
イオンから株主の皆さまへ

植樹活動の
お知らせ

アンケート
ご協力のお願い

ご優待パスポート
の進呈

議決権行使は、株主の皆さまが当社の経営にご参加いただくための大切な権利です。ご行使いただくことで株主さまのご
意思を反映させることができます。またイオンでは、植樹活動を「お客さまを原点に平和を追求し、人間を尊重し、地域
社会に貢献する。」という基本理念を具現化する活動と位置づけ、1991年より世界各地で取り組んでいます。議決権行使
の際に「スマート行使」（ハガキでの返送以外の電磁的行使）をご利用いただいた場合、郵送費用の一部を、公益財団法
人イオン環境財団※の植樹活動にお役立てさせていただいており、過去3年間で累計1,431万円の寄付を行っています。株
主の皆さまの議決権行使が、豊かな森づくりにつながる「スマート行使」を是非ご利用ください。
※公益財団法人の活動の詳細は裏面にてご確認いただけます。
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皆さまの議決権行使が、豊かな森づくりにつながります。
「スマート行使」により削減される郵送費用の
一部を植樹活動に寄付します｡

アンケートご協力のお願い
抽選で3,000円分の商品券を300名さまにプレゼント！

「スマート行使」での議決権行使後のアンケートにご協力いただいた方の中から
抽選で、プレゼントします。

※当選された株主さまにはご登録のご住所あてに2022年7月下旬頃に発送する予定です。
　�当選発表は発送をもって代えさせていただきます。パソコンからアンケートにご回答いただいた方も対象となります。

回答期限 2022年5月24日（火）午後6時まで

更に

─ 議決権行使いただいた方に素敵なプレゼント！─

更に
議決権行使をされたすべての株主さまに

株主さまご優待パスポートを進呈！
総合スーパーのイオン、イオンスタイル等で1日限りお好きな日にご利用いただけるパスポートを進呈します。
2022年6月中旬頃に発送の予定です。

株主さまご優待パス

10%OFF 5%OFF

すべての会社提案議案に
ついて「賛成」する

各議案について
個別に指示する

第〇号議案

取締役〇名選任の件

賛成

除外する候補者

反対

議案詳細

ログイン用
QRコード

株主の皆さま、議決権を
行使されていますか？

私が行使しなくてもいいかな～と…

なんとなく手間な気がして…

インターネットによる議決権行使 なら…

少しの空き時間に
どこからでも
ご行使いただけます！

外出先
でも

左記のデバイスから
ご利用いただけます。

パソコン スマート
フォン

操作も簡単になったので、
是非ご行使ください！

議決権は株主さまの
大切な権利です！

議決権行使コードとパスワードの
入力が手間なんだよな…

そんなご要望にお応えする
便利な機能をご紹介！

議決権行使

スマートフォンでのログインが
QRコードで簡単に！

ご自宅
でも

簡単になった！

START !

１ QRコード読み取り用の
アプリを立ち上げます。

２ スマートフォン画面に議決
権行使書用紙の右下にある

「ログイン用QRコード」を
写して読み取るだけでログ
イン完了です。

3 表示されたURLを開くと
議決権行使ウェブサイト
画面が開きます。
議決権行使方法は2つあり
ます。

4 画面の案内に従って議案の
賛否をご入力ください。
また、議案詳細から議案が
参照できます。

5 確認画面で問題なければ
「この内容で行使する」ボタ
ンを押して行使完了！

パソコンをご使用の際は
議決権行使ウェブサイト　https://www.web54.net
にアクセスしてください。

議決権行使
コード

パスワード
不要

スマートフォンで

「ログイン用QRコード」を読み取る方法
スマート行使

議決権行使期限
議決権の行使を

お待ちしております！

アンケート回答中

2022年5月24日（火）

午後6時まで

議決権行使書用紙の右下に
あるこちらの「ログイン用QR
コード」をご利用ください

スマートフォンでの議決権行使は、議決権行使コードや
パスワードを入力することなくご行使いただけます！

意外と
簡単だな これで

できちゃうんだ！ ありがとう
ございます！

「スマート行使」での議決権行使の後にアンケートにご協力いただいた方の中から

抽選で、3,000円分の商品券を300名さまにプレゼント！
特典！

へぇ～！
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〈スマート行使後のアンケートにご協力いただくと〉 抽選で300名の方に商品券をプレゼント！

※操作画面はイメージです。
※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

ご留意事項

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、「議決権 
行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。

？ 「スマート行使」でのスマートフォン等の操作方法に関するお問い合わせ
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

0120（652）031 受付時間�9:00～21:00

こんなに簡単に議決権が行使できます。スマホなら

●裏面では、イオンワンパーセントクラブ、イオン環境財団の活動をご紹介しています。



「イオングループ1％クラブ」発足を宣言1989
「イオングループ1％クラブ」設立1990

「小さな大使」第1回開催
（現：ティーンエイジ�アンバサダー）

環境庁（現：環境省）
「こどもエコクラブ」活動支援スタート
（現：イオン�チアーズクラブ）

1996

学校建設支援事業を
カンボジアでスタート

2000

地域行事支援スタート2007

「イオン�スカラシップ」スタート2006

「イオン�すくすくラボ」スタート2008

公益財団法人へ移行2015

東北支援スタート2011

「イオン�eco-1グランプリ」第1回開催

「イオン�ふるさと発見伝」スタート
2012

未来農業Days�サポートをスタート
「福島キッズ森もりプロジェクト」スタート

2016

「首里城復興支援プロジェクト」スタート
「イオン�こども食堂応援団」を支援

2020

「イオン�ユニセフ�セーフウォーター
キャンペーン」スタート

2010

「ティーンエイジ�アンバサダー同窓会」を実施

「アジア大学生�環境フォーラム�in�ベトナム」第1回
開催（現：アジア�ユースリーダーズ）

2009

「日本�中国�ティーンエイジ�アンバサダー」を
スタート

「アジア�ユースリーダーズ」
第1回「食と健康」をテーマに日本で開催

2017

「日本�中国ティーンエイジ�アンバサダー」
10周年記念事業を実施

2018

30周年記念事業を実施2019

公益財団法人イオン環境財団

https://aeon1p.or.jp/1p/

https://www.aeon.info/ef/

環境や社会をテーマに、子どもたちが社会的なルールを学びながら身近な地球の問題を主体的に捉え、考える力を育てます。また、
教育施設が不足する国々に対して、各国政府やNPOと連携しながら学校建設などを支援しています。

学生たちに国際的な文化・人材交流の機会を提供し、相互理解を深めることで日本と諸外国との友好親善を深めます。また、日本への
留学生に対する奨学金授与など、国際人の育成を支援します。

地域に根ざし、次代に引き継ぐべき伝統行事や文化の継承、大規模自然災害により被災した地域の復旧・復興、そしてこれらを担う
人材育成などを支援します。

イオンは、株主の皆さまとともに地域の豊かさを実現することを目指して、事業活動を通じた取り組みに加えて両財団の活動を推進しています。

イオンの森づくり

次代を担う青少年の健全な育成

諸外国との友好親善

地域社会の持続的発展

小学1年生から中学3年生までの子ども
たちが、集団行動を通じて社会のルー
ルやマナーを学びながら、環境や農業
などへの興味・関心や考える力を育む
場として全国420カ所を拠点に、体験
活動を行っています。

イオン チアーズクラブ

寄付金
（予定） 5年間で5億円

ウクライナの子どもたちを救うため、
1億円の寄付を実施
イオングループが戦争に反対する意思表明と
ともに行う「イオン�ウクライナ子ども救援
募金」の実施に先立ち、1億円を拠出し、ユ
ニセフを通じて水、防寒用品、学用品、玩具
などに充てていただきました。

首里城（那覇市）の甚大な被害
に対し、イオン株式会社が行っ
ている「首里城復興プロジェクト」
に賛同し、当財団では、向こう5
年間に5億円の寄付を予定してい
ます。2021年は第2回として沖
縄県へ1億円を贈呈しました。

イオン 首里城復興支援
プロジェクト災害復興支援

アジア ユースリーダーズ イオンスカラシップ
アジア9カ国の異なる価値観を持つ
高校生が英語を共通言語として、
チームで議論を重ね解決策を提案す
るプログラムです。自分とは違う考
え方や意見に対する理解を深め、時
代を担う若きリーダーの育成を目的
としています。

アジア各国の大学生および日本で学ぶアジアの
留学生を対象とした給付型奨学金制度です。年
間を通じた経済支援のほか、日本で学ぶ奨学生
を対象に、さまざまな研修カリキュラムやボラ
ンティア活動などの機会を提供し、グローバル
人材への成長を目指す学生たちをサポートして
います。

Education

Interchange

Development

公益財団法人
イオンワンパーセントクラブ

寄付金 1億円

イオン環境財団は、1990年に、日本で初めて、地球環境をテーマにした企業単独の財団法人として設立されました。設立以
来、ひとつしかない地球を次世代へ引き継ぐため、多様なステークホルダーの皆さまと連携し、様々な環境活動を継続してい
ます。代表的な事業が「植樹活動」で、これまで世界各地で地域ボランティアの皆さまとともに、伐採跡地や自然災害などで
荒廃した森に植樹し、みどりの再生を実施してきました。また、環境活動に積極的に取り組んでいる非営利団体への「助成」
や、環境人材の育成を目指した「環境教育」なども継続実施しています。今後は、持続可能な地域の実現を目的に、地域の皆
さまと協働して、地域づくり、人づくりにも取り組み、新たな「イオンの里山」の構築を目指します。

5,206人現在参加して
いるメンバー

　　「イオン環境財団」とは？

イオンワンパーセントクラブは、「お客さまを原点
に平和を追求し、人間を尊重し、地域社会に貢献す
る。」というイオンの基本理念を具体的な行動に移し、
企業の社会的責任を果たすことを目的として1990
年に設立しました。以来、30年以上にわたって、イ
オングループ主要企業が税引き前利益の1％相当額
を拠出し、「次代を担う青少年の健全な育成」「諸外
国との友好親善の促進」「地域社会の持続的発展」の
3つを柱とする事業活動を行っています。

設立以来、30年以上にわたって多くの皆さまのご協力のもと、小売業
の特性を生かした数多くの社会貢献活動に取り組んできました。

イオン1％（ワンパーセント）クラブ30年のあゆみ

〒���-����　千葉市美浜区中瀬�-�-�　
ＴＥＬ：���-���-����　ＦＡＸ：���-���-����

URL:https://aeon�p.or.jp/�p/
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活動の詳細はホームページへ フェイスブックもご覧ください
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　　 「イオンワンパーセントクラブ」とは？

植樹は株主さまにもボランティアとしてご
参加いただくことができる活動ですが、新
型コロナウイルス感染症の拡大により、大
人数での活動を休止せざるを得なくなりま
した。そこで植樹地に出向かずに森づくり
に参画いただける活動として、ボランティ
アの皆さまに苗木をお預けし、1年間自宅
や学校等で育てていただく「苗木の里親プ
ロジェクト」を実施しました。

地域の皆さまのご参加が可能になりましたら、当財団のホームページやSNSなど
でご案内いたします。

国内外の地域行政と協力し、自然
災害や伐採などで荒廃した森の再
生を目的として､ 世界各地のボラ
ンティアの皆さまとともに植樹活
動を実施してまいりました。これ
まで、世界11カ国で植樹を行い､
累計植樹本数は1,241万本となっ
ています。（2022年2月現在）。

9カ国1,066人これまでの
交流人数 7カ国38大学　7,818人これまでの

受給人数

WAON POINTによる寄付の受付を開始しました
寄付を通じて「イオン�チアーズクラブ」で活動する子どもたちへの支援に
ご参画いただけます。寄付は1,000ポイント（1,000円分）以上、500ポ
イント（500円分）単位でご応募いただけます。

―― ※株主の皆さまの「スマート行使」による議決権行使が、同財団への活動支援 につながります。是非とも議決権をご行使いただきますようお願いします。――

イオンウォレットアプリでもご応募を受け付けています。

こちらのウェブサイトからご応募いただけます

活動の一例をご紹介します。


