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平成 27年 1月 30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 27 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 27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 

下表の通り、Ａ）「10,000円分のご利用券」、またはＢ）「オリジナル優待品との

お引き換え」、または Ｃ）慈善団体への寄付 の中から１つをお選びいただけます。 

種類 ご利用場所／内容／ご負担等 

Ａ）10,000円分の 

ご利用券 

下記にてご利用いただけます。 

フランスベッド株式会社のメディカルショップ、     

リハテック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） 

（※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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Ｂ）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。 

（各製品の概要については（３）優待品の特徴等を参照） 

また、今回より、優待品お届けまでの日数は、「株主ご優待券」

を当社が受理してから、約３か月間を頂戴いたします。 

① 足元を照らしておでかけをサポートする 

               「光る杖 ライトケイン」 

② お買い物が楽らく、重い荷物も軽がる 

          「ラクティブ ショッピングカート」 

③ 三次元立体構造ブレスエアー使用でムレにくく、 

ぴったりフィットする枕 

「ニューショルダーフィットピロー ＜ブレスエアー＞」 

④ 低反発枕 「ふわピロ（緑茶入り）」枕 

⑤ 高反発ウレタンフォーム（炭入り）を使用した枕 

「レイヤーフォームピロー」 

⑥ 頭部を冷やし入眠を促進する接触冷感 枕シート 

「クールデオドピロシート(大小セット)」 

⑦ 寝装品セット 

「ラインアース マットレスカバー１枚＆ピロケース２枚 セット」 

⑧ マットレスの隙間を埋め広く使える「すきまスペーサー」 

⑨ 家具職人がつくる木のおもちゃ「木製リバーシ」 

Ｃ）慈善団体への 

寄付 

株主優待券を社会福祉施設への寄付（当社グループ製商品寄贈）

としてご利用いただけます。 

優待券１枚を 10,000円分として換算し、集まった金額相当の当

社グループ製商品を、日本赤十字社の社会福祉施設へ寄付いた

します。 
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（３）優待品の特徴等 

特長／仕様等 画像 

① 足元を照らしておでかけをサポートする 

 「光る杖 ライトケイン」 

【特 長】 

・ワンタッチで杖の先のライトが点灯し、

車やまわりに存在を知らせ、足元を明

るく照らします。 

  ・6モデルの中から選べます。 

（LC-01～06） 

【サイズ】 

 ・各モデル共通 

・シャフト径：22(㎜) 

・先ゴム内径：19(㎜) 

・モデル別全長【7段階調整】 

・LC-01～05：750～900(㎜)  

・LC-06  ：710～860(㎜) 

【材 質】 

・支柱・伸縮パイプ：アルミニウム 

・足元ライト：ポリカーボネート、LED 

・杖先ゴム ：天然ゴム 

・持ち手素材：以下参照 

【持ち手素材および重量】 

・LC-01：木材/370ｇ 

・LC-02：樹脂/375ｇ 

・LC-03：樹脂/380ｇ 

・LC-04：木材/360ｇ 

・LC-05：木材/375ｇ 

・LC-06：樹脂/360ｇ 

 

② お買い物が楽らく、重い荷物も軽がる 

「ラクティブ ショッピングカート SC01」 

【特 長】 

・気軽に使えるショッピングカート。 

・座面を無くした大容量のバッグタイプ。 

・色柄はワイン・ブルーの 2 デザインから

選べます。 

【サイズ】 

・外寸：高さ 960×幅 400×奥行 310(㎜) 

・折りたたみ時：600×400×140(㎜) 

【材 質】本体/アルミ・樹脂 

【耐荷重】約 18㎏ 

【重 量】約 1.83㎏ 

 

折りたたみ時 

ワイン 

ブルー 

杖先 LED点灯時 

イメージ 



 

- 4 - 

②  頭・首・肩にぴったりフィットする枕 

「ニューショルダーフィットピロー 

＜ブレスエアー＞」  

【特 長】 

 ・しい弾力性で頭部を支持。 

・三次元立体構造で通気性抜群のムレない

枕。 

・専用側カバーの中わたは、気になる汗の

臭いや加齢臭を消臭。 

・高さ調整シート付。 

【サイズ】 

・幅 600×長さ 370×首部の高さ 35～45(㎜) 

(高さ調整シート内蔵時の首部の高さ 

：55～65(㎜)) 

【材 質】 

■中材  

・指定外繊維 ポリエーテルエステル系繊 

（ブレスエアー®）  

■専用側カバー  

・側地：ポリエステル100％（吸水速乾ニッ

ト生地)  

・中わた：ポリエステル50％、指定外繊維

（キュートリー®）50％  

・裏地：ポリエステル65％綿35％  

■高さ調整シート  

・側地：ポリエステル65％綿35％  

・中芯：ポリウレタンフォーム 100％ 
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④「ふわピロ（緑茶入り）」枕 

【特 長】 

・独自のカッティング技術により、従来の

低反発のもちもち感は維持しながら、通

気性に優れています。 

・緑茶成分配合の低反発ウレタンフォーム

と外カバーは、気になる臭いを消臭。 

・低い高さの枕がお好みの方向け。 

【サイズ】 

・幅 650×奥行 350×高さ 110(㎜) 

【材 質】 

・詰物：低反発ウレタンフォーム 100％  

・側地：ポリエステル 100％ 

・側カバー：ポリエステル 100％（ニット） 

【重 量】0.9㎏ 

 

⑤ 高反発ウレタンフォーム(炭入り)枕 

「レイヤーフォームピロー」 

【特 長】 

・「高さ」「感触」「カバー面」が選べる   

枕。 

・中央部は、ひんやりジェル面と低反発凹

凸面が選べ、カバー部もサラっとしたメ

ッシュ面としっとりソフトなコットンニ

ット面が選べます。 

・高さ調節シート（1.5cm）で、2段階に高

さ調節が可能。 

【サイズ】 

・幅 550×奥行 380×高さ 550(㎜) 

【材 質】 

・詰物：ウレタンフォーム 100％  

・側地：表面／ポリエステル 100％ 

裏面／ポリエステル 60％・綿 40% 

(メッシュ) 

      内袋／ポリエステル 100％ 

【カラー】グレー 
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⑥ 接触冷感 枕シート 

「クールデオドピロシート(大小セット)」 

【特 長】 

・今までにない接触冷感を実現。頭部を冷

やし入眠を促進。 

・枕シート大サイズ１枚と小サイズ１枚の

セット。 

・裏面左右 1ヶ所にすべり止めゴム付き。 

・強力消臭テープの力で臭いを吸着分解。 

【サイズ】 

・大：幅 600×奥行 400(㎜) 

・小：幅 500×奥行 350(㎜) 

【材 質】ポリエチレン 64％、 

ポリエステル 20％、 

ナイロン   16％ 

 

⑦ 掛け布団カバーと枕カバーのセット 

【特 長】 

・やわらかい肌触りに、光沢感のあるドビ

ー織りで洗練されたカラーのシンプルな

カバー｢ライン＆アース｣。 

・マットレスカバー1枚と枕カバー2枚の寝

装品セット。 

・色はホワイト、グレー、ラベンダー、ワ

イン、チャコールグレーの 5 色から選べ

ます。ただし、掛け布団カバーと枕カバ

ーのカラーは同色となります。 

・掛け布団カバーには、表地と裏地が分離

し、ふとんの出し入れが容易なＵ字ファ

スナーを採用。 

【サイズ】 

・掛けふとんカバー 

シングル 1500×210(㎜) 

ダブル  1900×210(㎜) 

クイーン 2200×210(㎜) 

キング  2600×210(㎜) 

・枕カバー：シングル  700×500(㎜) 

【材 質】綿 100%（ドビー織り） 

【カラー】ホワイト、グレー、ラベンダー、

ワイン、チャコールグレー 
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⑧ ベッドとベッドの隙間を埋め、マットレスを

広く使える「すきまスペーサー」 

【特 長】 

 ・ツインベッドのマットレスとマットレス

の境目が気にならずに就寝できる補助寝

具。 

・Ｔ字状の形状と程よい固さがマットレス

の隙間にぴったりフィットし、広く使え

る。 

・持ち運びや収納にも便利な 3分割構造。 

・ズレにくく、洗濯可能な専用カバーを付

属。 

【サイズ】 

・200×1650(㎜) 

（200×600(㎜)/2本、200×550(㎜)/1本） 

【材 質】 

・素 材：ウレタンフォーム 100％ 

・カバー：ポリエステル 100％  

【カラー】本  体:パープル 

カバー:アイボリー 

【重 量】1.5㎏ 
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⑨ 家具職人がつくる木のおもちゃ 

「木製リバーシ」（盤・駒） 

【特 長】 

・お子様からご年配の方まで、幅広い年

齢層にお楽しみいただける「木製リバ

ーシ」。 

・指先を使うので高齢者の認知症防止に

も効果的です。 

・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 

りしております。 

【サイズ】 

盤：幅 330×長さ 350×高さ 30(㎜) 

【材 質】 

盤：ホワイトアッシュ材 

  駒：サーモウッド材＋カバ材 

【塗 装】Ｆ☆☆☆☆（Fフォースター）

取得塗料 

【重 量】約 2.0㎏ 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．実施開始時期及び有効期間 

平成 27 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.Ｃ共に定時株主総会終了後から平成 28年３月

31日までといたします。 

 

以 上  


