
G2優待
書籍

▶kiminiご利用申込み、
お問合せ等はこちらまで
https://bit.ly/3IrsBc1

脳とカラダの健康をサポートする
「学研の添削付き脳トレ通信講座」「学研ウェルネスCLUB」

株 主 優 待 カ タ ロ グ
2021年９月期

オンライン英会話レッスン♪「kimini」ご優待クーポン　

　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親子で参
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。

　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。

G3 
（100～399株）

G2
（400～1,199株）

G1
（1,200株以上）

長く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。

※長期保有優待は優待をお申込みいただいた株主様に贈呈しております。

保有株式数
および期間

400～1,199株 
3年以上保有

1,200株以上
3年以上保有

図書カードNEXT 1,000円 1,000円×2

ご送付方法 ❶商品セットに同梱
❷クーポンのみお申込みの場合は3月中旬頃に郵送

▶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　　メール：tgg-support@tokyo-global-gateway.co.jp

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

一般、シニア 対象

小学生・保護者対象

▶公式サイト（お申込み）
https://qrtn.jp/2wzx2

▶特設サイト
https://onl.tw/5XWmebB

W001
「学研の添削付き脳トレ通信講座」
1か月＋書籍
W002

「学研の添削付き脳トレ通信講座」
×3か月

G2
優待

G1
優待

W003
「学研ウェルネスCLUB」
トライアルコース×1か月＋書籍
W004

「学研ウェルネスCLUB」
スペシャルコース×2か月

G2
優待

G1
優待

K001
4,500円相当

K002
9,000円相当

G2
優待

G1
優待

クーポンご利用期間
2023年3⽉31日

まで

クーポンご利用期間
2022年8⽉31日

まで

クーポンご利用期間
2022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/

サービス内容は本誌P5
特集記事および、特設サイト、
公式サイトをご覧ください。

スタンダードプランもしくは幼児プランが
3か月間、毎月1,500円引き

スタンダードプランもしくは幼児プランが
3か月間、毎月3,000円引き
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「学研の添削付き脳トレ通信講座」
　毎月お届けする脳トレドリ
ルの添削とお便りの返送、「学
習管理シート」「脳機能活性検
査」「運動動画」など、楽しみな
がら認知症予防に取り組める
プログラムです。

・学研モールクーポン 2,000円

・学研モールクーポン 4,000円
・学研グループの商品セット
・サービスクーポン のいずれか１点

・学研モールクーポン 8,000円
・サービスクーポン

のいずれか１点、もしくはG2から２点

サービス
クーポン

サービス
クーポン

サービス
クーポン

TGG（TOKYO GLOBAL GATEWAY）ご利用クーポンG1
優待

幼児～一般対象

「学研ウェルネスCLUB」
　看護師とのオンライン面談
や脳トレドリル、運動動画で
認知機能UPに取り組んでい
ただくプログラムを提供しま
す。ご家族による見守りもサ
ポートします。

（4,000円相当）

T001



　昨年から株主優待の仲間入りをし、多くの株主様にご利用、ご好評いただきました
学研モールを、より便利に楽しくご利用いただけるよう、「学研モールの歩き方」をガ
イドいたします。

▶学研モールとは
Web上で学研グループの商品がご購入いただけるショッピングモールです。

▶学研モールクーポンについて
学研モールの商品購入でご利用いただける、各ショップ共通のクーポン番号です。
クーポン番号は、電子メールで固有のコードをお知らせいたします。郵便等による

　送付は行っておりません。

「Gakken ID」は学研モールのパスポート

学研モールクーポン

「学研モールの歩き方」 「学研モールの世界」

　学研モールをご利用いただくには、Gakken ID
が必要になります。
　Gakken IDは学研グループのサービス共通IDで
す。Gakken IDで学研モール内のすべてのショッ
プのご利用が可能です。すでにGakken IDをお持
ちの方は、学研モールにログインしてください。

　まだGakken IDをお持ちでない方は、無料会員登録
から案内に従ってGakken IDを取得してください。

　学研モールは、大きく3つのショップで構成されています。
　商品点数が膨大で、新商品も随時追加されますので、まず
は興味のあるキーワードで商品を検索してみましょう。す
べてのショップを横断して結果が表示されます。

株主優待カタログ

学研モールクーポンご利用にあたって

一般対象

学研モールに出発！
モールの中を回遊
してみましょう

Gakken ID
取得完了

▶学研モールクーポンは、お電話での商品購入にはご
利用いただけません。

▶１つのクーポン番号は複数のショップをまたいでの
ご利用はできません。

▶おつりはありませんので、残額は無効となります。
▶クーポンの額面を超えた金額はご負担いただくこと

になります。
▶商品代、送料、消費税、手数料の総額からクーポン額

面が値引きされます。

　学研プラスが運営する、本を中心に販
売するショップです。
　幼児からシニアまで広くカバー。販売
開始から50年以上を誇る定番アイテム

「ニューブロック」をはじめとした学研
ステイフルの商品も一部取り扱ってい
ます。

◉ こどもの本
◉ 参考書・辞典・語学
◉ 書籍・ムック・コミック
◉ 雑誌
◉ 音楽教材・楽譜など
◉ グッズ・カレンダーなど

　学研教育みらいが運営する4つのショップで構成されています。
インターネットで受講する「大学受験

講座」。ご自宅で、共通テスト、難関大学
対策講座、英検講座など、全国屈指の実
力講師陣によるレベルの高い映像講座
を受講できます。

◉ 学研プライムゼミ
◉ 学研推薦・総合型選抜ゼミ
◉ 学研英語総合ゼミ
◉ 学研英検ゼミ
◉ 学研医学部ゼミスタンダード
◉ 小論文個別指導講座（映像なし）
◉ マイガク　など

本好きが集まるショップ 幼稚園、保育園の用具・用品が買える 難関大学受験突破を目指す
取扱商品：幼稚園、保育園用品（園児向け、教師用）、 特別支援教材 取扱商品：オンライン大学受験講座

英検ゼミ  小論文指導等
取扱商品：書籍、雑誌、ムック、玩具

ショップ内カテゴリー

ご家庭用にセレクトさせた保育所・
幼稚園で使われている学研の教材
や商品を取り扱っています。

「親子CAN」
幼稚園・保育園向け新学期用品・備
品・エプロン・モンテッソーリ教材
など安心設計な商品やオリジナル
商品をセレクトしています。

「shop 保育CAN」

“スルリと溶け込む心地いい毎日服”
をコンセプトに開発した学研オリジ
ナルの女性向けブランド。「自然体で
いられ、機能的で使いやすい」ナチュ
ラル服を取り扱っています。

「surlie」
気になる子をしっかりサポート
してあげたい。適切な支援のため
の学研オリジナル教材とアイテ
ムを取り扱っています。

「特別支援（気になる子）教材」

※ご注文後のキャンセルや内容変更は承ることができませんのでご注意ください。
※決済についての詳細はIRサイト「学研モールクーポンの使い方」をご参照ください。
https://ir.gakken.co.jp/ir/individual/benefit/main/03/teaserItems1/01/link/mallmanual.pdf

❷決済に進んでください。これでご注文は
完了です。商品の到着をお待ちください。

❶商品を買い物かごに入れます。

https://gakken-mall.jp/

学研モールにログイン

ご購入ガイド　商品選択からご購入の流れ

4,000円
G2
優待

2,000円
G3
優待

8,000円
G1
優待

M

モール
クーポン

M001

M002

M003



「どこでも手あらい！　手づくり紙せっけん」
「キラキラふわふわ結晶研究所」
おうち時間を創意工夫あふれるものにするお
手伝い。「科学の学研」の本領発揮のセットです。

おうちで手づくりセット2

「からくりロボット ミニ茶運び人形」
江戸時代に、人形がお茶を運ぶという驚
異のパフォーマンスを見せた、からくり
人形を完全再現しています。

大人の科学マガジン　
ＢＥＳＴ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　０４5

「万華鏡プロジェクター」
万華鏡の映像は心を癒す効果があると
されています。家族みんなで万華鏡をお
楽しみください。

大人の科学マガジン
ＢＥＳＴ ＳＥＬＥＣＴＩＯＮ　０３6

「ランチボックス」「ケース付箸」
「ランチ袋M」
「五味太郎 刺繍ポーチＳ」
絵本作家 五味太郎さんの代表作「きんぎょが
にげた」のお弁当箱セットです。ランチ袋と刺
繍がかわいいポーチも一緒に。

ランチセット7

「パソコンバッグ（A4）」
「ホワイトボードノート（Ｂ５）」
テレワーク時代となり、パソコンの持ち歩きや、
画面越しのコミュニケーションの機会が増え
ました。そんな時代に役立つセットです。

テレワークセット8

「くまのプーさんバッグ」
一昨年55周年を迎えたGakkenの
ニューブロック。いつの時代も子ど
もに大人気です。今年はくまのプー
さんのバッグをお届けします。

Gakkenの
ニューブロック9

「世界の昆虫」
「もののしくみ」
知的好奇心をくすぐる株主優
待定番の図鑑セット。2021年
発売の最新刊をお届けします。

学研の図鑑LIVE　
2冊セット1

※インターネットをご利用されない場合は、この見開きの①～⑩から優待品をお選びいただき、　
お申込み代行をご利用ください。各種サービスクーポンはお電話ではお申込みいただけません。

「解きやすいッ★長生きパズルで脳活性110問ドリル」
「川島隆太教授監修　脳活性スクラッチアート美しい日本の四季と風景」
「川島隆太教授のらくらく脳体操　まちがい探し　90日」
「川島隆太教授のらくらく脳体操　おもしろパズル　90日」
毎年ご好評をいただいている、脳活性シリーズの最新セット。
ペンを使うスクラッチアートで指先や視覚も刺激します。

脳活性セット3

「老けない　感染しない　病気しない　最強の体は食事で作れる！」
「漢方的おうち健診　～顔をみるだけで不調と養生法がわかる～」
「マンガでわかる　ネコさんが教える疲れリセット教室」
なかなか外に出ることが難しい今の時期、ご自身の体調管理の手助
けにご活用ください。

カラダ元気セット4

幼児、小学生～一般対象

小学生～一般対象

幼児～一般対象一般、シニア対象

一般対象

一般対象
一般対象

一般対象

幼児対象

「はらぺこあおむし はじめてのドレミ」
「はらぺこあおむし なにかな？カードゲーム」　
人気絵本、「はらぺこあおむし」の知育セットです。
音遊びやカードゲームで楽しく能力が養われます。

知育玩具セット10 幼児対象

© Gomi Taro

© Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard. 

TM & © 2021 Penguin Random House LLC. All rights reserved. 

© Moomin Characters™️

G2
優待株主優待カタログ　学研グループの商品セット

※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。



株主優待カタログ

株主優待Web URL▶https://kabuyutai.gakken.co.jp/

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の申込み代行をいたします。詳細は、お問合せ先をご覧ください。

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

利用期限 注意事項

学研モール 2022年4⽉15日まで
クーポンコードは株主優待Ｗｅｂでお申込みの
メールアドレス宛にお知らせします。
紙のクーポンは発行しません。

添削付き脳トレ
ウェルネスCLUB／Kimini 2022年８月31日まで

TGG　 2023年３月開催イベントまで

各種クーポンのご利用期限

申込完了後のフローチャート

●  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。

● 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
をもってお申込みください。

お申込期限
2022年2⽉28日（⽉）

23時59分まで
（電話受付、サポートは17時まで）

お申込み内容の確認メール
をお送りします。

8

1 株主優待Webにアクセス
右の二次元コードから
アクセス

届いたメールに記載された
URLにアクセス

4

2 株主番号を入力
株主番号は「配当金計算書」の右上に
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

7

お手元に本冊子と同封の配当金計算書をご用意ください。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。

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P7〜10参照

商品セット

申込チェックシート商品
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
 kabuyutai@gakken.co.jpからの受
信許可を設定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。

5 9月末日現在ご登録の郵便
番号を入力し、ログイン
ID、パスワードは自動で入力されます

申込画面で、
ご希望の優待を選択
持株数に応じた選択画面が表示され
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

申込期間 注意事項 よくある
お問合せ

お問合せ
フォーム

2022年1月6日9時～
2022年2月28日
23時59分まで

持株数に応じて、商品セット、各種サービス、学研モール
クーポンから選択。申込みには株主番号が必要です。
※株主番号は「配当金計算書」に記載されています。

▶お申込み終了後のご案内（優待品の不着等のお問合せ）6月末日まで
　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。
　7月以降は学研グループ総合案内までお問い合わせください。
　https://ghd.gakken.co.jp/contact/

▶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-76FAQ
② 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、右のチェックシートにご記入のうえ、
下記フリーダイヤルにお電話ください。

受付時間：平日9時～17時（2022年1月6日（木）～2022年２月末日まで）
※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。

0120-117-067 ※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 希望優待品番号①～⑩を
　第4希望までご記入ください（P11,12）

株主優待の申込方法　受付開始 1⽉6日9時〜


