
プレミアムサービスでできることって？

第25期 株主優待のご案内

クックパッドプレミアムサービスでは、人気レシピが分かる人気順検索、専門家による
毎日の献立やレシピの提案など、毎日の料理がますます楽しくなる機能が使えます。

※2021年12月末現在。

大人気のレシピがすぐ見つかる！
「人気順検索」や、1,000人が絶賛
した「殿堂入りレシピ」でおいしい
レシピがすぐ見つかる！
自慢の料理レパートリーが増える！

毎日の献立が悩まず決まる！
献立にもう悩まない！
旬の食材でパパッと作れる献立を、
毎週日曜日に更新！

専門家が選んだレシピで健康に！
ダイエットや乳幼児の離乳食、 
からだの悩みを持つご家族 
にも役立つ目的別レシピを、 
各ジャンルの専門家が厳選 
して提案！

3,000件のレシピが保存可能に!
お気に入りレシピを保存できる

「MYフォルダ」の容量が3,000
件にアップ。気になるレシピは
容量を気にせず、どんどん保存
可能に！

絞り込み検索でさらに便利に！
つくれぽ数や調理時間などの 
絞り込み検索で、探していた 
レシピがさらに簡単に見つかる！ 
人気順とあわせて検索でもっと 
便利に！

レシピのカロリー・塩分量がわかる！
レシピページや検索結果に 
カロリーと塩分量を表示でき
るように！
ダイエットや家族の健康管理 
にもお役立ち！

Q.1 去年から引き続き保有していますが、手続きが必要ですか？

A.1 24期（前期）より引き続き「1年間無料」の株主優待権利をお
持ちの株主様で、株主優待の「利用登録をされている」株主
様は自動延長登録が完了していますので、手続きは不要で
す。その他の株主様は裏面のご登録手順をご確認ください。
なお、別のIDでご利用になりたい等ご希望のある株主様は、
株主優待ご利用申請サイトの「株主優待に関するお問い合
わせ」よりご連絡ください。

Q.2 いつから登録手続きが可能ですか？

A.2 株主優待をお受け取りになった日から登録、ご利用が可能と
なります。

Q.3 株主優待の利用申請手順がわかりません。クックパッドアプ
リから株主優待利用申請手続はできますか？

A.3 いいえ、アプリからはご登録いただけません。株主優待券に
記載のＵＲＬまたはＱＲコードよりインターネットで「株主優待
ご利用申請ページ」にアクセスし、郵便番号と株主番号を入
力してご登録いただくことができます。初めて登録される株
主様は、ユーザー登録が必要となりますので、メールアドレ
スまたは電話番号等の登録も必要となります。詳しくは、本
紙面の裏面をご確認ください。

Q.4 株主優待利用申請をしたのに、プレミアムサービスが使え
ません。

A.4 株主優待の利用申請ページに再度アクセスの上、利用手続
が完了しているか確認をお願いします。

Q.5 登録したメールアドレスやパスワードを失念してしまいまし
た。

A.5 株主優待ご利用申請サイトの「株主優待に関するお問い合わ
せ」よりご連絡ください。

Q.6 1年以上保有しているのに、優待期間が6ヶ月になっていま
す。

A.6 2020年12月末の株主名簿より継続して100株以上を保
有、半期毎の株主名簿に3回連続、同一株主番号でお名前が
あることが長期優待の条件となっています。期中売却、引っ
越し等により、株主番号が変わっている場合、貸株サービス
をご利用いただいている場合等は長期優待の対象となりま
せんのでご了承ください。

利用方法

利用期間

●株主優待の内容
保有期間 株主優待

1年未満 「クックパッド」プレミアムサービス利用／6ヶ月無料クーポン 1枚
「株主様専用ご紹介クーポン」プレミアムサービス利用／6ヶ月無料クーポン 3枚

1年以上 「クックパッド」プレミアムサービス利用／1年間無料クーポン 1枚
「株主様専用ご紹介クーポン」プレミアムサービス利用／6ヶ月無料クーポン 3枚

●対象となる株主
2021年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された
1単元（100株）以上の当社株式を保有する株主の皆様を 
対象といたします。

●株主優待品のご利用可能期間
　  ご優待到着日より〜 
　   2023年3月31日

第25期株主優待制度の内容について

クックパッドプレミアムサービス
レシピ検索No.1!! 183万人※使ってる♪

からだケア

美容・ダイエット

ベビー&ママ

キッズ

よくあるお問い合わせ

ご優待利用申請方法は裏面をご覧ください!!

★ 保有期間に応じて、上記ご優待期間の範囲内で最長6ヶ月
または１年間の利用が可能です。

Q.7
株主優待の利用期間を教えてください。2023年3月31日ま
でに登録すればそこから1年間（6ヶ月）優待の利用が可能で
しょうか？

A.7 いいえ、株主優待でプレミアムサービスをご利用いただける
期日が2023年3月31日までとなっています。

Q.8 郵便番号が記載のものを入れても、エラーがでます。転居
により変更になっていますが、どうすればよいでしょうか。

A.8 手続の関係上2021年12月末日時点の株主名簿に記載され
ている郵便番号で登録を行っています。
引っ越し等により郵便番号の変更を行った株主様は2021年
12月末日時点の情報でご利用申請をお願いします。

Q.9 株主優待券を紛失してしまいました。

A.9 株主優待ご利用申請には、株主様の「株主番号」と「郵便番
号」の登録が必要となります。

「株主番号」が不明の方は、下記記載の三井住友信託銀行証
券代行部へご連絡をお願いします。

Q.10 株主番号がわかりません。

A.10 三井住友信託銀行証券代行部（0120‐782‐031）にお問い
合わせをお願いします。

Q.11 ご紹介クーポンの利用ができないのははぜでしょうか？

A.11 過去にクックパッドの無料クーポンご利用履歴がある場合
は、利用いただくことができません。

Q.12 ご紹介クーポンの利用にはクレジットカードの登録は必須
ですか？

A.12 恐れ入りますが、当該ご紹介クーポンのご利用にはクレジッ
トカードの登録が必須となっています。ご理解賜りますよう
お願いいたします。

Q.13 ご紹介クーポンの登録画面がわかりません。株主優待ご利
用申請ページを同じですか？

A.13 いえ、ちがいます。ご紹介クーポンご利用に必要なのはクー
ポンコード及びクレジットカードの登録となります。
株主番号や郵便番号は登録に必要ございません。下記URL
よりご登録をお願いいたします。
https://cookpad.com/coupon

転居等

紛失

ご紹介クーポン

その他のお問い合わせはこちら
https://info.cookpad.com/contact/yutai

お問い合わせ用

QRコード

三井住友信託銀行　証券代行部
0120-782-031　受付時間9:00〜17:00（土日祝除く）

株主番号のお問い合わせはこちら 

新鮮な食材を出荷当日にお届け

1品からでも送料無料、手数料なし

選べる2つの受け取り方法

クックパッドマートのオトクなクーポンプレゼント!!
クックパッドマートを1,000円以上利用で500円割引（おひとり様1回限り）

クーポンコード:　KABU2022　有効期限:　2022年6月末

クックパッドマートとは

まずはアプリをダウンロード!!

POINT 3

POINT 2

POINT 1

※2021年12月末現在、東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のコンビニエンスストア、ドラッグストア、駅構内、商業施設、マンション等でご利用いただけます。
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株主優待を利用したプレミアムサービスのご登録手順　※アプリからはご登録できません。

①QRコードを読み込むかインターネットで「クッ
クパッド　株主優待」と検索して「株主優待ご利
用登録サイト」ページにアクセスする。
②「登録手続きを進める」を押す。

お問い合わせはこちら

https://info.cookpad.com/contact/yutai
クックパッド株式会社

②画面下の「お問い
合わせ」を押す。

③�画面下の「株主
優待について」の
「お問い合わせ」
を押し、必要な項
目を入力してお
送りください。

ご利用状況によって画面が異なります。以下を確認のうえお進みください。

〈ユーザー登録をされている方〉

〈ユーザー登録をしているか不明な方〉

▲

こちらで状況をお調べしますので、お問い合わせをお願い致します。

〈ユーザー登録をしていない方〉

株主優待ご利用登録サイトへアクセス
①「クックパッド株式会社」の
ページにアクセスする。昨年（24期）「1年間」無料の株主優待の「利用登録」をされた方で今年（25

期）も引き続き1年間無料の優待権利をお持ちの方は自動更新済です。
それ以外の方は以下からそれぞれの画面をご確認下さい。
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●プレミアムサービスを利用していない方�
● �プレミアムサービスをご利用中で、�
携帯電話料金支払い・クレジット決済の方

●�プレミアムサービスをご利用中で、�
iTunes�Store決済／Google�Play決済をご利用の方

●プレミアムサービスを利用していない方�
● ��プレミアムサービスをご利用中で、�
携帯電話料金支払い・クレジット決済の方

●�プレミアムサービスをご利用中で、�
iTunes�Store決済／Google�Play決済をご利用の方

https://shareholder.cookpad.com

クックパッド�株主優待

まずは

ここへ

アクセス！

お問い合わせ
をお願い致し 
ます。

11昨年から引き続き株主優待で
プレミアムサービスを利用されている方

3.3. 〈ユーザー登録をしていない方〉プレミアムサービスを利用していない方
❶「クックパッド�ユーザー
登録（無料）」を押す。

❷メールアドレスを入力し、最後に画面下の
「利用規約に同意して送信する」を押す。

❸登録したメールアドレスに送られて
きた受信メールを確認し、本登録へ
進むリンクをクリックする。

❹必要な情報を入力し、最後に画面
下の「入力した内容で登録する」
を押すと、ユーザー登録が完了。

2.2.  「〈ユーザー登録をされている方〉プレミアムサービスを
利用していない方」

▲

③へ進む
2.2.  「〈ユーザー登録をされている方〉プレミアムサービスを

利用していない方」

▲

③へ進む

1.1. 昨年から引き続き株主優待でプレミアムサービスを利用されている方
❶ログインする。
※�ログイン中の場合は
表示されません

❸画面下の「ご利用手続き」に進み、送付状に記載�
されている株主番号、郵便番号を入力する。

❷必要情報を入力し�
ログインする。

❺株主優待ご利用申請
が完了。

❹「特典を利用する」を
押す。

株主番号郵便番号

5.5. 〈ユーザー登録をされている方〉プレミアムサービスをご利用中で、 iTunes Store決済／Google Play決済の方
❶ログインする。
※�ログイン中の場合
は表示されません

株主番号郵便番号

特典の登録手続きを受け付けました。
「プレミアムサービスは、Apple App store/Google 

Play storeでのプレミアムサービス登録期限後に
始まります。ご解約がまだの方はご解約を行ってく
ださい。」

「2020年3月31日までプレミアムサービスをご利
用いただけます。」

❹下部にご利用手続き画面が表示されるので、
送付状に記載されている株主番号、郵便番号
を入力する。

❺「特典を利用する」�
を押す。

❻株主優待ご利用申請
が完了。

❷画面下の「ご利用手続きの前に」を読み、登録
状況に応じてご解約をお願いします。

❸ご解約手続きが終わったら「解約を行ったの
で、優待登録手続きに進みます」を押す。

●❷

●❸

6.6. 〈ユーザー登録をしていない方〉プレミアムサービスをご利用中で、携帯電話料金支払い・クレジット決済の方
❶ログインする。
※�ログイン中の場合
は表示されません

3.3.  「〈ユーザー登録をしていない方〉プレミアムサービスを利用 
していない方」の手順に従ってユーザー登録をする

4.4. 「〈ユーザー登録をされている方〉プレミアムサービスをご利用中で、
携帯電話料金支払い・クレジット決済の方」に従って解約をする

❷「ユーザー登録を�
行う」を押す。

❸メールアドレスを入力し、「利用規約�
に同意して送信する」を押す。

❹画面下の「ご解約へ（登録情報の確認ページ）」
を押す。

4.4. 〈ユーザー登録をされている方〉プレミアムサービスをご利用中で、携帯電話料金支払い・クレジット決済の方
❶ログインする。
※�ログイン中の場合
は表示されません

❷画面下の「ご解約へ（登録情報
の確認ページ）」を押す。

❺画面下の「プレミアム�
サービスを解約する」を�
押し、OKをクリックする。

❸画面下の「プレミアム�
サービスを解約する」�
を押す。

❹画面下の「解約手続き
を進める」を押す。

https://shareholder.cookpad.com

https://shareholder.cookpad.com

クックパッド�株主優待

クックパッド�株主優待

❻解約後、再度お客様ご自身で「株主優待�
ご利用登録サイト」ページにアクセスし、�
「登録手続きを進める」を押してください。

❺解約後、再度お客様ご自身で「株主優待�
ご利用登録サイト」ページにアクセスし、�
「登録手続きを進める」を押してください。

QRコードを読み込むか
インターネットで

「クックパッド 株主優待」と検索

QRコードを読み込むか
インターネットで

「クックパッド 株主優待」と検索

2.2. 〈ユーザー登録をされている方〉プレミアムサービスを利用していない方
❶ログインする。
※�ログイン中の場合は
表示されません

❸画面下の「ご利用手続き」に進み、送付状に記載�
されている株主番号、郵便番号を入力する。

❷必要情報を入力し�
ログインする。

❺株主優待ご利用申請
が完了。

❹「特典を利用する」を
押す。

株主番号郵便番号

特典の登録手続きを受け付けました。
「プレミアムサービスは今から最大15分程度
を目処にご利用いただけるようになります。」

「2020年3月31日までプレミアムサービスを
ご利用いただけます。」

2.2.  「〈ユーザー登録をされている方〉プレミアムサービスを
利用していない方」

▲

③へ進む
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