株主優待制度のご案内
株主優待制度について
〔基準日〕
毎年3月末日と9月末日現在の株主名簿に記載された1単元
（100株）以上所有の株主の皆様に、以下の内容でご優待券を
発行いたします。
（年2回）
〔ご優 待 券・発 行 基 準 〕

①株主ご優待券

②阪急キッチンエール新規ご入会株主優待券

対象株主様

①

②

100株～499株所有

5枚

1枚

500株以上所有

10枚
上記に
10枚追加

1枚

500株以上を
連続3年以上所有（注）

－

（注）
対象となる方は、過去3年間全ての基準日
（3月末、9月末）
において、
500株以上を継続して保有し、かつ株主番号が継続して同一である
株主様に限ります
（株主番号が異なる場合は対象となりません）
。

〔発送時期〕
発送時期

有効期限

3月末日現在の株主様

同年6月初旬頃

同年12月末日

9月末日現在の株主様

同年11月下旬頃

翌年6月末日

対象株主様

（ご注意）
ご優待券は、第三者に譲渡・転売等はできません。

●

ご利用時に身分証明書の提示等によるご本人確認をさせて
いただく場合がございます。
ご優待券は換金いたしません。

●

ご優待券を破損・紛失等されましても、再発行いたしません。

●

ご優待券をご利用のうえ、お買上げいただいた商品等を返品

●

されましても、
ご優待券をお返しできない場合がございます。

＜お知らせ＞

･2022年6月1日から、関西スーパー各店舗でご利用いた
だけるようになりました（5％優待）。

「株主ご優待券」
①「株主ご優待券」のご優待内容
お買物・ご飲食のご優待
株主ご優待券は、当社が指定する日本国内のH2Oリテイリング
グループ各社の各店舗で到着日からご利用いただけます。
(対象の会社、店舗は予告なく変更させていただく場合がございます。)

〔お取扱い店舗・優待割引率〕
店頭での商品のご購入及びご飲食の際、商品・飲食代金を次の
割引率に応じて割り引きます。
10％

阪急百貨店、阪神百貨店の
各店舗

食料品、レストラン・喫茶は

5％

関西スーパー、イズミヤ、阪急オア
シス、デイリーカナート、カナート、
はやしの各店舗

5％

フルーツギャザリング（ビューティー
セレクトショップ）の各店舗

10％

※ご利用の際の金額制限はございません。
※一部に優待除外品・除外店舗がございます。主な優待除外品
につきましては右記をご覧ください。
※店舗・売場により割引率、処理方法等が異なる場合がございま
すので、予めご了承ください。
※中元・歳暮ギフトカタログ掲載品は5％となります。
（ただし、早
期割引対象商品は優待除外とさせていただきます。）

〔ご利用方法〕
■同一売場でのお買物1回につき1枚のご利用となります。
■ご利用の際は、必ずお会計前
（レジ登録前）
にご提示ください。
■他の優待・割引制度（ポイント付与を含む）とあわせてご利用
いただくことは原則できません。詳しくは各社・各店舗まで
お問合せください。
■インターネットショッピング、電話注文、代金引換配送、振込
払いにはご利用いただけません。
阪急百貨店・阪神百貨店

有料文化催事の無料入場

株主ご優待券1枚につき2名様まで、阪急百貨店、阪神百貨店
で開催する有料文化催事に無料でご入場いただけます。
（一部ご利用いただけない文化催事がございます。）

〔主な優待除外品〕
各社発行の商品券・ギフトカード、全国百貨店共通商品券、
ビー
ル券、図書カード、いいもの択一ギフト、
プレミアムフードギフト、
各種商品引換券、テレフォンカード、POSAカード、たばこ、
地金類、切手、はがき、印紙、書籍、雑誌、CD、福袋、送料、
荷造費、修理・加工料、工事費、クリーニング、理容・美容・エス
テ・ネイルケアなどの施術・技術料、医療、旅行代金、各種ス
クール受講料、貸衣装、写真室、
自動販売機、TVゲーム機・携帯
ゲーム機本体、携帯電話、その他各店舗が特に指定したもの
※阪急百貨店、阪神百貨店において「特に指定したもの」に
該当するブランドとして、シャネル、カルティエ、ブルガリ、
エルメス、ヴァンクリーフ＆アーペル、ルイ・ヴィトン、ティ
ファニー、ハリー・ウィンストン、ロレックスや無印良品などが
ございます。
※神戸阪急では、専門店は優待除外とさせていただきます。
主な優待除外ブランド・ショップは、次のとおりです。
日比谷花壇、グリーンショップ花神戸、ヴィノスやまざき、
結納用品、クレイド、ジ アレイ、ロフトなど
※高槻阪急では、専門店は優待除外とさせていただきます。
優待除外ブランド・ショップの一例は次のとおりです。
ベベ、アカチャンホンポ、紀伊國屋書店、ユニクロ、ＡＢＣ
マート、ハウスオブローゼ、ラ・クッチ－ナ・フェリーチェ、
ロフト、タワーレコード、ドットエスティ、ＪＩＮＳ、無印良
品、ザ・プラスカーサ、ケユカ、全てのレストラン・喫茶など
※関西スーパーでは専門店は優待除外とし、その商品を関西
スーパーのレジで精算する場合も同様とさせていただきます。
※関西スーパー、イズミヤ、阪急オアシス、デイリーカナート、
カナート、はやしでは、酒類は優待除外とさせていただき
ます。
※海外店舗ではご利用いただけません。
※上記の他、一部のブランド・ショップ、商品等で優待除外の
場合がございます。また、優待除外品は、予告なく変更させ
ていただく場合がございます。
詳しくは店頭にて係員にお確かめください。

②お支払い方法
「株主ご優待券」のご利用にあたっては、現金のほか以下
の方法にてお支払いいただけます。
ご利用いただける主な商品券、クレジットカード等
阪急百貨店/阪神百貨店
ギフトカード

阪急百貨店/阪神百貨店
商品券

阪急阪神百貨店
商品お引換整理券

百
イ
オ

百

百 オ

商品券等

阪急友の会お買物券
（紙券） 阪急友の会お買物券
（紙券） (旧)阪神みどり会会員証付お買物カード
阪神みどり会商品お引換え券
(ボーナス券)
(ボーナス券)
百
オ

百

百

全国百貨店共通商品券

イズミヤ 商品券

関西スーパー お買物券

クレジットカード会社
発行のギフト券

関
オ

イ

クレジットカード

ペルソナカード

百貨店 ギフトカード

関西スーパーカード

百 関 オ

その他

阪急百貨店、阪神百貨店でご利用
いただける全てのクレジットカード

百（注） イ オ

イ
オ

阪急阪神クーポン 百 イ

イ

電子マネー「litta
（リッタ）
」

百

ソレーナSTACIAカード

関

百

電子マネー（注）
百 関

百

百 関 イ

関西スーパーでご利用いただける
全てのクレジットカード
関
バーコード決済（注）

カエトクカード

百 関 イ オ

百

阪神百貨店の各店舗でご利用いただけます。
百 阪急百貨店、
関 関西スーパーの各店舗でご利用いただけます。

デイリーカナート、カナート、はやしの各店舗でご利
イ イズミヤ、
用いただけます。

オ 阪急オアシスの各店舗でご利用いただけます。

(注)電子マネー・バーコード決済は、一部ご利用いただけない場合がござ
います。
ご利用の可否、
ご利用条件等は、各社・各店舗のルールに
準じます。詳細は各社・各店舗までお問合せください。

※ご優待対象のクレジットカードをご利用の場合（内入金含む）、原則
カード割引、当社グループのポイント加算の対象外となります。
※ペルソナカード、阪急阪神お得意様カード等をご利用の場合、
お買上げ積算額の加算対象となります。
（阪急オアシスでの
ご利用の場合を除く）
※阪急友の会及び阪神みどり会で、2018年4月以降に満期引換え
開始日を迎えチャージ入金された「会員証・お買物カード」
（お積
立分及びボーナス分）は、ご利用いただけません。
※お支払い方法等の詳細につきましては、各社・各店舗までお問合
せください。

③お問合せ先
阪急百貨店・阪神百貨店

阪急百貨店
https://www.hankyu-dept.co.jp/

うめだ本店
千里阪急
川西阪急
西宮阪急
博多阪急
大井食品館

06-6361-1381
06-6831-1221
072-757-1231
0798-62-1381
092-461-1381
03-3778-5111

阪急メンズ大阪
高槻阪急
宝塚阪急
神戸阪急
阪急メンズ東京
都筑阪急

06-6361-1381
072-683-0111
0797-81-1233
078-221-4181
03-6252-1381
045-914-1111

阪神百貨店
https://www.hanshin-dept.jp/

梅田本店
阪神・御影

06-6345-1201
078-330-8000

阪神・にしのみや 0798-37-1124
あまがさき阪神 06-6498-9500

※受付時間は、各店舗の営業時間中となります。

関西スーパー
電話 ０７２-７７２-０３４１
（（株）関西スーパーマーケット 財経グループ）
受付時間 ９
：
００～１８
：
００
（土日曜日、年始を除く）

https://www.kansaisuper.co.jp/

イズミヤ・デイリーカナート・カナート・はやし
電話 06-6657-3330（イズミヤ（株） 財務経理部）
受付時間 10:00～17:00（土日祝日、年末年始を除く）

https://www.izumiya.co.jp/

まるとく市場、ココカラファイン＋イズミヤの各店舗では、ご利用
いただけません。

阪急オアシス
電話 ０１２０-２５２-０６０
（（株）阪急オアシス

お客様相談室）

受付時間 9：00～18：00（日曜日、年始を除く）

https://www.hankyu-oasis.com/
キッチン＆マーケット ルクア大阪店ではご利用いただけません。

フルーツギャザリング
ホームページ(https://fruitgathering.com/)に記載の各店
舗の連絡先までお問合せください。

株主優待制度に関するお問合せ先
エイチ・ツー・オー リテイリング 株式会社 株主優待担当
〒530-0017 大阪市北区角田町8番7号
電話 06-6365-8120（代表）
受付時間 10：00～18：00（日曜日、年末年始を除く）

https://www.h2o-retailing.co.jp

（2022年5月版）

「阪急キッチンエール新規ご入会株主優待券」
食品宅配サービス
「阪急キッチンエール
（関西）」新規ご入会のご優待内容
①月会費12ヵ月分を無料といたします。
通常は、月会費523円(税込)
②ご入会から１ヵ月以内にご注文のうえ、お届けさせていただ
いた方に、以下のとおりご優待いたします。
エールポイント2,000ポイント（2,000円相当）をプレゼント
※エールポイントは、阪急キッチンエールでのお買物にご利用いただ
けるポイントです。

〔ご利用方法〕
・阪急キッチンエールのご入会お申し込み時に、お申し込み書類
に添えてご利用ください。
・ご利用は、お申込者またはお届け先が株主様ご本人または
同居のご家族である場合に限らせていただきます。
※阪急キッチンエールにお申し込みの際は、㈱阪急キッチンエール関西
と当社の間で、お申込者及びお届け先の住所、氏名等の個人情報を
共有させていただきます。
※阪急キッチンエールにご入会のお申し込みをいただいても、審査の
結果ご入会いただけない場合がございます。
※他の優待制度とあわせてご利用いただけません。
※月会費は予告なく変更する場合がございます。

〔お問合せ先〕
（株）阪急キッチンエール関西
0120-890-581（受付時間 9：00～19：00）
https://ec.k-yell.co.jp

阪急キッチンエールお届けサービスエリア

※豊能郡・川辺郡・三田市・神戸市灘区・
宝塚市・川西市・宇治市・京田辺市・城
陽 市・京 都 市 の 一 部 に サ ービスを
承っていないエリアがございます。

…午前・午後便
…午後5時まで

