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株主優待制度の拡充及び株主優待の実施に関するお知らせ

当社は、株主優待制度を一部変更することにより、株主の皆様に対する株主優待の拡充を
図り、平成 29 年２月 28 日現在の株主の皆様へ、下記のとおり株主優待を実施することを
決定いたしましたのでお知らせいたします。
記

１．株主優待制度変更の目的
当社は、株主の皆様から日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式の魅力を高め、多
くの株主の皆様に中長期的に保有していただくことを目的として、株主優待制度を設け
ております。
このたび、より多くの株主の皆様に当社グループ製品をご理解いただくことを目的と
し、従来は 200 株（２単元）以上所有の株主様を対象としておりましたが、100 株（１単
元）以上所有の株主様を対象とすることにより、株主優待制度の拡充することにいたしま
した。
２．対象株主様
平成 29 年２月 28 日現在の当社株主名簿に記載又は記録された 100 株（１単元）以上
所有の株主の皆様。
３．株主優待の内容
当社は、デザイン雑貨製品・エコ雑貨製品・ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品を扱って
おり、これらの当社製品群の中から、以下の基準により、1 セット 2,000 円相当の製品を
お届けいたします。
なお、当社は、平成 29 年１月 12 日開示の「株式分割及び定款の一部変更並びに配当予
想の修正に関するお知らせ」にてお知らせいたしましたとおり、平成 29 年２月 28 日を
基準日とし 1 株につき 2 株の割合をもって株式を分割いたします。
今回の株主優待については平成 29 年２月 28 日時点（株式分割前）の所有株式数に応
じて、株主優待制度の変更後基準により下記のとおり実施いたします。
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(変更前)
所有株式数
分割前 200 株以上
1,000 株未満
分割前 1,000 株以上
2,000 株未満
分割前 2,000 株以上

株主優待基準
3,000 円相当の優待製品から、ご希望の製品を１セット贈呈
3,000 円相当の優待製品から、ご希望の製品を２セット贈呈
※同一製品の選択も可

3,000 円相当の優待製品から、ご希望の製品を３セット贈呈
※同一製品の選択も可

(変更後)
所有株式数
分割前 100 株以上
500 株未満
分割前 500 株以上
1,000 株未満
分割前 1,000 株以上

株主優待基準
2,000 円相当の優待製品から、ご希望の製品を１セット贈呈
2,000 円相当の優待製品から、ご希望の製品を２セット贈呈
※同一製品の選択も可

2,000 円相当の優待製品から、ご希望の製品を３セット贈呈
※同一製品の選択も可

※

下線部分が株主優待基準の変更箇所となります。

※

優待対象製品の詳細につきましては、3 頁以降に記載しております。

３．お届け時期
平成 29 年６月下旬を予定しています。

４．その他
優待品の選択につきましては、株主様にはがきにてご意向をお伺いする予定です。なお、
優待品は、はがきのご返信をいただいた株主様にのみ送付させていただきます。また、は
がきにご指定がない場合や個数の指定をお間違えになられた場合、ご返信いただいた記
載内容の判断が難しい場合は、当社において製品選定のうえ、ご所有株式数に応じた個数
の優待品を送付させていただきます。
優待製品は、都合により変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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５．優待対象製品の概要
優待製品は、都合により変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
Ａ．サーモボトルセット
【ふた付サーモボトル】

×１個

【ﾃﾞﾆﾑバッグ（S サイズ）】

×１個

サイズ：φ67×212mm
容量：240ｍｌ
サイズ：本体/約 200×220mm
カラー

持ち手/約 15×260mm

ブラック
グレー

※カラーの選択は当社にお任せください。

Ｂ．キッチンセット
【時計付キッチンタイマー】

×３個

【書き込める保存容器（Ｍ）】

×１個
サイズ：53×70×9 ㎜

サイズ：132×53×132 ㎜

備考：テスト用電池 1 個

容量：530ml

l

カラー

カラー

ホワイト
ブラック

ホワイト
イエロー
ピンク

※カラーの選択は当社にお任せください。

Ｃ．軽量撥水折りたたみ傘（ケース付）
【軽量撥水折りたたみ傘】

×１個

【ポータブル傘ケース】

×１個
サイズ：収納時/φ62×48mm

サイズ：親骨/約 530mm
折りたたみ時/約 240mm

展開時/φ62×280mm
カラー

カラー

グレー

ブラック

ピンク

ネイビー

※カラーの選択は当社にお任せください。

Ｄ．セルフィースティック（自撮り棒）
【セルフィースティック（自撮り棒）】

×１個
サイズ：ホルダー/52×67×28mm
スティック最長時/約 1010mm
スティック最短時/約 235mm
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Ａ．サーモボトルセット
サーモボトルはふたをコップとしても使用できるのでアウトドアにも最適！また、真空の２重構造が
飲み物の温度をしっかりキープします。手に馴染むライトデニムを使用したバッグと一緒にお出か
けしてみませんか？

【ふた付サーモボトル】
【デニムバッグ（S サイズ）】

× １個
× １個

製品名：ふた付サーモボトル
カラー：ブラック、グレー
サイズ：φ67×212mm
容量：240ｍｌ

製品名：デニムバッグ（S サイズ）
サイズ：本体／約 200×220mm
持ち手／約 15×260mm

※カラーの選択は当社にお任せください。

保冷も保温もしっかり
キープ！

ふたはおしゃれなコ
ップに！

シリコン製のベルトで
持ち運びも楽々！

～ サイズイメージ ～

Ａ５サイズのミニバッグ。
ちょっとした小物や財布などを
入れるのにとても便利！
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Ｂ．キッチンセット
シリコン製のふたは油性ボールペンで保存日やメッセージを書き込めるとてもユニークな容器で
す。水や食器洗い用洗剤で洗い流せるので繰り返し使うことができます。シリコン製のふたなので、
ふたを付けたまま電子レンジで温めも可能。キッチンタイマーは時計としても使えるシンプルなタ
イマーです。

【書き込める保存容器（Ｍ） 】
【時計付キッチンタイマー】

× ３個
× １個

製品名：時計付キッチンタイマー
カラー：ホワイト、ブラック
サイズ：53×70×9mm
備考：テスト用ボタン電池１個付

製品名：書き込める保存容器（Ｍ）
カラー：ホワイト、イエロー、ピンク
サイズ：約 132×53×132mm
容量：530ｍｌ
仕様：電子レンジ対応可

※カラーの選択は当社にお任せください。

マグネット付

マグネット付なので
冷蔵庫に取付可能。
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Ｃ．軽量撥水折りたたみ傘（ケース付）
強力な撥水コートでどんなに濡れてもひと振りすれば水滴がほとんど取れます。また、持ち運び
に便利なポータブル傘ケースを使用することでバッグにも安心収納が可能。折りたたみ傘は女
性にも安心なネイルガード付です。

× １個
× １個

【軽量撥水折りたたみ傘】
【ポータブル傘ケース】

製品名：軽量撥水折りたたみ傘

製品名：ポータブル傘ケース
カラー：グレー、ピンク
サイズ：収納時／φ62×48mm
展開時／φ62×280mm

カラー：ブラック、ネイビー
サイズ：親骨／約 530mm
折りたたみ時／約 240mm

※カラーの選択は当社にお任せください。

強力撥水コート
でサッと振れば
水滴がほとんど
取れます。

女性にも安心の
ネイルガード付。

本体の内側にビ
ニールが内蔵さ
れており、外へ
の水漏れを防ぎ
ます。

下のパーツを
取り外すこと
で、ケース内に
溜まった水を
排水できます。
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Ｄ．セルフィースティック（自撮り棒）
旅行や観光、レジャーに重宝するセルフィースティック（自撮り棒）。スマートフォンのイヤホンジャ
ックに接続するだけで簡単に取り付けができます。手元にシャッターがあるので、タイミングを逃さ
ずに撮影ができ、自撮りに限らず動画撮影や様々な角度からの写真撮影にも最適です。

【セルフィースティック （自撮り棒）】

× １点

製品名：セルフィースティック（自撮り棒）
サイズ：ホルダー／52×67×28mm
スティック最長時／約 1010mm
スティック最短時／約 235mm

備考：音量「+」ボタンをシャッターボタンに
切換え可能且つ幅約 60～78mm の
スマートフォン

手元にシャッターボタンがあるので、
セルフタイマーを設定する必要がなく、
シャッターチャンスを逃しません！

スマートフォンのイヤホンジャックに接続
するだけで設定完了。
煩わしい設定は一切ありません！

取り付けたスマートフォンの角度を
自由に調整ができるので、お好みの角
度に設定して撮影することができます！
旅行先での動画撮影や写真撮影にも
最適です。

以上
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