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2019年２月 27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） 

 

 

2019 年３月期株主優待制度詳細決定および  

2020 年３月期株主優待制度の一部変更に関するお知らせ  

 

 

当社は、2019 年３月期（第 16 期）における株主優待制度の内容についての詳細および 2020 年３月

期（第 17 期）からの株主優待制度一部変更に関しまして、下記のとおり決定いたしましたのでお知ら

せいたします。 

 

記 

 

Ⅰ．2019年３月期（第 16期）株主優待制度詳細について 

１．株主優待制度の目的 

当社は、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当社

事業へのご理解とご支援をいただき、当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 

  2019 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）「直営店舗ご利用券」、Ｂ）「株主優待専用サイトご利用券」、Ｃ）

「自社グループ製品とのお引き換え」、または Ｄ）「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 優待内容 

①100株以上 

 200株未満 

 

Ａ）フランスベッド株式会社の直営店舗で、「5,000円分のご利用券」としてご 

利用いただけます。 

Ｂ）自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用サイトで、「5,000円分のご 

利用券」としてご利用いただけます。 
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 Ｄ）慈善団体への寄付 

株主優待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。 

②200株以上 Ａ）フランスベッド株式会社の直営店舗で、「10,000円分のご利用券」として 

ご利用いただけます。 

Ｂ）自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用サイトで、「10,000円分の 

ご利用券」としてご利用いただけます。 

Ｃ）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）優待品の特長等をご参照下さい。） 

① いびきの改善に特化した、横向寝専用の枕 

「スリープバンテージドクター」 

② 感触のよい水鳥のフェザーを使用した枕と綿 100％フランス綾織の生地を

使用したピロケースのセット 

「フェザーピロー＋エッフェプレミアムピロケース」 

③ 硬軟２つのタイプを備えフレキシブルに高さの調整が可能な枕 

「integraカスタマイザブルネックピロー」 

④ オールシーズン快適な綿 100％のベッドパッド 

「Ｎウォッシャブルコットンベッドパッド」 

⑤ マフラーストール＋抱きまくらセット 

⑥ 傘と杖がひとつになった「傘なるステッキ」 

⑦ 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 折りたたみ・伸縮タイプ」 

⑧ ノルディックウォークで健康維持 

「アドバンスポール＋専用ラバーチップ」 

⑨ 足を包み、冷えを防ぐ。外でも家でも使える羽毛ケット 

「マルチファンクション羽毛ケット」 

⑩ 家具職人がつくる「マガジンラック」 

⑪ 家具職人がつくる「健康グッズ」 

⑫ 家具職人がつくる「二段シェルフ」 

⑬ 家具職人がつくる「木のカレンダー」 

Ｄ）慈善団体への寄付 

株主優待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）優待品の特長等 

特長／仕様等 画像 

① 日本睡眠学会 睡眠医療認定医師監修の快適な寝姿勢を 

得られる「横向き寝枕」 

「スリープバンテージドクター」 

【特 長】 

・横向きに寝ることで舌根が気道に落ちこむのを防ぎ

いびきを軽減します。 

・気になるにおいを抑える、強力消臭機能テープ「デオ

パワー®」を採用。 

・体型に合わせて Mサイズ・Lサイズからお選びいただ

けます。（M：女性・肩幅の狭い方向き、L：男性、肩

幅の広い方向き） 

【サイズ】 

 ・Ｍサイズ：幅 43×長さ 65×厚み 12(㎝) 

 ・Ｌサイズ：幅 45×長さ 65×厚み 14(㎝) 

【素 材】 

 ■枕本体 

 ・側地：ポリエステル 100％（メッシュ生地含む） 

・詰物：ポリウレタンフォーム 100％（チップウレタン） 

■カバー 

・ポリエステル 100％ 

【カラー】 

・Ｍサイズ：ピンク 

・Ｌサイズ：ブルー 

※枕をよりフィットさせるサポートベルト付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ご使用例＞ 

ロングテイル(長い)部分を 

前面にすることで 

「抱き枕」としても 

お使いいただけます 

 

② 感触のよい水鳥のフェザーを使用した枕と綿 100％フラ

ンス綾織の生地を使用したピロケースのセット 

「フェザーピロー＋エッフェプレミアムピロケース」 

【特 長】 

・枕は吸湿発散性に優れ、湿気と熱がこもらず快適に

眠れます。 

・ピロケースはドレスシャツなどに使用されている、光

沢としなやかさが特長のワンランク上の素材です。 

・ピロケースは３色（ホワイト・ラテブラウン・グレ

ージュ）の中から１枚セットされます。 

・交換の際、ピロケースの色を選択いただくことはで

きません。 

 

 

 

Lサイズ Ｍサイズ 

ピロケース 

フェザーピロー 
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【サイズ】 

 ・枕（シングルサイズ）：縦 50×横 70（㎝） 

  

【素 材】 

 ■枕本体 ・詰物：フェザー100％ 

      ・側地：綿 100％ 

■カバー ・素材：綿 100％（フランス綾織） 

③ 硬軟２つのタイプを備えフレキシブルに高さの調整が可 

能な枕「integraカスタマイザブルネックピロー」 

  【特 長】 

・丸洗いができます。 

・２つの選べる硬さと３つの選べる高さから、寝姿勢と 

首の形状に合うパターンを作ることができます。 

・ピロケースは付いておりません。 

 【サイズ】 

縦 40×横 74×高さ 10/11.4/12.6（㎝） 

  【素 材】 

    インテグラ ヴィスコポア（低反発フォーム） 

 

 

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

爽やかにおやすみいただけます。 

・４角すべり止めゴム付。 

・洗濯ネット付。 

・シングル、セミダブル、ダブルの３つのサイズの中か

ら１点をお選びいただけます。 

【サイズ】 

・シングル ：幅 97×長さ 195(㎝) 

・セミダブル：幅 122×長さ 195(㎝) 

・ダブル  ：幅 140×長さ 195(㎝) 

【素 材】 

■詰物・側地  

・綿100％  
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⑤ マフラーストール＋抱きまくらセット 

  【特 長】 

  （マフラーストール）  

・一般的な繊維の中で最高レベルの水分率を誇る潤い繊 

維「リフレス®」を使用したマフラーストールで、優し 

く、しなやかな風合いはお肌も喜ぶ触感です。 

・交換の際、ストールの色を選択いただくことはできま 

せん。 

（抱きまくら） 

・お腹の部分のクールファブリックで涼感を楽しめます。 

・気になる臭いを抑える強力消臭テープ「デオパワー®」 

を採用 

・交換の際、枕の種類を選択いただくことはできません。 

  【サイズ】 

  （マフラーストール） 

・幅 32×長さ 170(cm) 

（抱きまくら） 

・キューちゃん N（かわうそ）：43×19×14.5（cm） 

・ロップちゃん（うさぎ） ：42×20×15(cm) 

  【素 材】 

   ■マフラーストール 

・ポリエステル 44％、レーヨン 28％、綿 28％ 

   ■抱きまくら 

・表地：ポリエステル 95%、ポリウレタン 5％ 

・裏地：クールデオドファブルック（ポリエチレン 65%、 

ナイロン 35%） 

・中わた：ポリエステル 100%              

※デオパワー消臭テープ付 

 

 

 

 

 

※抱きまくらは在庫の状況により種類が変更にな
る場合がございます。 

⑥ 傘と杖がひとつになった「傘なるステッキ」 

【特 長】 

・ＵＶカット機能付で、晴れの日も日傘として使用でき 

ます。 

・傘の支柱に杖を内蔵しているので、雨の日は杖を取り 

出して傘を同時に使用することができます。 

・杖の高さは２段階で、身長やお身体の状況に合わせて 

高さを調節して使用できます。（推奨身長 150㎝以下） 

・傘と杖 1本 2役なので、これまでのように両方を持ち

歩く必要もありません。 

  【サイズ】 

   ・傘＋杖：全長 75～77㎝（2段階調節） 

   ・杖のみ：全長 73～75㎝（2段階調節） 
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   ・傘の大きさ：93㎝（広げた状態） 

  【重 量】 

   ・530ｇ（傘部 325ｇ、杖部 205ｇ） 

  【材 質】 

   ・アルミ、スチール、樹脂、ナイロン 

 

 

 

⑦ 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 折りたたみ・伸縮タイプ」 

【特 長】 

 （折りたたみタイプ） 

・暗い夜道で杖を突くと杖の先のライトが点滅し、車

やまわりに存在を知らせます。 

  （伸縮タイプ） 

  ・杖の先のライトが点灯し、足元を明るく照らします。

充電式で電池残量が不足している際には、青と白の

ライトが交互に点滅してお知らせします。 

  ・交換の際、「折りたたみタイプ」か「伸縮タイプ」を

お選びください。杖の柄を選択いただくことはでき

ません。 

【サイズ】 

 （折りたたみタイプ） 

・全長【５段階調節】73～83(㎝) 

・シャフト径：15(㎜) 

・先ゴム内径：15(㎜) 

（伸縮タイプ） 

・全長 LC-05【７段階調節】約 75～90(㎝) 

      LC-06【７段階調節】約 71～86(㎝) 

・シャフト径：19(㎜) 

・先ゴム内径：19(㎜) 

【材 質】 

 （折りたたみタイプ） 

・シ ャ フ ト：アルミニウム 

・グ リ ッ プ：樹脂  ・足元ライト：ＬＥＤ 

・杖 先 ゴ ム：天然ゴム、アクリル樹脂 

（伸縮タイプ） 

・シ ャ フ ト：アルミニウム 

・グ リ ッ プ：LC-05 木材、LC-06 樹脂 

・足元ライト：ＬＥＤ ・杖 先 ゴ ム：天然ゴム 

 【重 量】 

  （折りたたみタイプ）335ｇ 

  （伸縮タイプ）LC-05 約 375ｇ 

LC-06 約 360ｇ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LC-05 LC-06 

LC-17F LC-18F 
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【電 源】 

  （折りたたみタイプ） 

・コイン形リチウム電池 CR2032×２個 

・電池寿命：約１年（１日１時間暗所での使用を想定） 

・発光条件：３～18LUX 以下の暗所で 0.25kg に相当する

振動が 0.1秒間継続 

 （伸縮タイプ） 

・リチウムイオン充電池 

・動作時間：約８時間 

・充電時間：約３時間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ ノルディックウォークで健康維持 

 「アドバンスポール＋専用ラバーチップ」 

【特 長】 

・運動不足解消を目指す方から足腰に不安がある方、

体力に自信のない方まで、それぞれの体力や運動目

的に合わせた無理のないウォーキングをサポートし

ます。 

・２本のポールを使って両足と４点で身体を支えるた

め、バランスが取りやすく両足にかかる負担が軽減

できます。 

・専用ラバーチップをセットでお届けいたしますので、

交換することで長くお使い頂けます。 

【サイズ】全長 95～125(㎝) ７段階調節 

【重 量】480ｇ/組 

【材 質】 

  ・シ ャ フ ト：アルミニウム 

・グ リ ッ プ：樹脂 

  ・ストラップ：ナイロン、ポリエステル 

  ・石 突 き：樹脂、アルミニウム、 

タングステン 

・ラバーチップ：天然ゴム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 足を包み、冷えを防ぐ。外でも家でも使える羽毛ケット 

「マルチファンクション羽毛ケット」 

【特 長】 

・足先の後ろ側でボタンを留めて、足をすっぽりと覆う 

ことができ、暖かな羽毛ケットとしてお使い頂けます。 

・ひざ掛けとしてもお使い頂き、おくつろぎ頂けます。 

  【サイズ】幅 93×長さ 92(㎝) 

  【素 材】・詰め物：ダウン 90％、フェザー10％ 

      ・表 地：綿 100％ 

 

AD-01 ﾋﾟﾝｸ AD-02 ｲｴﾛｰ 
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      ・裏 地：ポリエステル 100％ 

  【重量(充填量)】32ｇ 

 

 

⑩ 家具職人がつくる「マガジンラック」 

 【特 長】 

  ・ベッドやソファのサイドに置いて、インテリアラック 

として活用できます。 

  ・本体上部には、リモコンや携帯電話を置くことができ 

ます。 

 【サイズ】幅 48.6×高さ 46.8×奥行 23（㎝） 

 【素 材】ＭＤＦ（強化シート） 

 【塗 装】塗装なし 

 【重 量】約 8.0 kg 

 

 

⑪ 家具職人がつくる「健康グッズ」 

 【特 長】 

  ・「体操棒」：手首・上腕・肩・肩甲筋のストレッチやト 

レーニングにリハビリ効果が期待できます。（説明 DVD 

付） 棒は、２色（ナチュラル・ミディアム）のうち 

いずれかがセットされます。色を選択いただくことは 

できません。 

  ・「木製アレイ」：鋼鉄製の鉄アレイやダンベルをぬくも 

りのある木製に変えたものです。重量も重過ぎず高齢 

者のリハビリや、女性の美容と健康にもお役立てくだ 

さい。 

  ・「木製健身球」：手のひらには左脳と右脳を活性化させ 

るツボがあるので、木球を手のひらに２個乗せてクル 

クルと廻します。利き手だけに偏らず、もう片方の手 

でも廻します。いつでもどこでも手軽に使え、手指や 

手のひら、足裏のツボへのマッサージで血行促進が期 

待できます。 

 【サイズ】 

   ・「体操棒」直径 3.5×長さ 98（㎝） 

   ・「木製アレイ」直径 3.5×長さ 24.5（㎝） 

   ・「木製健身球」直径 4.0（㎝） 

 【素 材】 

   ・「体操棒」樺材（メープル） 

・「木製アレイ」ＬＶＬパーチ ・「木製健身球」樺材 

 

 

 

 

※付属品は付いておりません。 

ナチュラル色 

ミディアム色 
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 【塗 装】 

   ・「体操棒」、「木製アレイ」ウレタン塗装 

    （Ｆ☆☆☆☆「Ｆフォースター※」取得塗料） 

「木製健身球」米ぬかで仕上げ 

 【重 量】 

   ・「体操棒」約 630ｇ ・「木製アレイ」約 450ｇ 

   ・「木製健身球」約 26ｇ 

 

 

⑫ 家具職人がつくる「二段シェルフ」 

 【特 長】 

・ネジを使用しないデザイン性の高い組み立て式ラック 

・Ａ４サイズのファイル保管が可能です。 

 【サイズ】 

  ・（一段）幅 39×高さ 39.5×奥行 24.5（㎝） 

 【素 材】ＬＶＬバーチ 

 【塗 装】オイル仕上げ 

（Ｆ☆☆☆☆「Ｆフォースター※」取得塗料） 

 【重 量】2.84 kg 

 

 

⑬ 家具職人がつくる「木のカレンダー」 

 【特 長】 

  ・並べ替える事で永年使用できる木製カレンダーです。 

天然無垢材（ビーチ材）を使用し、シンプルなデザイ 

ンに仕上げました。 

 【サイズ】幅 21.3×高さ 25×奥行 7.15（㎝） 

 【素 材】天然無垢材（ビーチ材）、化粧繊維板、ＭＤＦ 

 【塗 装】塗装なし 

 【重 量】1.64 ㎏ 

 

 

 

 ※仕様は変更になる場合がございます。付属品は付いておりません。 

※付属品は付いておりません。 

使用例① 

使用例② 
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※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 

2019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、第 16期定時株主総会終了後、株主優待通知書を発送いたします。 

株主優待のご利用期限は、「直営店舗ご利用券」（前述の表中「Ａ」）及び「株主優待専用サイトご利用

券」（前述の表中「Ｂ」）につきましては、2021年３月 31日(※)までといたします。「優待品との交換」（前

述の表中「Ｃ」）及び「慈善団体への寄付」（前述の表中「Ｄ」）のお申し込み受付期間につきましては、

2020年３月 31日までといたします。 

なお、「直営店舗ご利用券」及び「株主優待専用サイトご利用券」につきましては、発行年度の異なる

ものを合算してご利用いただくことができますが、「株主優待専用サイトご利用券」を複数枚ご利用に場

合、同一株主番号の優待券に限らせていただきます。 

（※）従前、「直営店舗ご利用券」、及び「株主優待専用サイトご利用券」のご利用期限につきましては、発行

年を初年度として、最長で３年後の３月末としておりましたが、来年度からの株主優待制度一部変更に

おける「直営店舗ご利用券」の廃止及び「株主優待専用サイトご利用券」のご利用期限の変更に伴い、

今年度発行の「直営店舗ご利用券」及び「株主優待専用サイトご利用券」に限り、そのご利用期限を

2021年３月 31日までとさせていただきます。 

 

 

Ⅱ．2020年３月期（第 17期）からの株主優待制度一部変更について 

 １．変更の理由 

   当社はこの度、より多くの株主の皆様に長期に亘り当社株式を保有していただくこと、またこれまでの

ご利用状況等を踏まえ、株主優待制度の内容を一部変更することといたします。 

 ２．変更の時期 

   2020年３月末日現在の株主名簿に記載または記録された株主様より実施いたします。 

 ３．変更の概要 

 （１）対象株主様を毎年３月 31日の最終の株主名簿に記載または記録された 200 株以上保有されている株 

主様または登録質権者の方といたします。 

 （２）贈呈基準を保有株式数別から継続保有期間別（１年未満・１年以上５年未満・５年以上）といたしま 

す。 

 （３）『直営店舗ご利用券』の発行を廃止いたします。 

 （４）『株主優待専用サイトご利用券』のご利用期限を、発行年の翌年３月３１日までといたします。 
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  制度変更の対比表（変更箇所には、下線を付して表示しております。） 

第 16 期株主優待制度（変更前） 第 17 期株主優待制度（変更後） 

保有株式数 優待内容 保有株式数 

/保有期間 

優待内容 

100株未満 対象外 対象外 

①100株以上 

 200株未満 

Ａ）『直営店舗ご利用券』 

5,000 円分 

廃止 

Ｂ）『株主優待専用サイトご利用券』 

5,000 円分 

Ｄ）『慈善団体への寄付』 

5,000 円分 

②200株以上 Ａ）『直営店舗ご利用券』 

10,000 円分 

①200株以上 

  /1年未満 

Ｅ）3,000相当分の 

当社グループ製品贈呈 

②200株以上 

/１年以上 

  ５年未満 

Ｂ）『株主優待専用サイトご利用券』 

10,000 円分 

Ｂ）『株主優待専用サイトご利用券』 

10,000 円分 

Ｃ）『優待品との交換』 

10,000 円相当分 

Ｄ）『慈善団体への寄付』 

10,000 円分 

Ｃ）『優待品との交換』 

   10,000 円相当分 

③200株以上 

 /５年以上 

Ｂ）『株主優待専用サイトご利用券』 

15,000円分 

Ｃ）『優待品との交換』 

15,000円相当分  

Ｄ）『慈善団体への寄付』 

10,000 円分 

Ｄ）『慈善団体への寄付』 

15,000円分 

 注１）１年以上継続保有とは、同一株主番号で３月 31日現在の株主名簿に連続して２回以上２００株以上 

保有していることが記載または記録されていることを条件といたします。 

 注２）５年以上継続保有とは、同一株主番号で３月 31日現在の株主名簿に連続して６回以上２００株以上 

保有していることが記載または記録されていることを条件といたします。 

 注３）本変更前から当社株式を保有いただいている株主様の継続保有期間は、遡って前記の方法により算出 

いたします。 

 

尚、2020年３月期（第 17期）からの株主優待制度一部変更については、詳細な内容が決定次第、改めて 

お知らせいたします。 

 

 

以 上 


