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平成 24年 2月 13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 総務室長   原田  正裕  

（TEL 03-6741-5501）  

 

 

株主優待制度詳細決定に関するお知らせ  

 

 

平成 24 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 

弊社は、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、弊社事業へのご理解とご支援をいただき、弊社の株式を長期保有し

ていただけますように、より魅力的な株主優待制度を実施いたします。 

２．株主優待制度の内容 

（１）対象株主様 

  平成 24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の方。 

（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じてご利用いた

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 羽毛製品リバーシブルタイプマルチケット 

■商品名：「ダウンマケット」（２枚入りセット） 

② 家具職人が作る木のおもちゃ 

■商品名：「木のミニミニカー」（４色入りセット） 

 

Ｂ.下表の通り、ご希望の株主の皆様に自社グループ指定製品を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

品の優待割引価格で

の販売 

下記５つの指定製品の中から、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、代金引換払いとなります。 

また、ご購入の際には 10,000円分の優待券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 ベッド用シーツ 

■商品名：「のびのび ぴったりシーツ」 

        （シングルサイズ×2枚入り） 

② 折りたたみスプリングマットレス 

■商品名：「ラクネスーパープレミアム」 

        （シングルサイズ） 

③ 冷却・温熱機能付きパッド 

■商品名：「冷暖四季パッド」 

        （シングルサイズ） 

④ 電動アシスト付三輪自転車 

■商品名：「ＡＳＵ－３Ｗ０１」 

⑤ 歩道走行が可能なハンドル型電動車いす 

■商品名：「Ｓ１４１」 
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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羽毛製品リバーシブルタイプマルチケット 

■商品名：「ダウンマケット」（２枚入りセット） 

【特 長】 

・ホックの留め方で４通りの使い方が可能な超軽量

マルチ羽毛製品です。 

1. ひざ掛け 

2. 肩掛け 

3. ポンチョ 

4. 腰巻き 

5. ２枚をくっつけて肌掛けケット 

・コンパクトに収納できるので持ち運びに便利で

す。 

・両面使えるリバーシブルタイプとなります。 

・ウォッシャブルなので丸洗いできます。 

 

【サイズ】広げた時：幅 700×長さ 1400(㎜)/１枚 

      収納時：幅 200×長さ 250(㎜)/１枚 

※２枚を合わせた肌掛けケット時は 

幅 1300×長さ 1400(㎜)となります。 

【詰 物】ダウン 90％ フェザー10％ 

【重 量】約 215ｇ（うち、詰物重量約 60ｇ）/1枚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表・裏地の色柄は写真と異なり
ます。 

②家具職人が作る木のおもちゃ 

■商品名：「木のミニミニカー」（4色入りセット） 

【特 長】 

・使いやすさ、デザイン、配色にこだわった木製の

ミニカーです。  

・安全な素材を使用し、持ちやすく、そして小さく

軽いのでお出かけにも重宝します。また飾ってお

いても、ものすごくかわいくて、かっこいい、カ

ラー＆デザイン色々な木製のミニカーです。 

・出産のお祝いに。または木製おもちゃファンの大

人にもおすすめです 。 

  【カラー】赤・青・黄・緑（４色入りセット） 

【サイズ】幅 90×長さ 120×高さ 73(㎜)/１個 

【素 材】カバ、ウレタン塗装（※1）、 

エナメル塗装（※2） 

（※1）、（※2）：Ｆ☆☆☆☆（Ｆフォースター）取得しています。 

舐めても大丈夫です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

赤 青 

緑 黄 
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（４）自社グループ指定製品の特徴等 

 

特長／仕様／価格等 画像 

①ベッド用シーツ 

■商品名：「のびのび ぴったりシーツ」 

      （シングルサイズ×2枚入り） 

【特 長】  

伸縮性のある生地を使用しているので、様々な厚さ

のマットレス（※1）やロングサイズ（※2）のマット

レスまでぴったりフィットするボックスシーツで

す。リクライニングベッドのフレキシブルな動きの

マットレスにもぴったりフィットします。 

【サイズ】 970 ㎜×1950㎜×350㎜ 

【素 材】 綿 60％ ポリエステル 40％（抗菌防臭加

工） 

【カラー 】ホワイト 

【優待価格】シングルサイズ：13,350円（税込） 

標準小売価格 17,800 円（税込） 

更に 10,000 円の優待券 1 枚を併用すれば 3,350 円

（税込）でご購入可能です。 

 

    （優待品はシングルサイズのみとなります） 

（※1）：35㎝の厚さまで対応可 （※2）：210㎝の長さまで対応可 

 

②折りたたみスプリングマットレス 

■商品名：「ラクネスーパープレミアム」 

      （シングルサイズ） 

【特 長】 

高密度連続スプリングを使用した薄型スプリングマ

ットレスです。 

【サイズ】シングルサイズ 

：幅 970 ㎜×長さ 1950㎜×厚さ 120㎜ 

【重 さ】11㎏ 

【優待価格】22,425 円（税込） 

標準小売価格 29,900 円（税込） 

更に 10,000 円の優待券 1 枚を併用すれば 12,425 円

（税込）でご購入可能です。 

※お届けの際の不要マットレスの引き取りはいたし

ません。 

 

折りたたみ時 
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特長／仕様／価格等 画像 

③冷却・温熱機能付きパッド 

■商品名：「冷暖四季パッド」（シングルサイズ） 

【特 長】 

・15～48℃まで水温調節ができ1年を通して使用可能 

です。（特許出願中）  

・エアコン使用時に比べ、夏場：約1/4、冬場：約1/10 

の節電効果があります。 

･シリコンチューブが分かれているので短時間で水温 

調節可能です。 

・ベッドにも敷きふとんにも使用できる薄型設計です。 

・1時間後に冷やしすぎず温めすぎない水温に切り替 

わる自動設定機能付きです。 

・吸湿速乾性に優れた立体メッシュの表生地 

【素 材】表地：ポリエステル 100％（3D メッシュ）

裏地：ポリエステル 80％ 綿 20％ 

【サイズ】シングル  ：970×1950(㎜) 

【優待価格】37,350 円（税込） 

標準小売価格 49,800 円（税込） 

更に 10,000円の優待券 1枚を併用すれば 

27,350円（税込）でご購入可能です。 

 

④電動アシスト付三輪自転車 

■商品名：「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しました。 

   ・小型化、軽量設計です。 

   ・小柄な方でも乗り降りがし易いＳ字型フレームを 

採用しています。 

 ・膝への負担が少ない低クランク軸です。 

 

【仕 様】 

寸法 
全長×全幅 1530㎜×580㎜ 
ハンドル高（サドル高） 870～985㎜（670～835㎜） 

車両総重量 28kg 

性能 
補助速度範囲 比例補助（逓減補助） 10km/h未満（10～24km/h） 
一充電走行距離 （モード別）標準 20km・パワー13km・エコノミー30km 
定格出力 235W（ブラシレス DCモーター） 

電池 種類（充電時間） リチウムイオン電池（2時間） 
カラー カーマインレッド 

【優待価格】148,500 円 （税込）※バッテリー及び充電器を含みます。 

標準小売価格 198,000 円（税込） 

更に 10,000円の優待券 1枚を併用すれば 138,500円（税込）でご購入可能です。 
 

コントローラー 

立体メッシュ表生地 
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特長／仕様／価格等 画像 

⑤ハンドル型電動車いす 

■商品名：「Ｓ１４１」 

【特 長】 

・自動車の運転経験のないお年寄りの方でも非常に

扱いやすい操作方法です。 

・ちょっと遠いスーパーや病院、親戚や友人宅へ行

くときに便利！（免許証不要） 

・バスや電車を使わないので待ち時間や人ごみを気

にする必要はもうありません。 

・坂道が多い地域に住む方にはとってもラクチン。 

・バッテリーを搭載していますので、ガソリンは必

要ありません。 

 

【仕 様】 

寸法 全長×全幅×高さ×シート高 1190㎜×630（最大 680）㎜×1080㎜×620㎜ 
車両総重量 92kg 

性能 

最高速度 6km/h 
満充電時走行距離 約 24km 

最小回転半径 1320㎜ 
実用安全登坂角度 10° 

段差乗り越え高さ 
助走ナシの場合 25㎜ 
助走アリの場合 50㎜ 

バッテリー容量 12V 30.6Ah × 2 
充電時間 約 7時間 
タイヤ 10 インチ・ノーパンクタイヤ 

【優待価格】223,500 円 （非課税（※1）） 

標準小売価格 298,000 円（非課税（※1）） 

 更に 10,000円の優待券 1枚を併用すれば 213,500 円（非課税（※1））でご購入可能です。 

（※1）：本製品は非課税扱いとなります。 

注）フランスベッド株式会社サービスセンター対象エリア外の一部地域ではお取り扱いが出来

ない場合がございますので予めご了承ください。 
 

 

 

３．実施開始時期及び有効期間 

平成 24 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の方を対象に、定時株主総会終了後発送の決議通知

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平成 25年 3月 31

日までといたします。 

 

以 上  


