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平成 23年 2 月 4日 

各 位 

会 社 名 フランスベッドホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社長    池  田   茂 

（コード番号  7840  東証  第一部） 

問合せ先 総務グループ 総務室 広報課長 佐藤知盛  

（TEL 03-5338-1081）  

 

 

株主優待制度詳細決定に関するお知らせ  

 

 

平成 23 年 3 月期における株主優待制度の内容につきまして、詳細が決まりました

のでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度の目的 

株主の皆様からの日頃のご支援にお応えするとともに、今後ともより多くの株主の

皆様に、当社事業へのご理解とご支援をいただき、当社株式を長期保有していただけ

ますよう魅力を高めることを目的としております。 

２．株主優待制度の内容 

（１）対象株主様 

  平成 23年 3月 31日の最終の株主名簿に記載または記録された 1,000株以上保有

されている株主様または登録質権者。 

（２）株主優待の内容 

Ａ.下表の通り、10,000 円の優待券、またはオリジナル優待品をお選びいただけま

す。 

種類 ご利用場所／内容／ご負担等 

10,000円分の優待券 下記にてご利用いただけます。 

①フランスベッド株式会社のインターネット通販ショップ 

「介護宅配便」（http://kaigo-takuhai.com） 

②フランスベッド株式会社のメディカルショップ、 

またはプレゼンテーションスタジオやショールーム（※１） 

③自社グループ指定製品の優待割引価格販売 

（※１）プレゼンテーションスタジオやショールームではお客様に
商品を直接販売しておりませんので、フランスベッド株式
会社のお取引先を通してご利用いただきます。 
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オリジナル優待品 下記の製品のいずれか１品をお選びいただけます。 

（商品概要については（３）をご参照） 

①羽毛製品「ケットクッション」 

②家具職人が作る木のおもちゃ「木のトレーラー」 

③掛布団カバーとピロケースの「寝装品セット」（※２） 

④ベッド用シーツ「マットレスカバー２枚セット」（※３） 

（※２）掛布団カバーは、シングルサイズとダブルサイズの２サイズから１
サイズお選びいただけます。 

（※３）サイズは、シングルサイズ、セミダブルサイズ、ダブルサイズの３
サイズから１サイズお選びいただけます。 

 

Ｂ.下表の通り、ご希望の株主の皆様に優待割引価格で販売いたします。（Ａ.と併用

いただけます。） 

種類 内容／ご負担等 

自社グループ指定製

品を優待割引価格で

販売 

下記指定製品より、１品を優待割引価格(標準小売価格の 25％割

引)で販売いたします。 

なお、お支払いは商品お届け時、代金引換となります。 

また、ご購入の際には、10,000円分の優待券（前期にお送りした

有効期限：平成 24年 3月 31日の優待券を含む）もご利用いただ

けます。 

（商品概要については（４）をご参照） 

①枕「ニューショルダーフィットピロー・パール」（※４） 

②寝装品３点セット「クールメッシュ３点パック」（※５） 

③環境対応型スプリングマットレス「リコ･プラス ＲＣ３００」 
（※６） 

④寝具７セット「ラクネスーパープレミアム＋寝装６点セット」 

⑤羽毛ふとん「ＬＴ羽毛ふとん」（※７） 

⑥オールシーズン羽毛敷ふとん「ＡＳダウンサポート」 

⑦羽毛ふとん「キングダウン天使の約束」 

⑧電動で立ち上がり補助「リフトアップチェア４００」 

⑨パーソナルチェア「ＫＥ－２２」 

⑩電動アシスト付三輪自転車「ＡＳＵ－３Ｗ０１」 

（※４）枕の高さは、ロータイプとハイタイプの２タイプがございます。 

（※５）サイズは、シングルサイズ、セミダブルサイズ、ダブルサイズの３
サイズからお選びいただけます。 

（※６）サイズは、シングルサイズのみとなります。 

（※７）サイズは、シングルサイズ、ダブルサイズの２サイズからお選びい
ただけます。 
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（３）オリジナル優待品の特徴等 

特長／仕様等 画像 

①羽毛製品「ケットクッション」 

【特 長】 

・折りたたむとダウンクッション、広げると肌掛

けダウンケットになる羽毛製品 

【サイズ】ケット時  ：幅 1160×長さ 1650(㎜) 

     クッション時：幅  350×長さ 350(㎜) 

【詰 物】ダウン 50％ フェザー50％ 0.3㎏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※側生地の色柄は異なる場合があ
ります。 

②家具職人が作る木のおもちゃ「木のトレーラー」 

【特 長】 

・子ども用の動くおもちゃ、ふた付 

・本棚などちょっとしたスペースに置くインテリ

ア雑貨としても楽しめます 

【サイズ】幅 100×長さ 395×高さ 188(㎜) 

【素 材】カバ、サーモウッド、タモ、自然風塗装 

 

③掛布団カバーとピロケースの「寝装品セット」 

【特 長】 

・掛布団カバー１枚とピロケース１枚の寝装品セ

ット 

・掛布団カバーはシングルサイズとダブルサイズ

の２サイズから選べます 

【サイズ】ピロケース  ：500×700(㎜) 

      掛布団カバー：シングル 1500×2100(㎜) 

ダブル   1900×2100(㎜) 

【材 質】綿 100％ 

 

④ベッド用シーツ「マットレスカバー２枚セット」 

【特 長】 

・オリーブ色１枚とキナリ色１枚の２枚セット 

・サイズはシングルサイズ、セミダブルサイズ、 

ダブルサイズの３サイズから１サイズ選べます 

【サイズ】シングル  ： 970×1950(㎜) 

      セミダブル：1220×1950(㎜) 

ダブル    ：1400×1950(㎜) 

【材 質】綿 100％(サテン) 
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（４）自社グループ指定製品の特徴等 

※表示価格は、優待割引後の価格(税込)を表示しています。 

特長／仕様／価格等 画像 

①枕「ニューショルダーフィットピロー・パール」 

【特 長】 

・真珠と低反発フォームのハイブリッド構造 

・真珠のひんやりとした感触が頭部を冷やし心地よ

い 

【サイズ】390×520(㎜) 

【詰 物】上部：淡水真珠 100％ 

     中部：ポリプロピレン 100％(パイプ) 

     下部・首部：ポリウレタンフォーム 100％ 

(低反発) 

【側 地】ポリエステル 100％(抗菌加工)(ニット生地) 

      一部ポリエステル 100％(メッシュ) 

【カラー】グレー 

【価 格】ロータイプ：17,325円 

     ハイタイプ：19,687円 

 

②寝装品３点セット「クールメッシュ３点パック」 

【パック内容】 

・クールメッシュベッドパッド×１枚 

・パイルマットレスカバー×１枚 

・綿マットレスカバー×１枚 

【素 材】クールメッシュベッドパッド 

     [側地]表地：ポリエステル 100％ 

           (ハニカムメッシュ構造) 

        裏地：ポリエステル 65％、綿 35％ 

     [詰物]ポリエステル 70％、アクリレート系

繊維(モイスケアー)30％ 

     [カラー]ホワイト 

     パイルマットレスカバー 

     [素材]ポリエステル 60％、綿 40％ 

        (アクアジョブマットレスカバー) 

      綿マットレスカバー 

     [素材]綿 100％ 

【カラー】キナリ 

【価 格】シングル ：21,262円 

       セミダブル：25,200円 

       ダブル  ：29,137円 

 

 

 

 

 

 

パール 
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※表示価格は、優待割引後の価格(税込)を表示しています。 

特長／仕様／価格等 画像 

③環境対応型スプリングマットレス 

「リコ･プラス ＲＣ３００」 

【特 長】 

・マットレスの廃棄時には簡単に材料が分離・分別

できる構造 

・素材の分別から材料のリサイクルが容易 

・全ての素材がリサイクル可能 

・再生 PET 樹脂、廃植物繊維や植物由来のバイオマ

スエコフォーム等を 採用し、地球環境に配慮 

・エコマーク認定商品。 認定番号 10-130-001 

【材 質】スプリング：硬鋼線 

【側 地】ドビー織、ポリエステル 53％、レーヨン 47％ 

【詰 物】パームパッド、ポリエステルフェルト、 

ウレタンフォーム 

【サイズ】シングル  ：970×1950×190(㎜) 

【価 格】シングル ：31,500円 

※お届けの際、不要マットレスの引き取りはいたしま
せん。 

 

④寝具７セット 

「ラクネスーパープレミアム＋寝装６点セット」 

【パック内容】 

・折りたたみスプリングマットレス 

・掛け布団 ・枕 ・ベッドパッド 

・掛布団カバー ・ピロケース ・マットレスカバー 

  各１点 

【サイズ】シングルサイズ 

【カラー】キナリ 

【価 格】50,850円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内部構造 
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※表示価格は、優待割引後の価格(税込)を表示しています。 

特長／仕様／価格等 画像 

⑤羽毛ふとん「ＬＴ羽毛ふとん」 

【特 長】 

・保温性をキープし、余分な湿度を逃すベンチレータ機

能 

・寝返りの労力を従来比 16％低減 

・肩口からの冷えや首もとの不快感を抑える 

“ネックラウンド”仕様 

【側 地】ポリエステル 80％、綿 20％ 

【詰 物】ハンガリー産ホワイトグースダウン 90％、 

フェザー10％(制菌加工・防ダニ加工) 

  【キルト】ドライスルー、ネックラウンド仕様 

  【カラー】ホワイト 

【サイズ】シングル：1500×2100(㎜) 

ダブル  ：1900×2100(㎜) 

【価 格】シングル：73,500円 

       ダブル ：96,000円 

 

⑥オールシーズン羽毛敷ふとん「ＡＳダウンサポート」 

【特 長】 

・ホワイダウンを使用した羽毛面と、フランス産ウ

ールを使用した羊毛面、両面仕様で一年中使用可能 

【詰 物】[羽毛層]ハンガー産ホワイトダウン 90％ 

     [クッション層]帝人ファイバー 

        [羊毛層]フランス産 ラ・クーン種羊毛 

【サイズ】シングル：1000×2100(㎜) 

【重 量】4.6㎏ 

【価 格】73,500円 

 

⑦羽毛ふとん「キングダウン天使の約束」 

【特 長】 

・シングル(２枚)、キングの両サイズでの使用可能 

【側 地】ポリエステル 80％、綿 20％ 

【詰 物】ハンガリー産ホワイトグースダウン 90％、 

フェザー10％ 

【カラー】ホワイト 

【サイズ】2600×2100(㎜)  

※シングル時 1500×2100(㎜)×2枚 

  【総重量】3.6kg（1.8ｋｇ×2枚） 

【価 格】97,350円 
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※表示価格は、優待割引後の価格(税込)を表示しています。 

特長／仕様／価格等 画像 

⑧電動で立ち上がり補助「リフトアップチェア４００」 

【特 長】 

・電動で「立ち上がり」と「座る」動作を楽に行え

ます 

・リクライニング機能で長時間の使用も快適 

・移動用キャスターで手軽に移動が可能 

 【サイズ】幅 680×奥行 920～1580× 

高さ 850～1070×シート高 410(㎜) 

  【重 量】56kg（使用者耐荷重：100ｋｇ） 

【材 質】[表地]ポリエステル 

     [クッション材]ウレタンフォーム、ポリエ 

ステルわた、ウェービングバンド 

【付属品】ヘッドレストカバー（共生地） 

  【価 格】108,675円 

※ 介護保険要介護認定をお受けの方は、ご相談ください。 

介護保険の対象となる場合がございます。 

 

⑨パーソナルチェア「ＫＥ－２２」 

【張 材】本革、裏面はＰＶＣ 

【カラー】ブラック 

【詰 物】Ｓ字スプリング、高密度ウレタン 

     モールドウレタン 

【塗 装】エポキシ塗装（アルミニウム色） 

【生産国】デンマーク 

【サイズ】本体：幅 640×奥行 780～1060× 

高さ 890～1000×座面 463(㎜) 

       オットマン：幅570×奥行 390×高さ 445(㎜) 

【重 量】本体：18.1㎏、オットマン：6.5㎏ 

【価 格】108,675円 
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※表示価格は、優待割引後の価格(税込)を表示しています。 

特長／仕様／価格等 画像 

⑩電動アシスト付三輪自転車「ＡＳＵ－３Ｗ０１」 

【特 長】 

・ボトムマットレスのスプリング技術のトーション 

バーを応用し、安定した乗り心地を実現 

   ・小型化、軽量設計 

   ・小柄な方でも乗り降りがし易いＳ字型フレーム 

   ・膝への負担が少ない低クランク軸  

  【仕 様】 

 

３．実施開始時期及び有効期間 

平成 23 年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された 1,000 株以上保有さ

れている株主様または登録質権者を対象に、定時株主総会終了後発送の決議通知書に

株主優待券を同封し送付いたします。 

また、株主優待の有効期間は、Ａ.Ｂ.共に定時株主総会終了後から翌年の平成 24年

3月 31日までといたします。 

 

以 上  

寸法 

全長 1530mm 

全幅 580mm 

ハンドル高 870～985mm 

サドル高 670～835mm 

軸間距離 1060mm 

タイヤサイズ 前輪：20×1.75HE後輪：14×1.75HE 

車両総重量 28kg 

性能 

補助速度範囲 
比例補助 10km/h未満 

逓減補助 10～24km/h 

一充電走行距離 

標準モード 20km 

パワーモード 13km 

エコノミーモード 30km 

電動機 
型式 ブラシレス DCモーター 

定格出力 235W 

補助力制御方式 踏力比例制御方式 

変速方式 リアハブ内装三段式 

電池 
種類 リチウムイオン電池 

電圧/容量 24V/2.5Ah 

充電器 
型式 スイッチング・レギュレーター式 

充電時間 2時間 

駆動方式 チェーン式 

制動装置 
前輪 Fキャリパーブレーキ 

後輪 バンドブレーキ 

照明装置 ハイパワーLED 

盗難防止装置 Fロック 

カラー カーマインレッド 

 

【価 格】148,500円 ※バッテリー及び充電器を含む 


