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平成 25年 1月 31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 25 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 25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 円分のご利用券」、または「オリジナル優待品とのお引き

換え」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円分のご利用券 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製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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オリジナル優待品との

お引き換え 

下記の製品のいずれか１品をお選びいただけます。 

（製品概要については（３）をご参照） 

① ■製品名：「フランスベッドオリジナル羽毛製品 

             ダウンキルトバッグセット」 

② ■製品名：「家具職人が作る木製コレクションボックス」 

 

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。（※注） 

なお、お支払いは製品お届け時、代金引換払いとなります。 

また、ご購入の際には「10,000円分のご利用券」もご使用いただけま

す。（製品概要については“（４）自社グループ指定製品の特徴等“を

ご参照ください） 

① ベッド用シーツ 

■製品名：「のびのび ぴったシーツ」 

        （シングルサイズ×2枚入り） 

② クッションロールの並び替えで寝心地をアレンジできるマットレ

ス 

■製品名：「ネムロール ＴＵ－２０２」 

        （シングルサイズ） 

③ マット自体に電動リクライニング機能を備えたマットレス 

■製品名：「ＲＰ－１０００ ルーパーマット」 

        （シングルサイズ） 

④ こだわりの最高水準の品質と安全性を追求した羽毛ふとん 

■製品名「ＪＯＯＲＹＵ ＡＳ９０ ＪＵ－０２」 

        （シングルサイズ） 

⑤ 取り回しが楽なコンパクト設計で、転倒しにくい電動アシスト付

三輪自転車 

■製品名：「ＡＳＵ－３Ｗ０１」 

（※注）標準小売価格は平成 25年１月末日現在のものであり、今後変更される可能

性がございます。標準小売価格の変更により、優待価格が変更される場合

には、改めてお知らせいたします。 

また、上記各商品につきましては、今後仕様等が変更されることがござい

ますので、予めご了承ください。 
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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■製品名：「フランスベッドオリジナル羽毛製品 

         ダウンキルトバッグセット」 

【製品詳細】 

「おでかけバッグ」（写真大）と 

      「ちびバッグ」（写真小）のセット 

【特 長】 

・詰め物にダウン 75％・フェザー25％を使用してい

るので超軽量 

・手持ちも肩掛けも可能な太く柔らかい持ち手 

・「おでかけバッグ」はＡ３サイズが収納でき、横

の開閉ファスナーを広げると、膝かけにも使用可

能 

・ちょっとした買い物に便利な「ちびバッグ」付き 

【サイズ】（取っ手部サイズは含まず） 

◆おでかけバッグ（写真大） 

・バッグ時：横幅 500×高さ 350×まち 15(㎜) 

・バッグを広げた時：長辺 700×短辺 500(㎜) 

◆ちびバッグ（写真小） 

・横幅 250×高さ 200×まち 100(㎜) 

【側 地】ポリエステル 

【詰 物】ホワイトダッグダウン 75％・フェザー25％ 

【重 量】おでかけバッグ約 290ｇ 

     ちびバッグ約 125ｇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※表・裏地の色柄および仕様は写
真と異なります。 

②■製品名：「家具職人が作る木製コレクションボックス」 

【特 長】 

・前からも後ろからも見せることができ、飾り付け

も取り出しも容易 

・コレクション品を美しく飾る木製正方形棚 

・前回のオリジナル優待品「木のミニミニカー」も

ぴったり飾れます 

・長年フランスベッドのベッドフレームを作ってき

た家具職人が一品一品手作りをしております。 

【サイズ】 

◆外寸：横幅 480×高さ 480×奥行き 150(㎜) 

【素 材】ファルカタ材（外面部桐突板） 

【塗 装】Ｆ☆☆☆☆（Fフォースター）取得塗料 

【重 量】約 2.7㎏ 

Ｆ☆☆☆☆（Fフォースター）とは JIS工場で生産される JIS製品に表示する

ことが義務づけられているホルムアルデヒド等級の最上位規格を示すマーク

で、ホルムアルデヒドの放散が低いことを表しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※サイズや仕様は写真と異なりま

す。 

膝かけ時イメージ 

おでかけバッグ 

ちびバッグ 

コレクションボックス 

イメージ 
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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 

■製品名：「のびのび ぴったシーツ」 

      （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（※3）】 

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 円分のご利用券」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） 

 

※1：350㎜の厚さまで対応可 

※2：2100㎜の長さまで対応可 

※3：標準小売価格は平成 25年１月末日現在のものであり、今後変

更される可能性がございます。標準小売価格の変更により、

優待価格が変更される場合には、改めてお知らせいたします。 
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特長／仕様／価格等 画像 

②クッションロールの並び替えで寝心地をアレンジでき

るマットレス 

■製品名：「ネムロール ＴＵ－２０２」 

             （シングルサイズ） 

 【特 長】 

  ・硬さが異なる３種類(※1)のクッションロールの並 

      び替えでお好みの硬さにアレンジ可能。 

  ・外装生地（カバー）は取り外して洗濯可。さらに 

   ”Ｑドライ＆ソフト”機能で乾燥も早い。 

 【サイズ】シングルサイズ 

     ：幅 970×長さ 1950×厚さ 180（㎜）  

【素 材】布/ウレタンフォーム 

【優待価格（※2）】 

シングルサイズ：29,925 円（税込） 

標準小売価格 39,900 円（税込）更に   

「10,000 円分のご利用券」１枚を併用す

れば 19,925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:ソフトを１とすると、ミディアムはおよそ２倍、ハードはお

よそ４倍の硬さ・比重密度があります。 

※2：標準小売価格は平成 25 年１月末日現在のものであり、今後

変更される可能性がございます。標準小売価格の変更により、

優待価格が変更される場合には、改めてお知らせいたします。 

※お届けの際、製品の開梱および設置は行いません。（軒先渡し） 

※不要マットレスの引き取りはいたしません。 
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特長／仕様／価格等 画像 

③マット自体に電動リクライニング機能を備えたマットレ

ス 

■製品名：「ＲＰ－１０００ ルーパーマット」 

    （シングルサイズ） 

【特 長】 

・２モーターリクライニング機構を内蔵したマットレ

ス。 

・リクライニング機能により、背上げ姿勢で、本を読 

んだり、テレビを見るなど、リラックスした姿勢で

過ごせます。 

・お好きなフレーム（※1・※2）と組み合わせて使用でき

ます。 

・周囲をハードフォームで支えるエッジサポートシス 

テムを採用。 

【サイズ】シングル ：幅 970×長さ 1950×厚さ 210(㎜) 

 

【スプリング】：ウッドスプリング 

 

【側生地】：ダブルニット生地  

 

【リクライニング】：背部最大傾斜角度 65度･足(ひざ)

部の最大傾斜角度 25度 

【耐荷重】：100㎏ 

【機 能】：防ダニ・抗菌防臭加工・日本製 

【定 格】：AC100V 50/60Hｚ:消費電力 110W（連続使

用時間２分（※3）） 

【優待価格（※4）】 

シングルサイズ：73,500 円（税込） 

標準小売価格 98,000円（税込） 

更に「10,000円分のご利用券」１枚を併用

すれば 63,500円（税込）でご購入可能です。 

 

※1：フランスベッド製フレームに限ります。 

※2：電動リクライニングベッド、その他の機能つきフレーム、ダブル

スプリングには使用できません。 

※3：モーターの定格時間は、２分です。それ以上は連続して操作しな

いで下さい。 

※4：標準小売価格は平成 25年１月末日現在のものであり、今後変更さ

れる可能性がございます。標準小売価格の変更により、優待価格が

変更される場合には、改めてお知らせいたします。 

※お届けの際、製品の開梱および設置は行いません。（軒先渡し） 

※不要マットレスの引き取りはいたしません。 
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特長／仕様／価格等 画像 

④こだわりの最高水準の品質と安全性を追求した羽毛ふと

ん 

■製品名「ＪＯＯＲＹＵ ＡＳ９０ ＪＵ－０２」 

     （シングルサイズ・ベージュ色） 

【特 長】 

・JOORYU発表記念モデル（日本製） 

・最高級のポーリッシュダウン90%使用。 

・側生地は軽くて光沢のある生地を使用。 

・オールシーズン対応。 

【サイズ】：シングル：幅1500×長さ2100(㎜) 

 

【カラー】：ベージュ 

 

【素 材】：充填物：ポーランド産ホワイトグースダ

ウン90％・フェザー10％ 

 

【側 地】：ポリエステル50％・綿50％（綾織） 

 

【特 長】：ポーランド産ホワイトグースダウン・制

菌加工 

【その他】：ウォッシャブル対応・オールシーズンタイ

プ・ネックラウンドスーパーキルト・パイ

ピン付（紗付カバー×１枚付） 

【優待価格（※1）】：103,500 円（税込） 

標準小売価格 138,000円（税込） 

更に「10,000円分のご利用券」１枚を併用

すれば 93,500円（税込）でご購入可能で

す。 

【JOORYUについて】 

ポーランド、カナダ、ハンガリーなど当社が選定した産地より厳

選した水鳥羽毛を輸入し、国内で一貫生産（精製・洗浄・生産を

静岡羽毛工場で実施）。 

ダウン率 90％以上、ダウンパワー350ｄｐ以上の羽毛に SEK 制菌

加工・防ダニ加工を施します。 

側生地には抗菌防臭加工または制菌加工を施し、キルティング仕

切りには特殊仕様を除き１枚テープを使用。４工程（原毛・洗浄・

選別・充填）時における厳しい品質基準をクリアした羽毛だけが

「JOORYU」と呼ばれます。 

※1：標準小売価格は平成 25 年１月末日現在のものであり、今後変更

される可能性がございます。標準小売価格の変更により、優待価

格が変更される場合には、改めてお知らせいたします。 
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特長／仕様／価格等 画像 

⑤取り回しが楽なコンパクト設計で、転倒しにくい電動ア

シスト付三輪自転車 

■製品名：「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（※1）】：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円分のご利用券」１枚を併用すれば 138,500円（税込）でご購入可能

です。 

 

※1：標準小売価格は平成 25年１月末日現在のものであり、今後変更される可能性がございます。標準小売価格の変更に

より、優待価格が変更される場合には、改めてお知らせいたします。 

 
 

 

 

３．実施開始時期及び有効期間 

平成 25 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 26年３月 31

日までといたします。 

 

以 上  

 


