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茂
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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）

株主優待制度詳細決定に関するお知らせ

平成 30 年３月期（第 15 期）における株主優待制度の内容につきまして、詳細が決
まりましたのでお知らせいたします。
記
１．株主優待制度の目的
弊社は、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、弊社事業へのご理解とご支援をいただき、弊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
2018 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）
「10,000 円分/5,000 円分のご利用券」
、また
はＢ）
「自社グループ製品とのお引き換え」、または Ｃ）
「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
①200 株以上

ご利用場所／内容／ご負担等
Ａ）
「10,000 円分のご利用券」として、以下にてご利用いただ
けます。
①フランスベッド株式会社の直営店舗
②自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用インタ
ーネットサイト
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Ｂ）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 折りたたみタイプ」
②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」
③いびきの改善に特化した、横向寝専用の枕
「ドクタースリープバンテージ」
④三次元立体構造ブレスエアー使用でムレにくく、
ぴったりフィットする枕
「ニューショルダーフィットピロー＜ブレスエアー＞」
⑤オールシーズンお使いいただけるベッドパッド
「Ｎウォッシャブルコットンベッドパッド」
⑥家具職人がつくる「木の鏡餅」
⑦家具職人がつくる「木のコレクションボックス」
Ｃ）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。

②100 株以上
200 株未満

Ａ）
「5,000 円分のご利用券」として以下にてご利用いただけま
す。
①フランスベッド株式会社の直営店舗
②自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用インタ
ーネットサイト
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Ｃ）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。

（３）優待品の特長等
特長／仕様等

画像

① 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 折りたたみタイプ」

LC-16F

LC-20F

【特 長】
・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。
・折りたたみタイプ２モデルの中から１点
をお選びいただけます。
【サイズ】

・全長【５段階調節】730～830(㎜)
・シャフト径：15(㎜)
・先ゴム内径：15(㎜)
【材 質】
・シャフト ：アルミニウム
・グリップ ：木材
・足元ライト：LED
・杖先ゴム ：天然ゴム、アクリル樹脂
【重 量】
・LC-16F

：約 320ｇ

・LC-20F

：約 300ｇ

折りたたんでコンパクトに持ち運
べて便利です。防災袋に入れて、

【電 源】
・コイン型リチウム電池 CR2032×２個
・電池寿命：約１年（１日１時間暗所での使

いざという時の備えにも。
＜LED 点滅時イメージ＞

用を想定）
・発光条件：３～18LUX 以下の暗所で 0.25
kg に相当する振動が 0.1 秒間継続

暗闇を感知するセンサーを内蔵。
暗い場所で杖に振動を与えると
先ゴム内の LED が点滅し、周囲
に存在を知らせます。
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② 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 950～1250(㎜) 無段階調節
【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

AD-01 ピンク

AD-02 イエロー

③ いびきの改善に特化した、横向寝専用の枕
「ドクタースリープバンテージ」
【特 長】
・横向き姿勢の体にフィットし、横向き寝
の維持をサポート。
・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。

【サイズ】
・Ｍサイズ：幅 430×長さ 650×高さ 120(㎜)
・Ｌサイズ：幅 450×長さ 650×高さ 140(㎜)
【素 材】
■枕本体
・側地：ポリエステル 100％（メッシュ生地
含む）

Ｍサイズ

・詰物：ポリウレタンフォーム 100％（チッ
プウレタン）
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L サイズ

■カバー
・表面：ポリエステル 94％、
ポリウレタン 6％

＜ご使用例＞

・側面：ポリエステル 88％、ポリウレタン12％

ロングテイル(長い)部分を
前面にすることで

【カラー】

「抱き枕」としても

・Ｍサイズ：ピンク

お使いいただけます

・Ｌサイズ：ブルー

④ 頭・首・肩にぴったりフィットする枕
「ニューショルダーフィットピロー
＜ブレスエアー＞」
【特 長】
・やさしい弾力性で頭部を支持。
・三次元立体構造で通気性抜群のムレない枕。
・専用側カバーの中わたは、気になる汗の臭
いや加齢臭を消臭。
・高さ調整シート付。
【サイズ】
・幅 600×長さ 370×首部の高さ 35～45(㎜)
(高さ調整シート内蔵時の首部の高さ
：55～65(㎜))
ムレずに快適

【素 材】
■中材
・指定外繊維 ポリエーテルエステル系繊維
（ブレスエアー®）
■専用側カバー
・側 地：ポリエステル100％（吸水速乾ニッ
ト生地)
・中わた：ポリエステル50％、指定外繊維
（キュートリー®）50％
・裏 地：ポリエステル65％綿35％
■高さ調整シート
・側 地：T/Cポリエステル65％綿35％
・中 芯：ポリウレタンフォーム 100％
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ソフトタッチ＋吸汗速乾

⑤ 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 970 ×長さ 1950(㎜)
・セミダブル：幅 1220×長さ 1950(㎜)
・ダブル

：幅 1400×長さ 1950(㎜)

【素 材】
■詰物・側地
・綿100％
⑥ 家具職人がつくる「木の鏡餅」
【特 長】
・毎年繰り返し使える木製の鏡餅。
・長年フランスベッドのベッドフレームを
作ってきた家具職人が一品一品手作りし
ております。
【サイズ】
・鏡餅(大)直径：105(㎜)
・装飾時の高さ
(餅底辺～橙の葉上部)：約 122(㎜)
・箱：縦 170×横 170×高さ 70(㎜)
【素 材】ビーチ材
【塗 装】
・
（橙のみ）ウレタン塗装仕上げ
・Ｆ☆☆☆☆(F フォースター※)取得塗料
【重 量】
※仕様は変更になることがあります

・本体のみ：約 232g
・箱のみ ：約 262g
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⑦ 家具職人がつくる
「木のコレクションボックス」
【特 長】
・前からも後ろからも見せることができ、飾
り付けも取り出しも容易。
・コレクション品を美しく飾る木製正方形棚
・長年フランスベッドのベッドフレームを
作ってきた家具職人が一品一品手作りし
ております。

＜ご使用例＞

【サイズ】
・外寸：横幅 480×高さ 480×奥行き 150(㎜)
【素 材】ファルカタ材（表面部桐突板貼り）
【塗 装】
・オイル仕上げ
・Ｆ☆☆☆☆(F フォースター※)取得塗料
【重 量】約 2.6 ㎏

※仕様は変更になることがあります

※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
2018 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 15 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。
株主優待の有効期間は、
「
『10,000 円分』や『5,000 円分』のご利用券」として、フ
ランスベッド株式会社の直営店舗や株主優待専用インターネットサイトでご利用の場
合（前述の表中、Ａ）は、第 15 期定時株主総会終了後から 2021 年３月 31 日までとい
たします。更に、未使用のご利用券については、発行年を初年度として、最長で３年
後の３月末まで繰越が可能で、最大３年分を合算してご利用いただけます。ただし、
Ａのうち「インターネットサイト」での合算使用は、同一株主番号の優待券に限らせ
ていただきます。なお、
『自社グループ製品とのお引き換え』及び『慈善団体への寄付』
を選択される場合の有効期間（前述の表中、Ｂ及びＣ）は、従来どおり、定時株主総
会終了後から翌年の 2019 年３月 31 日までといたします。
以
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上

