
                             

 

平成 28年 3月 11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 経営企画グループ 経営企画室長 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  

 

 

昨年 11 月４日にお知らせいたしました、平成 28 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 28年３月 31日の最終の株主名簿に記載または記録された 100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 

下表の通り保有株数に応じて、Ａ）「10,000 円分/5,000 円分のご利用券」、また

はＢ）「自社グループ製品とのお引き換え」、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。 

保有株式数 ご利用場所／内容／ご負担等 

①200株以上 Ａ）「10,000円分のご利用券」として、以下にてご利用いただ

けます。 

①フランスベッド株式会社の直営店舗 

  ②自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用インタ

ーネットサイト（新設） 
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Ｂ）以下の自社グループ製品のいずれか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） 

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オールシーズンお使いいただけるベッドパッド 

「Ｎウォッシャブルコットンベッドパッド」  

⑤家具職人がつくる木のベンチ「木製ベンチ」 

 

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。 

 

 

 

 

 

 

②100株以上 

 200株未満 

Ａ）「5,000円分のご利用券」として以下にてご利用いただけま

す。 

①フランスベッド株式会社の直営店舗 

 ②自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用インタ

ーネットサイト（新設） 

 

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 5,000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：730×400×150(㎜) 

【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 
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③ 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】 

 ・やさ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維 

（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 オールシーズンご使用できるベッドパッド 

「Ｎウォッシャブルコットンベッドパッド」  

【特 長】 

 ・天然の綿使用の吸湿性と肌触りの良いオ

ールシーズンタイプ。 

・湿気を吸収して空気をたっぷり含み冬は

暖かく、夏は爽やかにお休みいただけま

す。 

・４角すべり止めゴム付。 

・洗濯ネット付。 

【サイズ】 

・シングル ：幅 970 ×長さ 1950(㎜) 

・セミダブル：幅 1220×長さ 1950(㎜) 

・ダブル  ：幅 1400×長さ 1950(㎜) 

【材 質】 

■詰物・側地  

・綿100％  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤家具職人がつくる木のベンチ 

  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た木の

ベンチは安全なＦ☆☆☆☆を取得した塗料で

仕上げてあります。 

【サイズ】 

幅 485×奥行 330×高さ 470(㎜) 

（座面高：380） 

【主 材】 

ＬＶＬ材 

【塗 装】Ｆ☆☆☆☆（Fフォースター）

取得塗料 

【重 量】約 7.0㎏ 

 

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。 

 

 

 

 

 
※仕様は変更になることがあります 

 

 

 

 

 

 

- 5 - 



３．実施開始時期及び有効期間 

平成 28 年３月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された 100 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、株主優待券を発

送いたします。 

株主優待の有効期間は、「『5,000 円分』や『10,000 円分』のご利用券」として、フ

ランスベッド株式会社の直営店舗や株主優待専用インターネットサイトでご利用の場

合（前述の表中、Ａ）は、第 13期定時株主総会終了後から平成 31年３月 31日までと

いたします。更に、未使用のご利用券については、発行年を初年度として、最長で３

年後の３月末まで繰越が可能で、最大３年分を合算して使用できます。ただし、Ａの

うち「インターネットサイト」での合算使用は同一株主番号の優待券に限らせていた

だきます。なお、『自社グループ製品とのお引き換え』及び『慈善団体への寄付』を選

択される場合の有効期間（前述の表中、Ｂ及びＣ）は、従来どおり、定時株主総会終

了後から翌年の平成 29年３月 31日までといたします。 

以 上  
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