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株主優待制度の拡充に関するお知らせ 
 

京王電鉄株式会社（本社：東京都多摩市、社長：加藤奐）では、株主様へのご優待と

して、現在「株主優待乗車証」や「グループ会社優待割引券」を発行しております。 

このたび、株主様へのご優待をより多くの機会にご利用いただくため、グループ会社

優待割引券がご利用いただける店舗を拡大するほか、「電車・バス全線パス」１枚を「電

車全線パス」複数枚に交換できる制度を新設いたします。 

 新しい株主優待制度は平成２１年９月３０日現在の株主様から実施いたします。 

 詳細は下記のとおりです。 

 

記 

 

１．実施時期 

平成２１年９月３０日の基準日に、株主名簿に記載された株主様から実施いたし

ます（発送は１１月末予定）。 

 

２．実施内容 

（１）１，０００株以上ご所有の株主様を対象として、新たに４つの会社・施設を加

えるなど、下記のとおりグループ会社優待割引券を拡充します。 

 会社名・施設名 優待内容 枚数 

京王ストア 
京王ストア・キッチンコートでのお買物 100 円割引

（2,000 円以上のお買上げごとに 1枚利用可） 
10 枚

京王自動車 
タクシー運賃 100 円割引 

（1乗車につき 1枚利用可） 
3 枚

テニススクール入会金無料・入会初回月会費 50％割引 
京王レクリエーション 

貸テニスコート料 20％割引 
5 枚

新設 

京王フローラルガーデン 

アンジェ 

大人入園料 100 円 

（通常 500 円を割引） 
4 枚

枚数

追加 
京王アートマン 

お買物 10％割引 

（1,050 円以上のお買上げにつき） 

10 枚

(従前 5枚)

このほか、５，０００株以上ご所有の株主様には、年に１回、１１月末の株主優待

をご送付する際に、当社のオリジナルカレンダー引換券を発行いたします。 



（２）６０，０００株以上ご所有の株主様を対象として、ご所有の株式数に応じてご

希望により「電車・バス全線優待パス」１枚を「電車全線優待パス」複数枚に

交換できる制度を新設します。 

 

【交換制度の概要】 

                                            通   常       
６０，０００株～ 

１００，０００株～ 

１５０，０００株～ 

３００，０００株～ 

５００，０００株～ 

１，０００，０００株～ 

電車・バス 

全線優待 

パス １枚 

交換可能枚数 

電車全線優待パス ２枚 

電車全線優待パス ３枚 

電車全線優待パス ４枚 

電車全線優待パス ５枚 

電車全線優待パス ７枚 

電車全線優待パス 10 枚

 
 ⇒ 

お申出により  
 交換 
 
 
 

３．株主優待についてのお問合せ 

   京王電鉄㈱ 法務部 法務担当 ℡０４２－３３７－３１１４ 

   （ 平日：9：30 ～ 18：00 ） 

 
 

以 上 



【参考】 
（１）平成２１年９月３０日以降の株主優待制度 

株主優待乗車証 

株主優待乗車証 
ご所有株式数 

１枚１乗車有効の 
電車全線優待乗車券 優待パス 

１，０００株以上 
３０，０００株未満 

１，０００株につき 
４枚 ―― 

３０，０００株以上 
５７，０００株未満 ３０枚 電車全線優待パス 

１枚 

５７，０００株以上 ４０枚 電車・バス全線優待パス 
１枚 

※６０，０００株以上ご所有の株主様は、ご所有の株式数に応じてご希望により「電車・バス全線

優待パス」１枚を「電車全線優待パス」複数枚に交換いただけます。 
【交換制度の概要】 

 

 

 

 

 

 通   常 

６０，０００株～ 

１００，０００株～ 

１５０，０００株～ 

３００，０００株～ 

５００，０００株～ 

１，０００，０００株～ 

電車・バス 

全線優待 

パス １枚 

交換可能枚数 

電車全線優待パス ２枚 

電車全線優待パス ３枚 

電車全線優待パス ４枚 

電車全線優待パス ５枚 

電車全線優待パス ７枚 

電車全線優待パス 10 枚 

 

⇒ 

お申出により 

交換 

 

グループ会社優待割引券 

 
優待対象 優待内容 

1,000 株以上 

5,000 株未満 

5,000 株以上 

10,000 株未満  
10,000 株以上

 
京王百貨店 

お買物金額 10％割引 

（3,150 円以上のお買上げにつき） 
１０枚 ２０枚 ３０枚 

 京王プラザホテル 

チェーン 

宿泊 20％割引、飲食サービス料(10％)無料 

（2,100 円以上のご利用につき） 
１０枚 ２０枚 

 
京王観光 

キングツアー5％割引 

その他のパッケージツアー3％割引 
１０枚 ２０枚 

★ 
京王ストア 
京王ストア 
キッチンコート 

お買物金額 100 円割引 

（2,000 円以上のお買上げごとに１枚利用可） 
１０枚 

★ 京王自動車 

（京王タクシー） 

タクシー運賃 100 円割引 

（１乗車１枚利用可） 
３枚 

 京王自動車 

（車検・点検・整備） 
工賃 10％割引 ２枚 

 
 京王運輸 引越料金 20％割引 ２枚 

● 京王アートマン 
お買物金額 10％割引 

（1,050 円以上のお買上げにつき） 
１０枚 

 
京王食品 
ベーカリーショップ ルパ 
BAKERY&CAFE ルパ 
ブーランジェリー ルパ 

お買物金額 10％割引 

（1,000 円以上のお買上げにつき） 
１０枚 

 京王グリーンサービス 

(フラワーショップ京王) 

お買物金額 10％割引 

（2,000 円以上のお買上げにつき） 
１０枚 

 
 京王不動産 売買仲介手数料 10％割引 １枚 

★ 京王レクリエーション 

（京王テニスクラブ） 

テニススクール入会金無料、 

初回月会費 50％割引 

貸テニスコート料 20％割引 

５枚 

★ 京王フローラルガーデン 

アンジェ 

大人入園料 100 円 

（通常 500 円を割引） 
４枚 

★ 京王グループカレンダー 引換券(年１回) － １枚 

※★新設優待制度 
●京王アートマンは従前の５枚を１０枚へ増加 

 
（２）株主優待の有効期間 
   ９月３０日現在の株主様 ／ １１月末送付 有効期間：１２月～翌年５月 

   ３月３１日現在の株主様 ／  ５月末送付 有効期間： ６月～ １１月 


