
202２年株主優待に関するお知らせ 

 

 当社では、当社グループの事業についてより深くご理解いただきたく、対象の株主様に株主優

待制度として当社グループ商品を進呈しております。 

 

記 

 

[対象] 

202２年 3月末時点の株主名簿に記載された 100 株以上ご所有の株主様 

 

[内容] 

インターネットを用いて、当社グループの複数商品から２点をお選びいただく方式といたします。

お選びいただける商品内容につきましては、後記「商品ラインナップ」をご参照ください。その

他お申込み方法などの詳細につきましては、対象の株主様へ、定時株主総会後にお送りいたしま

す別紙「株主優待のご案内」にてご案内させていただきます。 

なお、別紙のご案内は２０２２年 6月 29日に発送いたします。 

 

[お申し込み期間] 

本年の優待品お申し込み受付期間は 202２年 6月 30 日～202２年 7月 3１日です。 

優待品のお申込み受付期間中にお申し込みいただかなかった場合には、当社が選定した商品をお

届けいたします。 

 

[発送時期] 

商品の発送は 202２年 9 月中旬頃を予定しております。 

 

[商品ラインナップ] 

本年は、地図とトピックスの商品群から１点、新商品とガイド雑誌の商品群から１点の合計２点

をお選びいただけます。それぞれのラインナップおよび内容につきましては、下表をご参照くだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆ 選択商品１点目 ◆ 

 当社を代表する地図商品のほか、本年のトピックス商品から１点お選びいただけます。 

書籍名・シリーズ名 商品説明等 

GIGAマップル 

 

地図上の文字や記号を、従来当社比で平均 150％大きくした

道路地図です。 

次の地域からお選びいただけます。 

北海道 東北 関東 中部北陸 

関西 中国 四国 九州沖縄 

（全８地域） 

ツーリングマップル 旅人の支持を集めて 37 年。おすすめの道やスポットを、取材

ライダーによる生のコメント情報としてちりばめた、唯一無二

の地図です。 

北海道 東北 関東甲信越 中部北陸 

関西 中国・四国 九州沖縄 

※リング製本ではないコンパクトな A５版です。    （全７地域） 

スッと頭に入るシリーズ 

 

歴史上の重要な事件・できごとを、ポイントとなるキーワード

に地図や図解を合わせてスッと理解できる構成が特徴です。 

地図でスッと頭に入る 47 都道府県 

地図でスッと頭に入るアジア 25の国と地域 

地図でスッと頭に入るヨーロッパ 47カ国 

地図でスッと頭に入る縄文時代 

地図でスッと頭に入る昭和と近現代史 

地図でスッと頭に入る鎌倉・室町時代 

地図でスッと頭に入る平安時代 

（全７種類） 

「トリセツ」シリーズ 

 

取扱説明書、略して「トリセツ」。各都道府県の「初耳秘話」を

クローズアップ。知っているようでしられていないローカル色

強めのトリビアやウンチクを紹介する、マップエンターテイメ

ント本。 

北海道 青森 岩手 宮城 秋田 

山形 福島 茨城 栃木 群馬 

埼玉 千葉 東京 東京２ 神奈川 

新潟 富山 石川 福井 山梨 

長野 岐阜 静岡 愛知 三重 

滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 

和歌山 鳥取 島根 岡山 広島 

山口 徳島 香川 愛媛 高知 

福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 

宮崎 鹿児島 沖縄 

※47 都道府県＋「東京のトリセツ２」（全 48 種類） 

https://www.mapple.co.jp/product/gigamapple/
https://www.mapple.co.jp/product/touringmapple/
https://www.mapple.co.jp/product/%e3%80%8c%e3%82%b9%e3%83%83%e3%81%a8%e9%a0%ad%e3%81%ab%e5%85%a5%e3%82%8b%e3%80%8d%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004171/ct290/page1/recommend/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004178/ct290/page1/recommend/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004139/ct290/page1/recommend/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004169/ct290/page1/recommend/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004129/ct290/page1/recommend/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004183/ct290/page1/recommend/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004147/ct290/page1/recommend/
https://www.mapple.co.jp/product/%e3%80%8c%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%bb%e3%83%84%e3%80%8d%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba/


◆ 選択商品２点目 ◆ 

 新商品、人気のガイド雑誌から１点お選びいただけます。 

書籍名・シリーズ名 商品説明等 

まっぷるマガジン国内版 

 

国内の観光情報を、各県・主要な観光地ごとに紹介する雑誌ス

タイルの定番旅行ガイドブックシリーズ。足で集めたおすすめ

情報をオールカラーでぎっしり収録しました。 

北海道 札幌 函館 東北 

青森 岩手 仙台・松島 秋田 

山形 福島 茨城 栃木 

日光・那須 群馬 埼玉 千葉・房総 

東京 秩父・奥多摩 横浜 鎌倉 

箱根 新潟 富山 金沢 

福井 山梨 河口湖・山中湖 信州 

軽井沢 岐阜 飛騨高山 静岡 

伊豆 伊豆・箱根 愛知 名古屋 

伊勢志摩 滋賀・びわ湖 京都 京都・大阪・神戸 

大阪 兵庫 淡路島 城崎・天橋立 

奈良 和歌山 南紀 山陰 

鳥取 松枝・出雲 岡山・倉敷 広島・宮島 

山口・萩・下関 四国 香川 愛媛 

高知 九州 福岡 長崎 

熊本・阿蘇 大分・別府 宮崎 鹿児島 

奄美・屋久島 沖縄 石垣・宮古 

（全 67 種類） 

まっぷるキッズ 

地図でばっちりわかるシリーズ 

 

 

子どもたちの苦手な地理が楽しく学べるしかけがいっぱい！ 

旅する気分で楽しめる「おもしろ地図帳」です。 

 

47 都道府県 

世界の国ぐに 

（全２種類） 

にゃっぷる 

 

旅行情報誌まっぷるが作った、旅とねこを愛する人のバイブル

本。ねこ島、ねこ街、ねこスイーツなど、悶絶かわいいねこた

ちがいっぱいです。 

にゃっぷる 

にゃっぷる２匹め 

（全２種類） 

 

 

 

https://www.mapple.co.jp/product/mapple-japan/
https://www.mapple.co.jp/product/mapple-japan/
https://www.mapple.co.jp/product/%e3%80%8c%e3%81%be%e3%81%a3%e3%81%b7%e3%82%8b%e3%82%ad%e3%83%83%e3%82%ba%e3%80%8d%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba-2/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004120/nc401/page1/order/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004121/nc401/page1/order/
https://www.mapple.co.jp/12753/
https://www.mapple.co.jp/17628/


まっぷる 

おいしい道の駅ドライブ 

 

 

「道の駅」の魅力をギュッと凝縮したドライブのお供に必携

の１冊です。 

一度は食べたい超人気の駅グルメや話題のスイーツ等が楽

しめる駅をクローズアップ！もちろん、ニューオープン予定

等の最新情報もご紹介。 

北海道 東北 首都圏発 名古屋・東海 

京阪神発 中国・四国 九州山口 

（全７種類） 

スリバチの達人シリーズ 

 

 

窪地や崖、暗渠や水路といった高低差が作り出す地形 

＜スリバチ＞を知り尽くしたスリバチ学会の達人イチオシ

のスリバチスポットを歴史的背景も含めて写真入りで多数

紹介する地形ガイドブック。 

分水嶺東京南部編 分水嶺東京北部編 

多摩・武蔵野 横浜・川崎・鎌倉 

京阪神 埼玉 

千葉 

（全７種類） 

※商品写真はイメージです。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【この件に関するお問合せ先】 

昭文社ホールディングス 株主優待事務局 

電話：0120-517-655（6/30～9/30、土・日・祝日を除く 10時～17 時） 

上記以外は電話：03-3556-8111（代）株主優待担当（土・日・祝日を除く 10時～17 時） 

http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004042/nc203/page1/order/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004041/nc203/page1/order/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/005002000030/nc203/page1/order/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000003924/nc203/page1/order/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000003925/nc203/page1/order/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000004040/nc203/page1/order/
http://ec.shop.mapple.co.jp/shopdetail/000000003926/nc203/page1/order/
https://www.mapple.co.jp/product/%e3%80%8c%e5%87%b8%e5%87%b9%e5%9c%b0%e5%9b%b3%ef%bc%86%e3%82%b9%e3%83%aa%e3%83%90%e3%83%81%e3%81%ae%e9%81%94%e4%ba%ba%e3%80%8d%e3%82%b7%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%ba/

