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　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申

し上げます。

　当社が製造・販売しております呼吸用保護具（マスク）は、

感染症の流行や地震などの自然災害、テロ等の不測の

事態が発生すると、全国から注文が寄せられ入手困難と

なる可能性があります。

　実際に新型コロナウイルスのパンデミックでは、世界的な

マスク不足が発生しました。当社は、今回の危機的状況の

中、フル生産体制による増産を続け、医療機関への最大

限の供給を行う一方、本制度をご利用された株主様にも

優先してお届けしました。

　これまでこの種の事態の発生は頻繁に起こるものではな

く、対策用マスクは日常生活においてあまり必要とされてお

らず、有事に備えて家庭内に適切に管理してストックされて

いる方は稀であったと思われます。

　当社は、重要なステークホルダーである株主様の安全と 

安心を常時確保するためには、必要な時に優先してマスク

をご提供する仕組みと、当社が株主様のストックヤードとして 

の保管・管理の機能を果たすことが有効であると考え、株主 

優待制度を用意しております。

　本制度は、単なる物質的な株主還元策ではなく、株主様 

への安全と安心のご提供を目的とするものであります。

　株主の皆様には今後とも変わらぬご支援・ご指導を賜りま

すよう、心よりお願い申し上げます。



優待について
当社製品（下記 2 製品）の優先購入ができるチケット『優先購入券（                                 ）』を6月30日現在の保有株式

数と継続保有期間に応じて贈呈いたします。同チケットには、100％割引と30％割引の2種類があり、チケットが当社に返送され

次第、優待製品の発送の手配をいたします。なお、受注が急増し在庫切れとなった場合は、次の製造分から優先して株主様

へ出荷いたします。

●チケットには有効期限がございます。
●チケットのご利用は、株主ご本人様に限ります。
●裏面のご記入欄に株主様名等が未記入の場合は、
無効とさせていただくことがあります。

優待

a

b

c

保有株式数

5,000株以上

3,000株以上

3年以上

5年以上

5,000株以上

3,000株以上

1,000株以上

1,000株以上

1年以上

3年以上

5年以上

1年以上

継続保有
期間 100％割引

購入できる製品・上限数

30％割引

感染対策用マスク
「ハイラックシリーズ」
火災・特殊災害避難用マスク
「ライフマスター」

30枚

2個

6万円相当

3万円相当

8千円相当

200枚

10個

20枚

1個

20枚

100枚

5個

50枚

2個

チケット『優先購入券（                                 ）』に関するご注意
チケットの種類

❶

❷

感染対策用マスク
「ハイラックシリーズ」
火災・特殊災害避難用マスク
「ライフマスター」

❶

❷

感染対策用マスク
「ハイラックシリーズ」
火災・特殊災害避難用マスク
「ライフマスター」

❶

感染対策用マスク
「ハイラックシリーズ」

※a、b、cの重複優待はありません。
※製品の仕様及びデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

感染対策用マスク「ハイラックシリーズ」は、10種類のマスクの中から自由に組み合わせた注文ができます。（次頁、チケット裏面ご参照）

100%割引 30%割引

❶

❷

感染対策用マスク
「ハイラックシリーズ」
火災・特殊災害避難用マスク
「ライフマスター」

❶

❷

感染対策用マスク
「ハイラックシリーズ」
火災・特殊災害避難用マスク
「ライフマスター」

❶

❷

安全・安心チケット

安全・安心チケット



優待製品の紹介

火災避難はもちろん特殊災害にも対応
●火災時に発生が予想される煙や有毒ガスから呼吸を守ります。
さらにテロ、化学災害、火山噴火などの災害時に対応できます。

●装着は密封パッケージを破って、頭から被るだけ。短時間での装
着が可能です。

●自分の居場所を知らせるためのホイッスル機能を装備しています。
●保存有効期限は製造より10年。

主な用途
●原子力施設・周辺地域からの緊急避難
（放射性粉じん、ヨウ素、ヨウ化メチル）
●テロ等でＮＢＣ兵器が使用された時の危険地域からの緊急避難
（Ｎ：核兵器、Ｂ：生物兵器、Ｃ：化学兵器）
●高層マンションやホテル・旅館などの火災時の緊急避難
（一酸化炭素、煙）
●地震による建物倒壊で発生する粉じんの吸入防止
（石綿粉じん、一般粉じん）
●噴火による火山性ガスや火山灰の吸入防止
（硫化水素、二酸化いおう、火山灰）
●化学工場災害における周辺地域からの緊急避難
（有機溶剤蒸気、酸性ガス、アルカリ性ガス）

❶感染対策用マスク「ハイラックシリーズ」

https://www.koken-ltd.co.jp/product/safe/general/

https://www.koken-ltd.co.jp/product/safe/emergency/

❷火災・特殊災害避難用マスク「ライフマスター」

（一財）日本消防設備安全センター性能評定合格

大人用 顔の小さい人・子ども用

インフルエンザに対する性能
●インフルエンザA型に対するフィルターの捕集効率99.99％
 （北里研究所メディカルセンター病院研究部門での試験結果）

日本人の顔の大きさ・形で設計
●顔の形に合わせた当社独自の3次元立体接顔クッション“FFリッ
プ・FFリップ-u”が、高いフィット性を実現。顔とマスクの隙間からの
漏れを抑え、ウイルス等の侵入・拡散を防ぎます。

主な用途
●ハイラックNeo：インフルエンザ、コロナウイルスなどの感染対策
［感染症をうつしたくない、感染症から身を守りたい人用］／
PM2.5、黄砂、火山灰などの微細粉じんの吸入防止／一般粉じ
ん、ハウスダスト、花粉などの吸入防止

●ハイラックNeoうつさんぞ：感染症やその疑いのある人の装着に
よる他者への感染抑止［感染症をうつしたくない人用］

●ハイラックNeoかからんぞ：感染症や疑いのある人からの感染防
止［感染症から身を守りたい人用］

●ハイラック350型：医療・産業のプロが感染・粉じん対策で使用す
る使い捨て式防じんマスク。2本ひも式で装着安定性に優れる。
N95・DS2規格品

10種類のマスクを用意

Neo（KIDS） Neoうつさんぞ
（小顔）

Neoかからんぞ
（普通）

350型（普通） 2本ひも式

※10種類のマスクの中から自由に組み合わせたご注文ができます。（10枚単位）
　サイズ 普通（一般男性）、小顔（一般女性）、KIDS（対象5～12歳）

ハイラックNeo
（感染対策、微細粉じん・一般粉じん対策）
ハイラックNeoうつさんぞ
（感染対策：感染症をうつしたくない人用）

ハイラック350型（使い捨て式防じんマスク）
N95（米国・NIOSH）、
DS2（厚労省・国家検定）規格合格

ハイラックNeoかからんぞ
（感染対策：感染症から身を守りたい人用）

サイズひもタイプハイラックシリーズ品名（用途）

普通 小顔 KIDS

普通 小顔 KIDS

普通 小顔 KIDS

普通

耳かけ式

耳かけ式

耳かけ式

2本ひも式

※優待品の仕様及びデザインは改良のため、予告なく変更することがあります。

※外部検査を受けるため、通常お届けまでに１～2カ月のお時間をいただいて
おります。



チケットの使い方について
100％割引のチケットを使用する場合

裏面ご記入例（「ハイラックシリーズ」の場合）

Step1

Step2

Step3

必要事項をご記入いただいたチケットを同封の返
信用封筒※に封入して最寄のポストに投函してく
ださい。

切り取ったチケットの裏面に必要事項をご記入ください。

チケットが当社に届き次第、登録または記載の
ご住所宛に発送の手配をいたします。

裏面ご記入例（「ライフマスター」の場合）

※2回以上に分けてご購入の場合、封筒はご自身でご用意ください。また郵送代もご負担願います。

興研株式会社行

※◯印がない場合は、大人用をお送りいたします。

希望製品のいずれかに○をしてください。
A: 「ライフマスター」（大人用）

B： 「ライフマスター」（顔の小さい人・子ども用）

株主様名

ご連絡先
（電話番号）

株主様名・ご連絡先欄（必ずご記入ください）

株主様名

ご連絡先
（電話番号）

株主様名・連絡先（必ずご記入ください）

※チケットのご利用は、株主ご本人様に限ります。
※株主名簿にご登録以外のご住所等への発送をご希望される
　場合は、下記の送り先欄にご記入ください。（国内に限ります）

以下の10種類の中から１つ選んで〇をお付けください。

ハイラックNeo
（感染対策、微細粉じん・一般粉じん対策）

ハイラックNeoうつさんぞ
（感染対策：感染症をうつしたくない人用）

ハイラックNeoかからんぞ
（感染対策：感染症から身を守りたい人用）

サイズひもタイプハイラックシリーズ品名（用途）

普通 小顔 KIDS

普通 小顔 KIDS

普通 小顔 KIDS

普通

耳かけ式

耳かけ式

耳かけ式

2本ひも式

※〇印がない場合は、「Neo普通サイズ」をお送りいたします。
※10枚単位で、ご注文ください。

ハイラック350型（使い捨て式防じんマスク）
N95（米国・NIOSH）、DS2（厚労省・国家検定）規格合格

※ご提供いただいた個人情報は、優待品の発送及び優待に関する連絡にのみ使用させていただきます。

〒

お名前

ご住所 都 道
府 県

ご連絡先（電話番号）

送り先

30％割引のチケットを使用する場合

Step1

Step2

Step3

必要事項をご記入いただいたチケットを同封の返信
用封筒※に封入して最寄のポストに投函するととも
に、代金を下記預金口座にお振り込みください。

切り取ったチケットの裏面に必要事項をご記入ください。
（100％割引チケット「Step1」を参照）

チケットが当社に届き、ご入金が確認できましたら、登録
または記載のご住所宛に発送の手配をいたします。

※2回以上に分けてご購入の場合、封筒はご自身でご用意ください。また郵送代もご負担願います。

興研株式会社行

代金振込先（口座名：興研株式会社 優待制度入金口）
●みずほ銀行 麹町支店 普通預金 1195061
●りそな銀行 市ヶ谷支店 普通預金 1705801
●三菱ＵＦＪ銀行 麹町中央支店 普通預金 0028250
＊振り込み金額の算出例　
　ハイラックNeo : 50枚、ライフマスター : 2個の場合
　（ハイラックNeo）308円×50枚＋（ライフマスター）18,480円×2個＝（合計）52,360円
＊現金書留、代引きでのお支払いは受け付けておりません。
＊当社から確認のお電話をさせていただくことがございます。
＊恐れ入りますが、振込手数料はご負担ください。

30％割引価格（1枚・1個当たりの税込み価格／送料無料）

❶ 感染対策用マスク
ハイラックNeo
ハイラックNeoうつさんぞ・かからんぞ
ハイラック350型

❷火災・特殊災害避難用マスク 
ライフマスター

440円
484円
341円

26,400円

標準販売価格

308円
339円
239円

18,480円

30%割引価格



マスクの装着方法
密着（フィット）させることが重要です

感染対策用マスク「ハイラックシリーズ」 火災・特殊災害避難用マスク「ライフマスター」

❶しめひもを手の甲側に回し、マスク内側のFFリップの切れ込
みのある部分を鼻根に当てるようにつけます。

❶袋を開封してマスクを取り出します。
❷フードを手で大きくひろげます。
❸あごから入れてフードをかぶります。

❹両手で頭を押さえて、フードが余っていないようにします。
❺吸収缶を持ち面体が鼻と口を覆うようにして、隙間ができな
いようにフィットさせます。

❻吸収缶を押さえたまま片方の紐を後ろに引きます。次に手を
持ち替え、反対の紐も後ろに引きます。

❼次に左右の紐を持って後ろに紐を引きます。
ゆるい場合は、再度後ろに紐を引きます。

注意：しめひもの長さが合わない場合は、長さを調節してください。 注意：ご使用前に必ず付属の「取扱説明DVD」をご覧ください。

※商品に付属の取扱説明書も合わせてお読みください。

※メガネをしたまま装着できます※イラストはハイラック350型

〈内側〉

切れ込み

❷しめひもを首と頭上部にかけます。
　（ハイラックNeoシリーズは耳かけ式）

❸マスクを上下左右に動かし、顔によくなじむようにフィットさ
せます。

❷ ❸

❹ ❺

❻ ❼



株主優待に関するご質問

https://www.koken-ltd.co.jp/
〒102-8459　東京都千代田区四番町7番地

株主優待の権利が得られる
最低条件を教えてください。
本優待は、第2四半期決算期（6月30日）の株主名
簿にて、権利の有無を確認いたします。権利を得る
ためには、6月30日の時点で1,000株以上の株式
を保有し、かつ、1年以上継続して保有していただく
必要があります。全株売却すると株主番号が変わ
り、継続保有が途切れることになりますので、お気を
つけください。

Q

A

チケットを使用して注文しても
マスクが届きません。
当社広報・IR室までお問い合わせください。
TEL:03-5276-1932
FAX:03-5276-6530 
e-mail: ir@koken-ltd.co.jp

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
TEL:0120-232-711（フリーダイヤル） 

引越をしました。
どのような手続きが必要ですか？
チケットの裏面に送り先のご住所を記入する欄があ
りますので、ご記入ください。また、お取り引き口座の
ある証券会社等へご連絡して住所変更の手続きも
同様に行ってください。なお、特別口座に記録された
株式については、三菱UFJ信託銀行にご連絡いた
だき、住所変更の手続きを行ってください。連絡先は
下記の通りです。 

Q

A

Q

A


