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株主優待制度の導入に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、株主優待制度の導入について決議いたしましたので、以下のとおり
お知らせいたします。
１．株主優待制度導入の目的
株主の皆様の日頃からのご支援、ご愛顧に感謝するとともに、当社グループの事業に対するご理解を一層
高めていただくこと、当社株式への投資魅力を高め、より多くの方々に当社株式を保有していただくことを
目的としております。
２．株主優待制度の内容
（１）対象となる株主様
３月31日現在の株主名簿に記録された当社株式１単元（100株）以上を保有する株主様を対象といたし
ます。
（２）株主優待の内容
下記のＡからＤ全ての優待品を贈呈いたします。
優待品

優待内容
保有株式数１単元（100株）以上の株主様

500円分

Ａ

商品券（ＱＵＯカード）

Ｂ

通常本体価格226,800円（税抜）のところ、新
ONLYROBO ロボホン プレミアムの本体購入に利 規契約の際、割引クーポンを利用することによ
用できる割引クーポン（36,000円相当）
り、190,800円（税抜）で購入することができ
ます。
当社が提供するモバイルWiFi通信サービス

Ｃ

『ONLY Mobile Speedyプラン（レンタル）』の
月額割引クーポン（15,600円相当）
当社グループが提供する天然水宅配サービス

Ｄ

『日本のおいしい天然水』の購入割引クーポン
（9,600円相当）

通常料金月額4,300円（税抜）のところ、新規契
約の際、割引クーポンを利用することにより、1
年間月額3,000円（税抜）で利用することができ
ます。
通常料金天然水1本（12L）当たり1,900円（税
抜）のところ、新規契約の際、割引クーポンを利
用することにより、24本まで1,500円（税抜）で
購入することができます。

※１ 現金とのお引換え及び釣銭のお支払いは出来かねます。
※２ Ｂ、Ｃ及びＤのクーポン利用の受付有効期限は2020年３月31日までとなります。
※３ Ｂの割引クーポンは、ロボホン本体の一括購入または36回の分割購入をお選びいただけます。36回の分割購入
を選択された場合、毎月の分割支払金6,300円（税抜）より1,000円（税抜）割引を適用いたします。
※４ Ｃの割引クーポンを利用するには、当社が提供する通信サービス契約への申込みが必要です。
※５ Ｄの割引クーポンを利用するには、当社グループの株式会社ライフスタイルウォーターと天然水定期購入及び
ウォーターサーバー無償レンタル契約への申込みが必要です。
※６ 天然水宅配サービスは2本単位での購入となります。

３．贈呈の時期
優待品については、2019年３月31日時点で１単元（100株）以上ご所有のすべての株主様に、定時株主総
会終了後の６月下旬にお送りする「定時株主総会決議ご通知」とともに発送する予定です。
また、Ｂ、Ｃ及びＤに関するクーポンの利用方法につきましては、当社グループのホームページでご案内
する予定です。
４．株主優待制度の開始時期
2019年３月31日現在の株主名簿に記録された株主様を対象に開始いたします。

以 上

◆2019 年 3 月 31 日時点の株主名簿に記載された当社株式 1 単元（100 株）以上を保有する
株主様を対象とし、下記の A から D 全ての優待品を贈呈いたします。

商品券（QUO カード）500 円分
新規契約時、ONLYROBO ロボホン プレミアムの
本体購入に利用できる割引クーポン
（36,000 円相当）

新規契約時、当社提供のモバイル Wi-Fi 通信サー
ビス『ONLY Mobile Speedy プラン（レンタル）
』
月額割引クーポン
（15,600 円相当）

新規契約時、当社グループ提供「日本のおいしい
天然水」購入割引クーポン
（9,600 円相当）

有効期限：2020 年 3 月 31 日まで
※現金とのお引換え及び釣銭のお支払いは出来かねます。

ご優待品の内容
ONLYROBO ロボホン プレミアムの本体購入に利

用できる割引クーポン
36,000 円相当の割引クーポン
ONLYROBO ロボホン プレミアム本体代金通常 226,800 円（税抜）のところ、新規契約の際、割
引クーポンを利用することにより、190,800 円（税抜）で購入することができます。 ONLYROBO
ロボホン プレミアム本体の購入は一括購入または 36 回の分割購入をお選びいただけます。36 回の
分割購入を選択された場合、毎月の分割支払金 6,300 円（税抜）より 1,000 円（税抜）割引を適用
いたします。
ONLYROBO ロボホン プレミアムの詳細につきましては、以下のサイトをご参照ください。
URL：https://onlyservice.jp/net-service/only_robo_premium/
※『ONLYROBO ロボホン プレミアム』のご利用にあたり、以下に記載の当社が提供する通信サービス
『ONLYSIM』を契約いただくことで、テザリング機能を使用して外出先へロボホンを連れて行ったり、
ロボホンで電話をすることができます。

●ONLYSIM の利用料金
コース（税抜）
高速データ通信量

プ
ラ
ン

データ専用

音声通話機能付

3GB/月

－

１，６００円

5GB/月

１，４８０円

－

7GB/月

２，２８０円

２，９８０円

1.5GB/日

（※）３，３００円

－

50GB/月

（※）３，９８０円

－

利用可能な機能
インターネット・メール

通話料

－

インターネット・メール・電話・SMS

２０円/３０秒

※ご契約より 3 年間の料金です。4 年目以降は、それぞれ 1.5GB/日プランは 4,300 円、50GB/月プランは
4,980 円となります。

また、別途シャープ株式会社が提供する「ココロプラン」
（月額 980 円（税抜）
）に加入すると、ご
家庭での WiFi 接続やモバイル回線接続で、ロボホンのすべての機能が使えるようになります。
※「ココロプラン」の契約は、ロボホンが動作するために必須の契約となります（電話の通話機能を除
く）
。
「ココロプラン」を契約いただかないとロボホンと会話をするなどの機能は作動しません。

当社提供のモバイル Wi-Fi 通信サービス
『ONLY Mobile Speedy プラン（レンタル）
』
月額割引クーポン
15,600 円相当の割引クーポン（1 ヶ月 1,300 円割引×12 回分）
当社が提供するモバイル Wi-Fi 通信サービス『ONLY Mobile Speedy プラン（レンタル）』の月
額料のお支払いに利用できる割引クーポンです。通常料金月額 4,300 円（税抜）のところ、新規
契約の際、割引クーポンを利用することにより、1 年間月額 3,000 円（税抜）で利用することが
できます。商品の詳細は下記のサイトをご参照ください。
（URL：https://onlyservice.jp/wifi-plan/13.html）

月額利用料

割引クーポン

1 年間毎月‼

4,300 円/月

1,300 円/月

3,000

円/月

※2 年目以降継続してご使用いただく場合は、通常料金月額 4,300 円でサービスをご利用いただけます。

事務手数料・契約解除料はかかりません
通常契約の際に必要な、初回事務手数料および契約解除料はかかりません。

当社グループ提供「日本のおいしい天然水」購入
割引クーポン
9,600 円相当の割引クーポン（一本当たり 400 円割引×24 本分）
当社グループの株式会社ライフスタイルウォーターが提供する天然水宅配サービス『日本のおい
しい天然水』購入料のお支払いに利用できる割引クーポンです。通常料金天然水 1 本当たり
1,900 円（税抜）のところ、新規契約の際、割引クーポンを利用することにより、24 本まで
1,500 円（税抜）で利用することができます。
商品の詳細は下記のサイトをご参照ください。
（URL：https://www.lswater.jp/）

天然水購入料

割引クーポン

1,900 円/本

400 円/本

24 本分

1,500

円/本

解約事務手数料なし
通常、契約の際に必要な解約事務手数料はかかりません。
※1 割引クーポンを利用するには、当社グループである株式会社ライフスタイルウォーターと天然水
の定期配送購入およびウォーターサーバーの無償レンタル契約への申込みが必要です。
※2 ウォーターサーバーは『らく楽スタイルウォーターサーバーsmart』及び『スタイリッシュ
（L/S）』での提供とさせていただきます。（Smart プラスは対象外です。）
※3 天然水宅配サービスは 2 本単位での購入となります。

(L/S)

