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 平成 24 年 12 月期末の株主優待品に関する補足説明について  

 

当社は選択制の株主優待制度を導入しており、平成 24 年 12 月期末の優待品については、平成

24 年 11 月 27 日にお知らせしておりますが、この度優待品のゴルフボールおよび特製 QUO カード

について補足説明させていただきます。 

記 

補足説明の内容 

（１）【平成 24 年 11 月 27 日にお知らせいたしました優待品ゴルフボールの説明】 

2013 年新製品「NEW スリクソン Z
ゼット

-STAR
ス タ ー

」の株主様限定オリジナル品をお選びいただ

けます。 

【補足説明】 

4 月に米国で行われるゴルフの祭典「マスターズトーナメント」を記念し、同大会のマ

ークを入れた「NEW スリクソン Z-STAR」ゴルフボールをお選びいただけます。 

同ボールは今年３月８日から市販されますが、優待品は、ボールナンバーを「2013」と

した株主様限定品です。ボールの性能は市販の「NEW スリクソン Z-STAR」と同じです。 

 

ご所有株式数 100 株以上 1,000 株未満の株主様 ご所有株式数 1,000 株以上の株主様 

ゴルフボール マスターズマーク入り 

「NEW スリクソン Z-STAR」 ６個 

          (３個入り箱×２) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフボール マスターズマーク入り 

「NEW スリクソン Z-STAR」 12 個 

         (３個入り箱×４) 

 

 

 

 

各  位 



 

（２）【平成 24 年 11 月 27 日にお知らせいたしました特製 QUO カードの補足説明】 

特製 QUO カードは、当社が用品使用契約を結んでいる国内外のプロゴルファーの写真を

配した、「スリクソン」ブランドを紹介するオリジナル品です。 

ご所有株式数 100 株以上 1,000 株未満の株主様 ご所有株式数 1,000 株以上の株主様 

特製 QUO カード 1,000 円分 

（1,000 円分のカード１枚） 

特製 QUO カード 2,000 円分 

（1,000 円分のカード２枚） 

 

 

 

 

 

ご参考) 平成 24 年 12 月期末の株主優待品について 

  この度の補足内容をふまえ、あらためて当社の優待品について、下記の通りお知らせいたします。 

 (１) 対象株主様 

平成 24 年 12 月 31 日の 終の株主名簿に記録された 100 株以上ご所有の株主の皆様を対象と

いたします。 

(２) 優待内容 

当社製品のゴルフボール、テニスボール、ギフト製品の中から１品をお選びいただけます。 

また今回は QUO カードをお選びいただくこともできます。 

※ 優待品の仕様については、一部変更する場合がありますのでご了承下さい。 

当社製品 

①ゴルフボール 

4 月に米国で行われるマスターズトーナメントを記念し、同大会のマークを入れた「NEW ス

リクソン Z-STAR」です。今年３月８日に発売する市販品のボールナンバーを「2013」とした

株主様限定品です。 

ご所有株式数 100 株以上 1,000 株未満の株主様 ご所有株式数 1,000 株以上の株主様 

ゴルフボール マスターズマーク入り 

「NEW スリクソン Z-STAR」 ６個 

          (３個入り箱×２) 

ゴルフボール マスターズマーク入り 

「NEW スリクソン Z-STAR」 12 個 

         (３個入り箱×４) 

②テニスボール 

信頼に応える高品質なロングセラーボール「ダンロップ フォート」と、軽快なスピードタ

イプの「スリクソン」のセットをお選びいただけます。どちらも数多くの大会で試合球として

使用されています。 

ご所有株式数 100 株以上 1,000 株未満の株主様 ご所有株式数 1,000 株以上の株主様 

テニスボール 12 個(２個入り缶×６) 

ダンロップ フォート、スリクソン 

各６個 

テニスボール 24 個(２個入り缶×12) 

ダンロップ フォート、スリクソン 

各 12 個 



 

 

③ギフト製品 

100 株以上 1,000 株未満の株式をご所有されている株主様は「スリクソン」のバスタオルを、

1,000 株以上ご所有されている株主様は「ゼクシオ」の紳士用ベルトをお選びいただけます。 

ご所有株式数 100 株以上 1,000 株未満の株主様 ご所有株式数 1,000 株以上の株主様 

スリクソン バスタオル １枚 

素 材：綿 100％ 

サイズ：約 600×1200mm 

カラー：レッド 

 ゼクシオ 紳士用ベルト １本 

（替えバックル付き） 

素 材：（表）牛革（裏）合成皮革 

サイズ：ウエスト 95cm 対応、幅 35mm 

カラー：ブラック 

 特製 QUO カード 

100 株以上 1,000 株未満の株式をご所有されている株主様は QUO カード 1,000 円分、1,000

株以上ご所有されている株主様は QUO カード 2,000 円分をお選びいただくこともできます。 

特製 QUO カードは、当社が用品使用契約を結んでいる国内外のプロゴルファーの写真を配し

た、「スリクソン」ブランドを紹介するオリジナル品です。 

※QUO カードは、コンビニエンスストア・ファミリーレストラン・ガソリンスタンド・ドラッグス

トア・書店などでご利用いただける、全国共通の商品券（プリペイドカード）です。 

 (３) お届け時期 

平成 25 年 4 月下旬のお届けを予定しております。 

(４) その他 

優待品の選択については、平成 25 年 2 月上旬に全ての対象株主様にご案内を差し上げ、専

用のはがきでご意向をお伺いする予定です。なお、期日までにはがきをご返信いただけなかっ

た株主様には、当社にて選ばせていただきました優待品をお届けいたします。 

 

以 上 


