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ジャパンクラフトホールディングス発足記念優待 

及び株主優待制度の変更（拡充）の詳細に関するお知らせ 

 

当社は、2022年９月15日に公表いたしました「株主優待制度の変更（拡充）に関するお知らせ」について、

ジャパンクラフトホールディングス発足記念優待の実施、及び2022年12月31日基準日より適用される株主優

待制度の変更（拡充）の詳細を、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 

 

１． ジャパンクラフトホールディングス発足記念優待について 

（１）記念優待の目的 

 当社グループは、2022 年７月に株式会社日本ヴォーグ社（以下、「日本ヴォーグ社」といいます。）を新た

な仲間に迎え、2022 年 10 月に藤久ホールディングス株式会社よりジャパンクラフトホールディングス株式

会社へ社名を変更いたしました。これはひとえに、株主の皆様をはじめ、お客様、お取引先様など多くの関

係者の皆様のご支援の賜物であり、心より感謝申し上げます。これを機に、ジャパンクラフトホールディン

グス発足記念として、当社グループの製品・サービスをご利用・ご体験いただける記念優待を実施いたしま

すのでお知らせいたします。 

 株主様におかれましては、是非本記念優待をご利用・ご体験いただき、当社グループの事業内容・サービ

ス内容をますますご理解・ご愛顧いただきますようお願いいたします。 

 

（２）記念優待の内容 

対象となる株主様 優待内容 

2022 年 12 月 31 日現在の

株主名簿に記載または記

録された、１単元（100 株）

以上保有の株主様 

下記よりいずれか一つを選択し、利用いただける優待券１枚贈呈 

①当社グループ店舗※１にて実施しているワークショップ(上限税込 1,500

円)に 1 回参加 

②当社グループ店舗にて販売している日本ヴォーグ社書籍一冊(上限税込

1,500 円)と引き換え 

 



同３単元（300 株）以上保

有の株主様 

下記よりいずれか一つを選択し、利用いただける優待券１枚贈呈 

①当社グループ店舗にて実施しているワークショップ(上限税込 1,500 円)に

１回参加 

②当社グループ店舗にて販売している日本ヴォーグ社書籍一冊(上限税込

1,500 円)と引き換え 

③当社グループ店舗にてヴォーグ学園オンラインレッスン 5,000 円割引 

④当社グループ店舗にてミシン購入 5,000 円割引 

⑤CRAFTING 講座 5,000 円割引 

⑥ヴォーグ学園講座 5,000円割引 

⑦ポーセラーツ制作キット(ご自宅へ郵送) 

※１ 藤久株式会社（以下、「藤久」といいます。）運営の店舗（クラフトハートトーカイ／クラフトパーク

／クラフトワールド／クラフトループ）が対象となります。 

※２ 優待券の具体的な利用方法につきましては、送付時にご案内いたします。 

※３ 優待券は 2023 年３月上旬の発送を予定しています。有効期限は 2023 年９月 30 日を予定しています。 

※４ 選択いただいた内容以外の優待はご利用いただけませんのでご了承ください。 

※５ ①②の優待は上限金額に満たない場合でも、一回限りのご利用となりますのでご了承ください。 

※６ 優待券のみでお支払いをされる場合には、お釣りのお支払いはいたしません。 

 

２．2022 年 12 月 31 日基準日より適用される株主優待制度の変更（拡充）の詳細について 

（１）株主優待制度変更（拡充）の内容 

（変更前） 

対象となる株主様 優待内容 

毎年６月 30 日及び 12 月 31 日現在の

株主名簿に記載または記録された、1

単元（100 株）以上保有の株主様 

当社グループ店舗※で利用可能なお買物優待券（券面額 500 円）

５枚を贈呈（計 2,500 円分×年２回） 

※藤久運営の店舗（クラフトハートトーカイ／クラフトパーク／クラフトワールド／クラフトループ／サン

トレーム）が対象。 クラフト会員にご登録の方は、店舗にて額面金額すべてをポイントに振り替えること

ができ、EC サイト 「クラフトハートトーカイ.com」にて利用可能。 

 

（変更後） 

対象となる株主様 優待内容 

①毎年６月 30 日及び 12 月 31 日現在

の株主名簿に記載または記録され

た、１単元（100 株）以上かつ１年

以上継続して保有の株主様※ 

①当社グループの商品購入・サービスにて利用可能な株主ご優待

券（券面額 1,000 円）３枚を贈呈（計 3,000 円分×年２回） 

⇒詳細は後記（２）ご参照 

②同３単元（300 株）以上かつ１年以

上継続して保有の株主様 

②同５枚を贈呈（計 5,000円× 年２回） 

 

③毎年６月 30 日現在の株主名簿に記

載または記録された、５単元（500

株）以上かつ１年以上継続して保

有の株主様 

③ ②に加え、特別優待品の贈呈 

⇒詳細は後記（３）ご参照 



※継続保有については、毎年６月 30 日及び 12 月 31日の株主名簿において同一の株主番号で、３回連続記録

または記載されていることで確認いたします。 

なお、本継続保有条件については、2023 年６月 30 日までは経過措置を設定し、2023 年 12 月 31 日より適

用いたします。 

 

≪経過措置≫ 

2022 年 12 月 31 日:2022 年 12 月 31 日の株主名簿に記録または記載されていること 

2023 年 ６月 30 日:2022 年 12 月 31 日の株主名簿、及び 2023 年６月 30 日の株主名簿に同一の 

株主番号で連続記録または記載されていること 

 

（２）株主ご優待券の当社グループの利用範囲について 

以下の当社グループ運営の店舗、サービスでご利用可能です。 

〇店舗 

（クラフトハートトーカイ／ クラフトパーク／クラフトワールド／ クラフトループ／サントレーム） 

〇ヴォーグ学園各校 

〇EC サイト※１ 

（クラフトハートトーカイ.com／手づくりタウン／CRAFTING） 

※１ 「クラフトハートトーカイ.com」でのご利用には、郵送によるクーポンコード（3,000 円×１、

もしくは 5,000 円×１）発行のお手続きが必要です。また、クラフト会員にご登録の方は、トー

カイ店舗にて額面金額すべてをポイントに振り替えてのご利用も可能です。 

「手づくりタウン」、「CRAFTING」でのご利用には、郵送によるクーポンコード（3,000 円×１、

もしくは 5,000 円×１）発行のお手続きが必要です。 

詳しくは、株主ご優待券送付時のご案内をご参照ください。 

※２ 株主ご優待券のみでお支払いをされる場合には、お釣りのお支払いはいたしません。 

※３ 本利用範囲は、2022年 12月 31日現在の株主様にお送りする優待券よりの利用範囲となります。

2022 年６月 30 日現在の株主様にお送りした優待券の利用範囲は異なります。 

 

 （３）特別優待品について 

（ⅰ）対象となる株主様 

以下 2 点両方の条件を満たす株主様を贈呈対象といたします。 

・2022 年 12 月 31 日および 2023 年６月 30 日の株主名簿に同一の株主番号で連続記録または記載さ

れている株主様 

・2023 年６月 30 日現在５単元（500 株）以上保有の株主様 

（ⅱ）特別優待品の内容 

対象となる株主様に対し、株式会社エポック社とコラボレーションした「シルバニアファミリー限定

品の人形」１点を贈呈いたします。シルバニアファミリー限定品の内容につきましては、詳細が決ま

り次第お知らせいたします。 

（ⅲ）贈呈時期 

2023 年 12 月頃の発送を予定しております。 

 



（ご参考）シルバニアファミリー限定品贈呈の過去事例 

創立 60 周年記念株主優待品 藤久ホールディングス株式会社設立記念株主優待品 

〇オリジナル「ピンクドレスのショコラウサギ

の女の子」1 点 

 

〇オリジナル「黄色いドレスを着たペルシャネコの

女の子（ホワイト）」1 点 

 

 〇オリジナル手作りお洋服材料キット 1 点 

※キットにはお人形は付属されていません。 

（2021 年８月 11 日公表/2021 年 12 月発送） （2022 年２月 25 日公表/2022 年 12 月発送予定） 

 

以 上 

 

🄫 EPOCH 🄫 EPOCH 


