着
（申込ハガキ当日消印有効）



株主優待の申込み方法
当社機能性ペプチドが配合された㈱SMV JAPAN及び㈱ReBeageの商品を割引価格にて購入
できます。ご希望の方は、同封の専用ハガキを利用してお申込みください。

※ 株主優待商品の購入申込みは、専用ハガキのみで承ります（コピーは使用不可）。

株式会社ReBeage

化粧品等
２－１「BBホワイトエッセンス CP」のみ
機能性ペプチドが配合されています

株式会社SMV JAPAN

アルコール除菌スプレー
機能性ペプチドが配合されています

※   申込書にご記入いただいた情報は、㈱SMV JAPAN
において本商品の発送手続のために利用いたしま
す。

※   申込書にご記入いただいた情報は、本商品の発送
手続のため、㈱ReBeageに提供し、同社において、
本商品の発送手続のために利用いたします。

株式会社SMV JAPAN 商品 申込ハガキ
－ 株式会社ファンペップ 株主優待 －

◆ 購入申込商品及び支払金額
下記商品（ １－１ ～ １－３ ）から購入希望の１商品のみを選択し、太線枠内の【　】
の中（４ヶ所すべて）を埋めて下さい。

商品番号 商品名 特別優待価格
（税込み）

１－１ ポケッタブルウイルス除去スプレー（１５ml）
１０個セット １，９６６円

１－２ ポケッタブルウイルス除去スプレー（１５ml）
１５個セット ２，４５８円

１－３ ポケッタブルウイルス除去スプレー（１５ml）
２０個セット ３，２７８円

販売価格： 商品番号　１－【　　　】 【　　　　　　】円

送料 ８５０円（ただし、北海道・沖縄・離島は１，２５０円）【　　　　　　】円

支払金額（販売価格＋送料） 【　　　　　　】円

◆ 株主様及び商品お届け先情報
下記の太線枠内のすべてをご記入下さい。
※ 個人情報保護シールを本面に貼ったうえでハガキを投函して下さい。
※ 支払方法は代引きになりますので、 お届け先にて商品のお渡しと引き換えに上記 

「支払金額」をお支払い下さい。

株主様ご本人
フリガナ 連絡先 電話番号

お名前

商品お届け先
〒

都道
府県

フリガナ 連絡先 電話番号

お名前
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株式会社ReBeage 商品 申込ハガキ
－ 株式会社ファンペップ 株主優待 －

◆ 購入申込商品及び支払金額
下記商品（ ２－１ ～ ２－８ ）から購入希望の商品を選択（複数選択可）し、太線枠内
の商品の「個数」及び【　】の中（３ヶ所）をすべて埋めて下さい。

商品番号 商品名 特別優待価格
（税込み） 個数

２－１ BB ホワイトエッセンス CP ４，７５０円 個
２－２ ホワイトエッセンス 6，４００円 個
２－３ ブースターセラム 9，５００円 個
２－４ エクストラ モイスト ローション ７，2５０円 個
２－５ リッチ モイスト クレンジング オイル 6，6００円 個
２－６ コンセントレート エッセンス マスク 8，４００円 個
２－７ プライム ボディクリーム 8，9５０円 個
２－８ バランス スキャルプ エナジー ネオ ４，５００円 個

ReBeage商品合計（各商品の価格×個数の合計） 【　　　　　　】円

送料 8５０円（ただし、北海道・沖縄・離島は１，2５０円）【　　　　　　】円

支払金額（上記の「商品合計」＋「送料」） 【　　　　　　】円

◆ 株主様及び商品お届け先情報
下記の太線枠内のすべてをご記入下さい。
※ 個人情報保護シールを本面に貼ったうえでハガキを投函して下さい。
※ 支払方法は代引きになりますので、 お届け先にて商品のお渡しと引き換えに上記 

「支払金額」をお支払い下さい。

株主様ご本人
フリガナ 連絡先 電話番号

お名前

商品お届け先
〒

都道
府県

フリガナ 連絡先 電話番号

お名前
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商品に関する問合せ先

 info@smv.co.jp

ポケッタブルウイルス除去スプレー 15ml

株式会社SMV JAPANと当社との共同開発により生まれたウイルス除去スプレー。
ポケットやバッグにもスッキリ入る薄型カードサイズで、携帯に便利。
外出中など気になった時にサッと除菌ができます。

・アルコール63v/v％　・機能性ペプチド配合
・アルコールのニオイをおさえたグレープフルーツの香り　・日本製

１－１商品番号

ポケッタブルウイルス
除去スプレー 15ml

10個
セット

希望小売価格 3,278円

特別優待価格

1,966円(税込み)

40％
OFF

１－３商品番号

ポケッタブルウイルス
除去スプレー 15ml

20個
セット

希望小売価格 6,556円

特別優待価格

3,278円(税込み)

50％
OFF

１－２商品番号

ポケッタブルウイルス
除去スプレー 15ml

15個
セット

希望小売価格 4,917円

特別優待価格

2,458円(税込み)

50％
OFF



いつまでも美しく

若々しい肌でありたい

と願う女性のために生まれた

ReBeage（リビエージュ）

幻の白いはちみつと植物療法理論の

融合で自信が持てる素肌へ

植物療法理論による皮膚再生の治療
にも応用される植物成分の独自ブレ
ンドレシピにより年齢を重ねた肌を 
健やかに美しくサポートします。

ハワイ島に生息するキアヴェの花蜜からつくられた自
然由来成分の特性が失われないように特別な製法で
採取された希少価値の高い幻の白いはちみつを配合。
乾燥する肌をしっかりと保湿し、肌にハリや潤いを与
えます。

100%オーガニック
ハワイの恵、幻の「白いはちみつ」を配合

植物療法（フィトテラピー）理論による
肌本来の力を目覚めさせる黄金レシピ



商品に関する問合せ先

 03-4572-7712　 ※ 10:00～17:00（土日祝日を除く）

 support@rebeage.com

２－１商品番号

２－３商品番号

２－２商品番号

２－４商品番号

ReBeage BB White Essence CP
リビエージュ BBホワイトエッセンス CP

ReBeage Booster Serum
リビエージュ ブースターセラム

ReBeage White Essence
リビエージュ ホワイトエッセンス

ReBeage Extra Moist Lotion
リビエージュ エクストラ モイスト ローション

希望小売価格 9,500円

特別優待価格

4,750円(税込み)

希望小売価格 19,000円

特別優待価格

9,500円(税込み)

希望小売価格 12,800円

特別優待価格

6,400円(税込み)

希望小売価格 14,500円

特別優待価格

7,250円(税込み)

50％
OFF

50％
OFF

50％
OFF

50％
OFF

UV化粧品ベース SPF30/PA++（容量30g)

美容液（容量30ml）

美容エッセンス（容量30ml)

化粧水（容量120ml)

厳選された植物成分、ヒアルロン酸の
産生促進作用を持つ機能性ペプチドを
配合した高級スキンケアクリーム。
この1本で、「スキンケア効果」、「日焼
け止め効果」、「化粧下地」、「ファン
デーション」の役目を果たします。

17種類の植物成分やヒアルロン酸、コ
ラーゲンなどを贅沢に配合した高機能
美容液。
化粧水で肌を整えた後、適量を手に取
り、お顔全体と首やデコルテに塗布し
てください。

ローヤルゼリーエキスやオタネニンジ
ンエキスなどを加えた濃縮タイプの美
容エッセンス。
お手持ちの化粧水や乳液、クリームに
１～２滴混ぜてご使用ください。

高保湿とバリア機能、自己免疫力を高
める植物成分配合の高機能化粧水。
洗顔後、適量をコットンにとり、お顔
全体にやさしくなじませます。

［製造販売元］株式会社サンルイ・インターナッショナル

［製造販売元］株式会社サンルイ・インターナッショナル

［製造販売元］株式会社サンルイ・インターナッショナル

［製造販売元］株式会社サンルイ・インターナッショナル

※　予告なく成分、パッケージが変更になる場合がございます。予めご了承ください。



商品に関する問合せ先

 03-4572-7712　 ※ 10:00～17:00（土日祝日を除く）

 support@rebeage.com

２－５商品番号

２－７商品番号

２－６商品番号

２－８商品番号

ReBeage Rich Moist Cleansing Oil
リビエージュ リッチ モイスト クレンジング オイル

ReBeage Prime Body Cream
リビエージュ プライム ボディクリーム

ReBeage Concentrate Essence Mask
リビエージュ コンセントレート エッセンス マスク

ReBeage Balance Scalp Energy Neo
リビエージュ バランス スキャルプ エナジー ネオ

希望小売価格 13,200円

特別優待価格

6,600円(税込み)

希望小売価格 17,900円

特別優待価格

8,950円(税込み)

希望小売価格 16,800円

特別優待価格

8,400円(税込み)

希望小売価格 9,000円

特別優待価格

4,500円(税込み)

50％
OFF

50％
OFF

50％
OFF

50％
OFF

クレンジングオイル（容量120ml）

ボディクリーム（容量200g）

保湿シートマスク（容量５枚入）

頭皮用化粧水（容量150ml）

肌のバリアを傷つけることなく、汚れ
をやさしく落としてくれるクレンジン
グオイル（メイク落とし）。

高い引き締め効果が期待できる高機能
ボディクリーム。
気になる部分にマッサージしながら塗
り込んでください。

ウンカリアトメントサやビルベリー葉
エキスなどの新世代のアンチエイジン
グ成分を贅沢に配合した高保湿シート
マスク。
乾いた肌に潤いを与え、キメの整った
素肌に仕上げます。

オタネニンジンエキスを配合し、健や
かな頭皮と毛髪をサポートする頭皮用
ローション。
適量を頭皮に直接つけてマッサージし
てください。

［製造販売元］株式会社サンルイ・インターナッショナル

［製造販売元］株式会社サンルイ・インターナッショナル

［製造販売元］株式会社サンルイ・インターナッショナル

［製造販売元］リジェンティス株式会社

※　予告なく成分、パッケージが変更になる場合がございます。予めご了承ください。



注意事項

お問合せ先

株主優待 申込ハガキ   

100株（１単元）以上保有する株主様に、申込ハガキ各１枚（株式会社SMV JAPAN商品用
及び株式会社ReBeage商品用）をお送りしております。
当社株式を1,000株（10単元）以上保有する株主様には、追加で申込ハガキ各９枚をお送
りすることができますので、ご希望の方は、当社（03-5315-4200）まで連絡をお願いい
たします。

商品購入代金の支払方法

代金の支払いは「代引き」でお願いしております（代引き手数料は無料）。
お届け先にて商品と引き換えに商品購入代金等（送料含む）を現金にてお支払いください
（クレジットカードは使用できません）。
銀行振込等のその他の支払方法は取扱っておりません。

商品の発送

商品の発送は、申込ハガキ到着より約１～２週間を予定しておりますが、商品欠品等の
理由により御時間を頂くことがあります。
商品は、商品販売元各社から直接発送いたします。商品発送後のキャンセル、受領拒否等、
破損や不良品以外での商品の返品・取替えはできません。

商品に関しては、商品紹介ページに記載した各社の連絡先へ
お問い合わせください。

商品に関する
御質問

株主優待及び当社株式に関しては、当社へお問い合わせください。

株式会社ファンペップ 03-5315-4200  

その他の
御質問



株式会社ファンペップ


