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2020 年 11 月 30 日 

各 位 

会社名 株式会社大和証券グループ本社 

代表者名 執行役社長 中田 誠司 

(コード番号 8601 東証・名証(第一部)) 

 

 

株主優待制度の変更（拡充）に関するお知らせ 

 

当社は、株主優待制度を下記のとおり変更（拡充）することといたしましたので、お知らせい

たします。 

 

 

記 

 

1. 変更（拡充）の理由 

大和証券ホテル・プライベート投資法人が保有するホテル宿泊の優待内容の一部変更および、

対象施設の追加 

大和リアル・エステート・アセット・マネジメント株式会社は、大和証券グループの不動産

アセットマネジメント・ビジネスを担う、不動産運用会社です。上場 REIT 等のほか、ホテルを

投資対象とする私募 REIT「大和証券ホテル・プライベート投資法人」の運用を行っています。 

2020年 3月末日現在の株主名簿に記録された1,000株以上保有の株主さまを対象に新設した

「大和証券ホテル・プライベート投資法人」が運用するホテル宿泊の優待内容の一部変更と、

対象ホテルを追加いたします。 

 

大和ＰＩパートナーズ株式会社が出資するホテル、ゴルフ場のご利用時優待を新設 

大和ＰＩパートナーズ株式会社は、大和証券グループの投資事業を担う戦略的な中核企業と

して、プライベート・エクイティ投資及び金銭債権投資を中心とした投資ビジネスを展開して

おります。 

 このたび、当社株主の皆さまにも、大和ＰＩパートナーズ株式会社が出資するホテル施設、

ゴルフ場施設をご利用いただくことを目的として、優待を拡充いたします。 

 

なお、本優待は、既存の株主優待（株主優待品カタログ、高齢者向け住宅の入居時費用割引）

と併用してご利用いただけます。 

 

2. 変更の内容 

【変更前】 

①株主優待品カタログ、②グッドタイムリビング株式会社が運営する施設の入居時費用割引、 

③ホテル施設優待ご利用券（①～③の併用可）  
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① 株主優待品カタログ 

保有株式数 優待内容 

1,000 株以上 

右記株主優待品[1]から[3]の中からいず

れか 1 点を選択か、Web 申込み限定品から

いずれか 1点を選択 
[1]名産品、雑貨(2,000 円相当) 

[2]「会社四季報」(1 冊) 

[3]寄付(2,000 円相当) 
3,000 株以上 

右記株主優待品[1]から[3]の中からいず

れか 2 点を選択か、Web 申込み限定品から

いずれか 2点を選択 

5,000 株以上 
右記株主優待品[4]から[6]の中からいず

れか 1点を選択 
[4]名産品、雑貨(5,000 円相当) 

[5]「会社四季報」(2 冊) 

[6]寄付(5,000 円相当) 
10,000 株以上 

右記株主優待品[4]から[6]の中からいず

れか 2 点を選択か、Web 申込み限定品

（10,000 円相当）1点を選択 

※「いずれか 2点を選択」は同じ選択肢を 2点お選びいただくことも可能です。 

※ Web 申込み限定品を設定しない場合があります。 

 

②グッドタイムリビング株式会社が運営する施設の入居時費用割引 

保有株式数 優待内容 

1,000 株以上 

グッドタイムリビング株式会社が運営する全ての施設が対象 

・有料老人ホーム「グッドタイム リビング」 入居時費用から 30 万円割引 

・シニア向けマンション「プラテシア」    入居時費用から 50 万円割引 

※ 利用対象者は、株主さまご本人及びその配偶者並びにその親族さま（三親等まで） 

※ 株主優待の利用時点ですでに対象施設に入居している方は除きます。 

※ 希望施設に空室があること、グッドタイムリビング株式会社が定める入居条件を満たすこと

を条件とします。 

※ 他の割引との重複利用はできません。 

※ 有効期限は、3 月末日現在の株主さまは同年 12月末日まで、9月末日現在の株主さまは翌年

6 月末日まで 

 

③ホテル施設優待ご利用券（2020 年 3月末株主さま向け） 

保有株式数 優待内容 

1,000 株以上 

・変なホテル東京 西葛西    ご宿泊料  500 円割引 

・変なホテル東京 羽田     ご宿泊料  500 円割引 

・hotel MONday TOYOSU      ご宿泊料 1,000 円割引 

・ホテルアマネク蒲田駅前    ご宿泊料  10％割引 

・ホテルイルフィオーレ葛西  ご宿泊翌日のご朝食無料 

・ホテルイルヴェルデ京都   ご宿泊翌日のご朝食無料 

※ 優待対象ホテル、優待内容は変更される場合があります。 
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※ 社会情勢を踏まえて、株主優待ご利用対象ホテルが臨時休業を行うことがあります。また、

ご予約後に臨時休業を決定することがあります。 

※ 利用対象者は、個人株主の方は株主さまご本人、配偶者及び二親等以内の親族さまが、法人

株主の方は役職員ご本人さまがご利用いただけます。 

※ 有効期限は、3 月末日現在の株主さまは同年 12月末日まで、9月末日現在の株主さまは翌年 

6 月末日まで、有効期限内であれば何度でもご利用いただけます。 

 

 【変更後】 

①株主優待品カタログ、②グッドタイムリビング株式会社が運営する施設の入居時費用割引、

③ホテル・施設優待ご利用券（①～③の併用可） 

 
①株主優待品カタログ 

保有株式数 優待内容 

1,000 株以上 

右記株主優待品[1]から[3]の中からいず

れか 1 点を選択か、Web 申込み限定品から

いずれか 1点を選択 [1]名産品、雑貨(2,000 円相当) 

[2]「会社四季報」(1 冊) 

[3]寄付(2,000 円相当) 

3,000 株以上 

右記株主優待品[1]から[3]の中からいず

れか 2 点を選択か、Web 申込み限定品から

いずれか 2点を選択 

5,000 株以上 
右記株主優待品[4]から[6]の中からいず

れか 1点を選択 
[4]名産品、雑貨(5,000 円相当) 

[5]「会社四季報」(2 冊) 

[6]寄付(5,000 円相当) 
10,000 株以上 

右記株主優待品[4]から[6]の中からいず

れか 2 点を選択か、Web 申込み限定品

（10,000 円相当）1点を選択 

※「いずれか 2点を選択」は同じ選択肢を 2点お選びいただくことも可能です。 

※ Web 申込み限定品を設定しない場合があります。 

 

②グッドタイムリビング株式会社が運営する施設の入居時費用割引 

保有株式数 優待内容 

1,000 株以上 

グッドタイムリビング株式会社が運営する全ての施設が対象 

・有料老人ホーム「グッドタイム リビング」 入居時費用から 30 万円割引 

・シニア向けマンション「プラテシア」    入居時費用から 50 万円割引 

※ 利用対象者は、株主さまご本人及びその配偶者並びにその親族さま（三親等まで） 

※ 株主優待の利用時点ですでに対象施設に入居している方は除きます。 

※ 希望施設に空室があること、グッドタイムリビング株式会社が定める入居条件を満たすこと

を条件とします。 

※ 他の割引との重複利用はできません。 
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※ 有効期限は、3 月末日現在の株主さまは同年 12月末日まで、9月末日現在の株主さまは翌年

6 月末日まで 

 

③ホテル・施設優待ご利用券（2020 年 9 月末株主さま向け） 
★：2020 年 9月末株主優待より追加、新設 

☆：2020 年 3月末株主優待内容から変更 

保有株式数 優待内容 

1,000 株以上 

ホテル 

東京都 

★ HOTEL SUI KANDA by ABEST ご宿泊料 1,000 円割引+12 時チェックアウト 

★ HOTEL SUI AKASAKA by ABEST ご宿泊料 1,000 円割引+12 時チェックアウト 

 hotel MONday 豊洲 ご宿泊料 1,000 円割引 

 ホテルアマネク蒲田駅前 ご宿泊料 10％割引 

 変なホテル東京 羽田 ご宿泊料 500 円割引 

 変なホテル東京 西葛西 ご宿泊料 500 円割引 

☆ ホテルイルフィオーレ葛西 
ご宿泊当日フリースペースの飲み放題（アル 

コールソフトドリンク）2 時間無料 

長野県 ★ ゆとりろ軽井沢 

ワインフルボトルサービス（公式サイトから 

の夕食付プラン限定、お問合せ欄に株主優待 

の旨要記載） 

静岡県 ★ 中伊豆料理宿正平荘 
ご宿泊料 3,000 円割引（公式サイトからの予 

約も可） 

京都府 

 ホテルイルヴェルデ京都 ご宿泊翌日の朝食無料 

★ 
メルキュール京都ステーシ

ョン 

ご宿泊料 10％割引・レストラン 20％割引(た 

だし朝食 10％割引)（ご宿泊に関しては公式 

サイトからの予約も可） 

★ 葵 HOTEL KYOTO 
ご宿泊料 15%割引（公式サイトからの予約も 

可） 

福岡県 ★ エスペリアホテル博多 
素泊まりプランにつき、当日予約レートの 

10%割引（朝食追加時の朝食料金は割引対象外） 

大分県 ★ ゆとりろ別府 

ワインフルボトルサービス（公式サイトから 

の夕食付プラン限定、お問合せ欄に株主優待 

の旨要記載） 

宮崎県 ★ アリストンホテル宮崎 
ご宿泊料 500 円割引（公式サイトからの予約 

も可） 

ゴルフ場 

茨城県 ★ 桜ゴルフ倶楽部 
ご利用料金(支払総額)から平日 500 円割引、 

土日祝 1,000 円割引 
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鹿児島

県 
★ 

さつまゴルフリゾート/   

さつまリゾートホテル 

1 泊 2 食 1 ラウンド付株主様限定プラン、平日

15,000 円/土日祝 20,000 円（税込）、ご宿泊は

併設するさつまリゾートホテル（公式サイトか

らの予約も可。年末年始、GW 対象外 2021 年 3

月末日まで、4 月以降のご予約は公式サイトで

ご確認ください。） 

※「Go To トラベル」事業、各地方自治体が行っている事業との併用可否については、ホテル・

ゴルフ場にお問合せください 

※ 優待対象ホテル、優待内容は変更される場合があります。 

※ 社会情勢を踏まえて、株主優待ご利用対象ホテルが臨時休業を行うことがあります。また、 

ご予約後に臨時休業を決定することがあります。 

※ 利用対象者は、個人株主の方は株主さまご本人、配偶者及び二親等以内の親族さまが、法人

株主の方は役職員ご本人さまがご利用いただけます。 

※ 有効期限は、3 月末日現在の株主さまは同年 12月末日まで、9月末日現在の株主さまは翌年 

6 月末日まで、有効期限内であれば何度でもご利用いただけます。 

 

3. 実施時期 

  2020 年 9 月末日現在の株主名簿に記録された 1,000 株以上保有の株主さまを対象に適用いた

します。 

なお、対象の株主様宛てに、株主優待書類として「株主優待品カタログ」と『「株主優待お申

込み案内用紙（お申込みハガキ付き）」に付属の「ホテル・施設 優待ご利用券」』を、2020 年 12 

月上旬に送付予定です。 

 

 

以 上 


