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各 位 
会 社 名 株式会社ハピネス・アンド・ディ 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３１７４） 
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 田 泰夫 
問合せ先 取締役経営企画室長  追川正義 
電話番号 ０３－３５６２－７５２５ 

 

株主優待品の決定等に関するお知らせ 
 

平成 30年８月末日を基準日とした株主優待のご優待商品（オリジナル商品）を決定いたしましたのでお知

らせいたします。 なお、平成 30 年１月 12 日にお知らせいたしました株主優待制度についても、あわせて

お知らせいたします。 

記 

１．株主優待制度について 

（１）対象となる株主様： 平成 30年８月 31日(金曜日）現在の当社株主名簿に記載または記録された
１単元（100 株）以上を所有されている株主様といたします。 

 

（２）優待内容 

優待内容は、株主様から多くのご要望をいただき、次のとおり拡充いたしました。 

① 所有株数 100株の株主様へもご優待品の選択肢をご用意いたしました。 

② 200株以上 400 株未満の株主様のご優待券金額を増額いたしました。 

③ 当社オリジナル商品へのご関心を深めていただくために、オリジナル商品の金額をご優待券

及び寄付金額とは別途設定いたしました。 

④ 児童虐待防止を呼び掛けるオレンジリボン運動への寄付の選択肢を創設いたしました。 

オリジナル商品は、毎期異なる商品をご用意させていただいており、 Happy Candle 及び   

Ｈ＆Ｄブランドの新作や人気商品を選定しております。 

株主優待制度 

所
有
株
式
数
に
応
じ
て
贈
呈 

 
① 100 株以上 200 株未満 

 ・ご優待品を Ａ、Ｂ、Ｃ より選択  

  Ａ 3,000 円相当のオリジナル商品  

  Ｂ 2,000 円のご優待券  

  Ｃ 2,000 円のオレンジリボン運動への寄付  

 ・10％割引券 ２枚 
     

② 200 株以上 400 株未満 

 ・ご優待品を Ｄ、Ｅ、Ｆ より選択  

  Ｄ 6,000 円相当のオリジナル商品  

  Ｅ 4,000 円のご優待券  

  Ｆ 4,000 円のオレンジリボン運動への寄付  

 ・10％割引券 ３枚 
    

③ 400 株以上 

 ・ご優待品を Ｇ、Ｈ、Ｉ より選択  

  Ｇ 10,000 円相当のオリジナル商品  

  Ｈ 6,000 円のご優待券  

  Ｉ 6,000 円のオレンジリボン運動への寄付  

 ・10％割引券 ４枚 
    

備
考 

10％割引券、ご優待券は使用可能期限あり。 

10％割引券は、使用可能金額上限あり。 

10％割引券は、セール品、その他の除外品あり。 
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２．株主ご優待品について（ 平成 30年８月末の株主様への株主ご優待品 ） 

（１）100株以上 200株未満所有の株主様 
 今期より、Ａ 3,000円相当の当社オリジナル商品、Ｂ 当社店舗や公式通販サイトでご利用可能

な 2,000円のご優待券、Ｃ オレンジリボン運動への寄付がお選びいただけるようになりました。 

また、あわせてこれまでどおり 10％割引券２枚を贈呈いたします。 

（Ａ、Ｂ、Ｃから１つをご選択） 

 

3,000円相当のオリジナル商品（どちらかをお選びいただけます） 

A 

＜ ハッピーキャンドル ネックレス ＞ 

＋ 

 

10％割引券２枚 

当社の店舗又は公式通販
サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

＜ ハッピーキャンドル カードホルダー ＞ 

＋ 

 

10％割引券２枚 

当社の店舗又は公式通販
サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

2,000円のご優待券 

 

B 

 

 

当社の店舗又は公式通販 

サイトのどちらでもご利用 

いただけます。 

＋ 

10％割引券２枚 
当社の店舗又は公式通販

サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

2,000円のオレンジリボン運動への寄付 

 

C 

 
 
 

当社からＮＰＯ法人児童 

虐待防止全国ネットワーク 

に寄付いたします。 

＋ 

10％割引券２枚 
当社の店舗又は公式通販

サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

月と星をモチーフにしたペンダント。 
 
フェミニンなテイストをベースにしつつ
も、甘すぎず上品に仕上がるようデザイン
されています。 
ヘッド・チェーン共にロジウムコーティン
グがしてあり、変色の心配をせずにお使い
いただけます。 
 
キュービックジルコニア使用 
合金製（ロジウムコーティング仕上げ） 
チェーン 40cm・ｱｼﾞｬｽﾀｰ部 5ｃｍ 
ボックス付 

12 枚を収納できるカードホルダー。お財
布のスペースを圧迫しがちなポイントカ
ードなどをすっきり整理できる便利なア
イテムです。 
上質なルビーをイメージした深い紅色の
Happy Candle オリジナルのエナメルレ
ザーを使用。 
同レザーには、パールパウダーが含まれて
おり、普通のエナメルレザーよりも光が細
かく輝きます。 
 
表側：牛床革 
裏側：合成皮革 
カードポケット 12、フリーポケット２ 
サイズ：横 14.5cm、縦 8cm、奥行 1.5cm 

※ 上記の商品写真はサンプル品につき、細部の仕様等が一部異なる場合がございます。 
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（２）200株以上 400株未満所有の株主様 
 今期より、これまでの 3,000円相当のご優待品を拡充し、Ｄ 6,000円相当の当社オリジナル商品、

Ｅ 4,000円の当社店舗や公式通販サイトでご利用可能なご優待券、Ｆ オレンジリボン運動への寄付

がお選びいただけるようになりました。 

また、あわせてこれまでどおり 10％割引券３枚を贈呈いたします。 

（D、E、Fから１つをご選択） 

 

６,000円相当のオリジナル商品（どちらかをお選びいただけます） 

D 

＜ ハッピーキャンドル ネックレス ＞ 

＋ 

 

10％割引券３枚 

当社の店舗又は公式通販
サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

＜ ハッピーキャンドル コスメポーチ ＞ 

＋ 

 

10％割引券３枚 

当社の店舗又は公式通販
サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

４,000円のご優待券 

 

E 

 

 

当社の店舗又は公式通販 

サイトのどちらでもご利用 

いただけます。 

＋ 

10％割引券３枚 
当社の店舗又は公式通販

サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

４,000円のオレンジリボン運動への寄付 

 

F 

 
 
 

当社からＮＰＯ法人児童 

虐待防止全国ネットワーク 

に寄付いたします。 

＋ 

10％割引券３枚 
当社の店舗又は公式通販

サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

 
 

上品な女性によく似合うドロップモチー
フのペンダント。 
天然ピンクトルマリンでさりげなく女性
らしさを取り入れています。上品なイメー
ジが引き立つよう、チェーンはベネチアン
タイプを採用。シルバー925 製のチェー
ン・ヘッドにはロジウムコーティングがし
てあり、変色の心配をせずにお使いいただ
けます。 
 
天然ピンクトルマリン、天然ホワイトトパ
ーズ、925 シルバー（ロジウムコーティン
グ仕上げ） 
チェーン 40cm・ｱｼﾞｬｽﾀｰ部 5ｃｍ 
ボックス付 

素材にしっかりとした厚みがある、型崩れ 
しにくいポーチです。 
 
上質なルビーをイメージした深い紅色の
Happy Candle オリジナルのエナメルレザ 
ーを使用。 
同エナメルレザーには、パールパウダーが 
含まれており、普通のエナメルレザーより 
も光が細かく輝きます。 
 
表側：牛床革、裏側：合成皮革 
センターポケット：１ 
サイドポケット：２ 
サイズ：横 17.5cm、縦 9.5cm、奥行 5cm 

※ 上記の商品写真はサンプル品につき、細部の仕様等が一部異なる場合がございます。 
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（３）400株以上所有の株主様 
 今期より、これまでの 6,000円相当のご優待品を拡充し、Ｇ 10,000円相当の当社オリジナル商品、

Ｈ 6,000円の当社店舗や公式通販サイトでご利用可能なご優待券、Ｉ オレンジリボン運動への寄付

がお選びいただけるようになりました。 

また、あわせてこれまでどおり 10％割引券４枚を贈呈いたします。 

 （G、H、I から１つをご選択） 

 

10,000円相当のオリジナル商品（①②③いずれかをお選びいただけます） 

 ① 

＜ H&D ダンシングストーン・ネックレス ＞ 

＋ 

 

10％割引券４枚 

当社の店舗又は公式通販
サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

 

 

 

G 
② 

＜ ハッピーキャンドル ラウンドジップ財布 ＞ 

＋ 

 

10％割引券４枚 

当社の店舗又は公式通販
サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

③ 

＜ H&D 二つ折り財布 ＞ 

＋ 

 

10％割引券４枚 

当社の店舗又は公式通販
サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

 ６,000円のご優待券 

H 

  

当社の店舗又は公式通販 
サイトのどちらでもご利用 

いただけます。 
＋ 

10％割引券４枚 
当社の店舗又は公式通販

サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

６,000円のオレンジリボン運動への寄付 

I 

  

当社からＮＰＯ法人児童 

虐待防止全国ネットワーク 

に寄付いたします。 

＋ 

10％割引券４枚 
当社の店舗又は公式通販

サイトのどちらでもご利用
いただけます。 

 
 

細かな動きに反応してストーンが踊るよ
うに揺れて輝くダンシングストーン・ペン
ダント。より美しく輝くようストーンには
ほどよい大きさの高品質キュービック・ジ
ルコニアを使用しています。 
シルバー925 製のチェーン・ヘッドにはロ
ジウムコーティングがしてあり、変色の心
配をせずにお使いいただけます。 
 
キュービック・ジルコニア使用、925 シル
バー（ロジウムコーティング仕上げ）、 
チェーン 40cm・ｱｼﾞｬｽﾀｰ部 5ｃｍ 
ボックス付 

アコーディオンタイプで大きく開閉する
使いやすい長財布です。 
カラーは上品な色合いのシャンパンゴー
ルドで、Happy Candle オリジナルのエナ
メルレザーを使用。同エナメルレザーに
は、パールパウダーが含まれており、普通
のエナメルレザーよりも光が細かく輝き
ます。 
表側：牛床革、裏側：合成皮革 
札入れ：2 
カードポケット 14、フリーポケット 2 
ファスナー付小銭入れ 
サイズ：横 19.5cm、縦 10cm、奥行 3cm 
ボックス付 

日本国内の工房で 1 つ 1 つ丁寧に仕上げら
れた牛本革財布です。小銭入れ部分は、大
きく開くボックスタイプを採用し、使いや
すさにもこだわっています。 
 
日本製、カラー：ブラック 
表側：牛本革、裏側：牛本革 
札入れ：１（仕切り付） 
カードポケット：4 
フリーポケット：2 
ボックス式小銭入れ 
サイズ：横 11cm、縦 9.5cm、奥行 2cm 
ボックス付 

※ 上記の商品写真はサンプル品につき、細部の仕様等が一部異なる場合がございます。 
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３．株主ご優待品に関するご注意事項 

（１）ご希望ハガキのご返送がない場合、申込締切日を過ぎてハガキが到着した場合は、勝手ながら所

有株式数に応じたネックレス＋10％割引券を発送させていただきますのでご了承願います。 

（２）割引券は合計金額 3,000円（税抜）以上のお買い物１回につき、その金額の 10％を割引いたします。 

（３）割引券１枚につき 100,000 円（税抜）までのお買い物にご利用いただけます。ただし、１回につ

き１枚のみご利用いただけます。 

（４）セール品、その他の除外品がございます。 

 

４．お申込みにあたってのご注意事項 

 ご優待品の選択にあたっては、株主名簿上の株主１名様につき１品となります。 

ご所有いただいております株式数の範囲内で、複数のご優待品を組み合わせてご選択いただくこと

はできませんので、あらかじめご了承ください。 

 

５．お申し込み方法、発送時期ほか 

申込方法等につきましては、平成 30年９月下旬に株主名簿上のご住所宛に「株主優待のご案内」を

お送りする予定でございます。ご希望商品等をご記入いただくハガキを同封しておりますのでご確認

ください。 

ご優待品の発送時期につきましては以下の日程を予定しております。 

・Ａ、Ｄ、Ｇのオリジナル商品＋割引券をご希望の株主様 ・・・ 平成 30年 12 月中旬 

・Ｂ、Ｅ、Ｈのご優待券＋割引券をご希望の株主様 ・・・・・・ 平成 30年 11 月中旬 

 

 なお、オリジナル商品につきましては、返信ハガキにてご希望商品を確認させていただいた上で

生産いたしますので、お届けまでにお時間を頂戴いたしますことをご了承いただきたくお願い申し

上げます。 

また、長期ご不在・住所変更等により返送されたご優待品は、お問い合わせに応じて再発送いた

しますが、保管期限は返送日より１年間とさせていただきますので、ご了承願います。 

 

６．寄付について 

寄付につきましては、ご希望された株主様の金額を取りまとめた上で、株式会社ハピネス・アンド・

ディ（株主寄付口）として 12月にＮＰＯ法人児童虐待防止全国ネットワークへ寄付を実施いたします。

なお、とりまとめた寄付金額については、当社のホームページ上に掲載させていただく予定です。 

(注)株主様名義での寄付にはなりません。領収証は発行いたしかねますのでご了承ください。 

 

＜オレンジリボン運動への支援活動＞ 

 

 

 

 

 

 

 

７．株主総会お土産の廃止について 

平成 30年１月 12日「株主優待制度の拡充に関するお知らせ」にて発表のとおり、今回、株主優

待制度を拡充いたしましたことにより、従来より実施しておりました、当社株主総会ご出席株主様

へのお土産は廃止とさせていただきます。何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。 

 

以 上 

当社は、思いやりの心をもって広く家族、友人、地域社会に「信頼とふれあいの輪」を広げ

ていく事を経営理念に掲げております。この経営理念を具現化する活動の一つとして、平成 23

年より児童虐待を防止する運動である「オレンジリボン運動」に取り組んでおります。 

児童虐待防止推進月間の 11 月には、全店舗及び本社周辺において、啓発グッズ配布活動へ参

加するとともに、オレンジリボン運動支援商品の売上の一部を寄付する活動を行っております。 


