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問い合せ先 人事総務部マネージャー 宮 崎 恵 子

（ Ｔ Ｅ Ｌ ） （03-5411-7222） 

 

株主優待制度の拡充に関するお知らせ 

 

 当社は、下記のとおり株主優待制度拡充を行うことといたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１.株主優待制度の拡充の目的 

 当社は、株主様の日頃のご支援にお応えするとともに、より多くの株主様に当社の事業に対するご

理解を深めていただくことを目的として株主優待制度を導入しております。 

 今般、一定の株式数および長期に渡り保有していただいている株主様に長期的ご支援に対する感謝

の意を表するとともに、株主優待制度の充実を図り当社株式への投資に対する魅力をより一層高め、

中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を拡充いたします。 

 

２.株主優待制度の拡充の内容 

（１）株主優待製品の拡充 

①アーツ製品の導入 

 当社グループは、平成28年４月に主にテレビキー局のヘアメイクを手掛けるアーツ株式会社

をグループに迎え入れました。アーツ株式会社は、報道番組、ドラマ、映画やＣＭなどで数多

くの女優やタレントのヘア＆メイクアップを手掛けており、現場では自社で開発したプロフェ

ッショナル仕様のメイクアップ製品を使用して撮影に臨んでおります。 

 アーツ株式会社では、自社製プロフェッショナル仕様のメイクアップ製品（以下「アーツ製

品」といいます）を一般消費者向けにも販売しており、この度株主優待制度を通じて株主様に

もアーツ製品をご体験いただけるよう選択対象製品に追加いたしました。 

 なお、優待製品につきましては、従来「モッズ・ヘア製品」と記載しておりましたが、アー

ツ製品を追加することにより、今後は「当社グループ製品」として記載いたします。 

※アーツ製品の特長については別紙をご参照下さい。 

 

②選択製品の拡充 

 前述のアーツ製品に加え、平成28年４月以降に新たに発売となったモッズ・ヘア製品、ご利

用スタイルに合わせたセット商品の追加など、別紙の選択製品対象リストのとおり保有株式数

に応じてご選択いただける製品を拡充いたします。 
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（２）優待券の利用方法の拡充 

①優待券のご利用方法の拡充 

 従来、「モッズ・ヘア」サロンでご利用いただける優待券として贈呈しておりましたが、近

隣に「モッズ・ヘア」サロンがないなどの理由で優待券をご利用いただけないケースもござい

ました。この度、株主様のライフスタイルに合わせて（ⅰ）「モッズ・ヘア」サロンでご利用

いただける優待券、または（ⅱ）「モッズ・ヘア」公式オンラインストアでご利用いただける

優待券のいずれかをご選択のうえご利用いただけますように拡充いたします。内容は次のとお

りです。 

（ⅰ）「モッズ・ヘア」サロンでご利用いただける優待券 

「モッズ・ヘア」サロンで5,400円（税込）以上のサービスを受けられたときに3,240

円（税込）を割引きいたします。 

（ⅱ）「モッズ・ヘア」公式オンラインストアでご利用いただける優待券 

「モッズ・ヘア」公式オンラインストアで6,480円（税込）以上の商品をご購入された

ときに3,000円（税込）を割引きいたします。 

※（ⅰ）または（ⅱ）いずれかをご選択のうえご利用頂けます。 

 優待券のご利用方法の詳細については贈呈時にご案内いたします。 

 

②「モッズ・ヘア」サロンでの優待券のご利用にあたっての拡充 

 従来、優待券の券面には株主様のお名前を明記し、ご利用は株主様に限る旨の記載をしてお

りましたが、「家族でも使いたい」など株主様からのご要望もあり、株主様ご本人以外のご家

族またはご友人など身近な方もご利用いただけるよう拡充いたします。 

※優待券のご利用方法の詳細については贈呈時にご案内いたします。 

 

（３）現行の株主優待制度からの変更箇所 

 従来の株主優待制度の内容と変更後の株主優待制度の内容の比較は次のとおりです。下線部

分が変更箇所になります。 

 

【従来】 

①「モッズ・ヘア」サロンでご利用いただける優待券3,240円分（税込） 

②「モッズ・ヘア」公式オンラインストアでご利用いただけるクーポン1,000円分（税込） 

③「モッズ・ヘア」製品3,500円相当（選択対象製品リストから１品ご選択いただけます） 

保有株式数によりご選択いただける対象製品リストが異なります。 

選択対象製品リストＡ 最大小売価格 3,500円相当 

選択対象製品リストＢ 最大小売価格 4,200円相当 

選択対象製品リストＣ 最大小売価格 8,100円相当 

 

継続保有 

期間※１ 
優待内容 

保有株式数※２ 

１単元以上

３単元未満

３単元以上

５単元未満

５単元以上 

10単元未満 
10単元以上

３年 

未満 

①優待券 １枚 １枚 １枚 １枚 

②オンラインストアクーポン － － １回分 １回分 

③モッズ・ヘア製品 － １品※３ １品※４ １品※５ 

３年 

以上 

①優待券 １枚 １枚 １枚 １枚 

②オンラインストアクーポン １回分 １回分 １回分 １回分 

③モッズ・ヘア製品 － １品※３ １品※４ １品※５ 
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※１ 継続保有期間とは、継続して権利確定月末日の株主名簿に記載又は記録されている期間です。 

※２ １単元：100株 

※３ 選択対象製品リストＡから１品ご選択いただけます。 

※４ 選択対象製品リストＡまたはＢから１品ご選択いただけます。 

※５ 選択対象製品リストＡまたはＢまたはＣから１品ご選択いただけます。 

※６ 選択対象製品リストの詳細は別紙の「選択対象製品リスト」をご覧ください。 

選択をご希望されない場合は、従来どおり当社指定製品を贈呈いたします。 

（当社指定製品 ・・・ ボタニークシャンプー990ml） 

 

【変更後】 

①優待券 

「モッズ・ヘア」サロンでご利用いただける優待券3,240円分（税込）または「モッズ・ヘア」公

式オンラインストアでご利用いただける優待券3,000円分（税込）のいずれかをご選択のうえご利

用いただけます。 

②「モッズ・ヘア」公式オンラインストアでご利用いただけるクーポン1,000円分（税込） 

③当社グループ製品（選択対象製品リストから１品ご選択いただけます） 

保有株式数によりご選択いただける対象製品リストが異なります。 

選択対象製品リストＡ 最大小売価格 3,500円相当 

選択対象製品リストＢ 最大小売価格 4,200円相当 

選択対象製品リストＣ 最大小売価格 8,100円相当 

 

継続保有 

期間※１ 
優待内容 

保有株式数※２ 

１単元以上

３単元未満

３単元以上

５単元未満

５単元以上 

10単元未満 
10単元以上

３年 

未満 

①優待券 １枚 １枚 １枚 １枚 

②オンラインストアクーポン － － １回分 １回分 

③当社グループ製品 － １品※３ １品※４ １品※５ 

３年 

以上 

①優待券 １枚 １枚 １枚 １枚 

②オンラインストアクーポン １回分 １回分 １回分 １回分 

③当社グループ製品 － １品※３ １品※４ １品※５ 

※１ 継続保有期間とは、継続して権利確定月末日の株主名簿に記載又は記録されている期間です。 

※２ １単元：100株 

※３ 選択対象製品リストＡから１品ご選択いただけます。 

※４ 選択対象製品リストＡまたはＢから１品ご選択いただけます。 

※５ 選択対象製品リストＡまたはＢまたはＣから１品ご選択いただけます。 

※６ 選択対象製品リストの詳細は別紙の「選択対象製品リスト」をご覧ください。 

選択をご希望されない場合は、従来どおり当社指定製品を贈呈いたします。 

（当社指定製品 ・・・ ボタニークシャンプー990ml） 

 

３．変更後の株主優待制度の適用開始時期  

  平成28年12月31日現在の株主様より適用とさせていただきます。 
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４．株主優待発送時期 

株主優待内容 発送時期 

①優待券 

②オンラインストアクーポン 
平成29年３月予定 

③当社グループ製品 平成29年５月中旬予定※７ 

※７ 平成29年４月中にご選択の集計をさせていただいた後に発送いたします。 

 

以上 

 



別紙 株式会社エム・エイチ・グループ 平成28年12⽉期株主優待 選択対象製品リスト

A 01

コロレプリュスシャンプー 250 ml

ヘアカラーの退⾊を抑え、艶のあるなめらかな髪へ。退⾊予防・保湿効果の
ある13種類の植物由来成分を配合カラーの⾊持ちを⻑くし、よりしっとりま
とまりやすい髪に導きます。
⼩売価格 1,944円(税込) シトラスハーブの⾹り

A 02

ニュートリティフシャンプー 250 ml

潤いを失った髪のために保湿と補修⼒のあるラベンダー花エキスやノバラエ
キスをはじめとする14種類の植物由来成分を配合。乾燥した髪への保湿・補
修をおこないます。
⼩売価格 1,836円(税込) ピンクローズの⾹り

A 03

センシティブシャンプー 180 ml

地肌にやさしい洗浄成分がすっきりと洗い上げながら、ハチミツ、シアバ
ターなど14種類の植物由来成分の⼒でフケ・カユミを抑え、すこやかに保ち
ます。
⼩売価格 1,728円(税込) ベルガモット・ジンジャーの⾹り

選択対象製品リストA （3単元以上保有の株主様）

A 04

コロレプリュストリートメント 200 g

ツバキオイルやハチミツなど退⾊予防・保湿⼒のある植物由来成分を13種類
配合。カラーの⾊持ちをよくし、乾燥やダメージで傷んだ髪をしっかりと補
修します。
⼩売価格 2,808円(税込) シトラスハーブの⾹り

A 05

ニュートリティフトリートメント 200 g

潤いを失った髪のために保湿と補修⼒のあるシアバター、ハチミツ、ホホバ
オイルをはじめとする10種類の植物由来成分を配合。植物成分が乾燥した髪
への保湿・補修をおこないます。
⼩売価格 2,484円(税込) ピンクローズの⾹り

A 06

センシティブマスク 150 g

ローズマリー葉エキスなど16種類の植物由来成分によりフケ・カユミを抑え、
頭⽪環境を整えながら、髪にハリコシを与え弾⼒ある髪に仕上げます。

⼩売価格 1,944円(税込) ベルガモット・ジンジャーの⾹り

A 07

ミルクコラジェーン 100 ml

コラーゲンやヒアルロン酸、セラミドをはじめとする⽑髪補修成分とミツロ
ウ、ホホバオイルなどの保湿成分をバランスよく配合し、⼤⼈髪をサポート
するミルキータイプのスタイリング剤。
⼩売価格 1,944円(税込) シトラスフルーティーの⾹り



別紙 株式会社エム・エイチ・グループ 平成28年12⽉期株主優待 選択対象製品リスト

A 08

スタイリングジェル 170 g

髪に潤いを与えるカミツレやウイキョウなどの混合植物エキス配合。速乾性
で粉ふきも起こさないプロ仕様。ハードなセット⼒でウェットスタイルを
キープします。
⼩売価格 1,512円(税込) ラベンダー・スペアミントの⾹り

A 09

ホールディングワックス 100 g

髪のオイルバランスを整えるスクワランオイル配合。徐々にセット⼒が上が
り馴染みやすくコントロールしやすい、プロ仕様のハードホールドワックス。

⼩売価格 1,944円(税込) シトラスフルーティー・アンバーの⾹り

A 10

テクスチャーワックス 100 g

艶感と動きのあるスタイルやまとめ髪などに。スクワランオイル配合でパサ
ついた髪もしっとりと保つ、軽いつけ⼼地のナチュラルホールドワックス。

⼩売価格 1,944円(税込) シトラスフルーティー・アンバーの⾹り

選択対象製品リストA （3単元以上保有の株主様）

A 11

ムービンググリース 90 g

コクのある艶感と程よいセット⼒で、きれいなまとまりを⾃在にメイクする。
のびの良いテクスチャーが束ねる・つまむなどワックス感覚のアレンジを可
能にします。
⼩売価格 1,944円(税込) ビターレモンの⾹り

A 12

スタイリンググリース 90 g

コクのある艶感とハードなセット⼒で、きれいなまとまりをタイトにキメる。
みずみずしいテクスチャーが根元からの⽴ち上げやメリハリのある⽴体感を
可能にします。
⼩売価格 1,944円(税込) ビターレモンの⾹り

A 13

クリスタルグロス 150 g

保⽔効果の⾼い3Dヒアルロン酸やラベンダー花エキス、ローズマリー葉エキ
スなど5種類のオーガニック成分を配合し、ウェットなツヤを与え、動きの
ある髪を演出します。
⼩売価格 1,944円(税込) ジンジャーの⾹り

A 14

フォルムワックススプレー 70 g

スクワランオイルで仕上げる感覚。微粒⼦のソフトミストで髪本来の束感や
⽑流れを活かし、ナチュラルで軽い⽴体感のあるフォルムに仕上げます。

⼩売価格 1,080円(税込) シトラスフルーティーの⾹り



別紙 株式会社エム・エイチ・グループ 平成28年12⽉期株主優待 選択対象製品リスト

A 15

フィニッシングスプレー 70 g

微粒⼦の形状記憶性ポリマーミストがヘアデザインを⻑時間キープ。速乾性
に優れ、指や櫛を通しても粉ふきを起こさないプロ仕様のハードスプレー。

⼩売価格 1,080円(税込) シトラスフルーティーの⾹り

A 16

トリートメントベースフォーム 270 g

しなやかセット、さりげないセット⼒で全てのスタイリングのベース創り
に！そして乾いた髪への塗布でもゴワつかない、ソフトな仕上がりのトリー
トメント効果に優れたフォーム上スタイリング剤。
⼩売価格 1,728円(税込) ラベンダーの⾹り

選択対象製品リストA （3単元以上保有の株主様）

A 17

スタイリングフォーム 270 g

パーマのカールやウェーブのリッジに⾃然な艶を与えるフォームです。ソフ
トで髪に馴染みやすい泡、しなやかで適度なセット⼒が幅広いスタイリング
作りをサポートします。
⼩売価格 1,728円(税込) ラベンダーの⾹り

選択対象製品リストB （5単元以上保有の株主様）

B 18

センシティブシャンプー 150 ml

頭⽪の炎症作⽤を鎮め、頭⽪環境を健やかにし、⽑髪の根元から本来の髪質を取り戻
すことの出来るシャンプーとアウトバストリートメントとスタイリング剤のダブル機
能を持つトリートメントベース剤で、髪にハリやコシを与え、健康なツヤのある髪へ
と導きます。
⼩売価格 3,456円(税込)

トリートメントベースフォーム 270 g

オススメセット①（スキャルプヘア⽤）

B 19

オススメセット②（パーマヘア⽤）
100 ml

保湿効果やアンチエイジング効果を持つミルクタイプのスタイリング剤とソフトで髪
に馴染みやすくセット⼒も⾼いフォームタイプのスタイリング剤で、パーマのカール
や弾⼒感をキレイに再現します。

⼩売価格 3,672円(税込)

スタイリングフォーム 270 g
ミルクコラジェーン



別紙 株式会社エム・エイチ・グループ 平成28年12⽉期株主優待 選択対象製品リスト

選択対象製品リストB （5単元以上保有の株主様）

B 22

オススメセット⑤（ダメージヘア⽤）
250 ml

ヘアカラーなどでダメージを受けた髪を補修・保湿し、カラーの退⾊も防⽌するシャ
ンプーとアウトバストリートメントとスタイリング剤のダブル機能を持つトリートメ
ントベース剤で、しっとりとまとまりのある髪に導きます。

⼩売価格 3,672円(税込)

トリートメントベースフォーム 270 g
コロレプリュスシャンプー

B 23

ダイヤモンドセラム 100 g

熱に反応する植物性ヒートプロテクト成分（メドウフォーム油）がアイロン
やドライヤーなどの熱から髪を守りながらダメージを補修。髪に輝きとしな
やかさを与えます。
⼩売価格 3,024円(税込) オレンジティーの⾹り

B 24

パールジュレ 46 g

髪に艶を与えながらダメージを補修する、植物性スクワランオイル、天然ビ
タミンＥ配合。⽔分を含まないジェル状美容液が少量でも髪に潤いを与え、
広がりを抑えます。
⼩売価格 2,808円(税込) オレンジティーの⾹り

B 25

コロレプリュスシャンプー 1000 ml

ヘアカラーの退⾊を抑え、艶のあるなめらかな髪へ。退⾊予防・保湿効果の
ある13種類の植物由来成分を配合。カラーの⾊持ちを⻑くし、よりしっとり
とまとまりやすい髪に導きます。
⼩売価格 4,536円(税込) シトラスハーブの⾹り

B 21

クリスタルグロス 150 g

オーガニック成分を配合した保⽔効果の⾼いジェルとワックススプレーで⽑先のパサ
つきや乾燥を防ぎつつ、ウェットな質感を与え、程よいセット⼒でナチュラルな仕上
がりを演出します。

⼩売価格 3,024円(税込)

フォルムワックススプレー 70 g

オススメセット④（ウェットなツヤ髪⽤）

B 20

オススメセット③（メンズヘア⽤）
100 g

朝のスタイリングを１⽇持続させることの出来るハードワックスとハードジェル。
時間がたっても⽩く粉ふきも起こさないプロ仕様で、モッズ・ヘアサロンのスタイリ
スト、お客様からも⼤⼈気のロングセラー商品です。

⼩売価格 3,456円(税込)

スタイリングジェル 170 g
ホールディングワックス
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選択対象製品リストB （5単元以上保有の株主様）

選択対象製品リストC （10単元以上保有の株主様）

B 27
アーツ シルキィ エアパウダー 24 g

空気のように柔らかい透明感。くすんだ肌を瞬間リセット。
肌のキメを整えてメイクしたての美しさをキープ。

⼩売価格 4,320円(税込)

C 28

コロレプリュストリートメント 1000 g

ツバキオイルやハチミツなど退⾊予防・保湿⼒のある植物由来成分を13種類
配合。カラーの⾊持ちをよくし、乾燥やダメージで傷んだ髪をしっかりと補
修します。
⼩売価格 8,748円(税込) シトラスハーブの⾹り

C 29

ニュートリティフトリートメント 1000 g

潤いを失った髪のために保湿と補修⼒のあるシアバター、ハチミツ、ホホバ
オイルをはじめとする10種類の植物由来成分を配合。植物成分が乾燥した髪
への保湿・補修を⾏います。
⼩売価格 6,804円(税込) ピンクローズの⾹り

C 30

スムースリームーブ 1000 g

ウェーブヘアやショートヘアなど動きのあるスタイルに輝きを与えます。ラ
フィノース（植物性オリゴ糖）が⽔分を閉じ込め、さらっとみずみずしい髪
に仕上げます。
⼩売価格 6,696円(税込) シトラスフローラル・ムスクの⾹り

C 31

コロレプリュスシャンプー 250 ml

アルガンオイルやカンゾウ根エキスなどの植物由来成分を１３種類配合し、ヘアカ
ラーの退⾊予防や、カラーやパーマなどでダメージを受けた髪を補修・保湿すること
で、しっとりとまとまりのある髪に導きます。

⼩売価格 4,752円(税込) シトラスハーブの⾹り

コロレプリュストリートメント 200 g

コロレプリュスシリーズセット（カラーヘア⽤）

B 26

ニュートリティフシャンプー 1000 ml

潤いを失った髪のために保湿と補修⼒のあるラベンダー花エキスやノバラエ
キスをはじめとする14種類の植物由来成分を配合。乾燥した髪への保湿・補
修をおこないます。
⼩売価格 3,780円(税込) ピンクローズの⾹り
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選択対象製品リストC （10単元以上保有の株主様）

選択をご希望されない場合

以上

C 34

アーツ リキッドファンデーション
01【明るい肌⾊】 27 g

ハイビジョン対応なのに薄付きでなめらかな仕上がり。
⻑時間の撮影にも負けない潤いとカバー⼒。

⼩売価格 6,480円(税込)

C 35

アーツ リキッドファンデーション
02【標準的な肌⾊】 27 g

ハイビジョン対応なのに薄付きでなめらかな仕上がり。
⻑時間の撮影にも負けない潤いとカバー⼒。

⼩売価格 6,480円(税込)

C 36

アーツ リキッドファンデーション
03【健康的なやや濃いめの肌⾊】 27 g

ハイビジョン対応なのに薄付きでなめらかな仕上がり。
⻑時間の撮影にも負けない潤いとカバー⼒。

⼩売価格 6,480円(税込)

ボタニークシャンプー 990 ml

植物由来の洗浄成分でさっぱりと洗い上げるクレンジングシャンプー。ヒー
トプロテインが熱から髪を守りながらハリコシを与えうんわりと仕上げます。

⼩売価格 3,672円(税込) マンダリンオレンジ・ローズティーの⾹り

C 33

センシティブシャンプー 180 ml

はちみつやショウキョウエキスなどの植物由来成分を１０種類以上配合し、フケやか
ゆみ、頭⽪の⾚みなどの炎症を抑え、頭⽪環境を健やかに保ちます。

⼩売価格 3,672円(税込) ベルガモットジンジャーの⾹り

センシティブマスク 150 g

センシティブシリーズセット（スキャルプヘア⽤）

C 32

ニュートリティフシャンプー 250 ml

ラベンダー花エキスやノバラエキスをはじめとする⾼い保湿⼒を持つ１０種類以上の
植物由来成分を配合し、⽑先のパサつきや乾燥を防ぎ、しなやかな柔らかい髪質へと
仕上げます。

⼩売価格 4,320円(税込) ピンクローズの⾹り

ニュートリティフトリートメント 200 g

ニュートリティフシリーズセット（ドライヘア⽤）



別紙
アーツ製品の特⻑

現場での確かな経験を活かした⾄極の⼀品。
ファンデーションを変えてあなたも⼥優肌に。

ARTS リキッドファンデーション 27g 全3⾊

＜ハイビジョン対応＞
ハイビジョン対応なのに薄付きでなめらかな仕上がり。
⻑時間の撮影にも負けない潤いとカバー⼒。

ARTS シルキィ エアパウダー 14g

＜フェイスパウダー＞
空気のように柔らかい透明感。
くすんだ肌を瞬間リセット。肌のキメを整えてメイクしたての美しさをキープ。

For Professional
ARTS リキッドファンデーション

写真左から
01【明るい肌⾊】
02【標準的な肌⾊】
03【健康的なやや濃いめの肌⾊】

⼩売価格 各⾊ ¥6,480（税込）

For Professional
ARTS シルキィ エアパウダー

⼩売価格 ¥4,320（税込）

以上

ARTS オンラインストア
https://make-arts.stores.jp/
アーツ製品はこちらからお買い求め頂けます。
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