平成 29 年２月 23 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
（コード番号 7840

池

田

東証

茂
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）

株主優待制度詳細決定に関するお知らせ

平成 29 年３月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
平成 29 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･伸縮タイプ」
②触れるたび泣いたり笑ったりに癒される
「泣き笑い たあたん」
③三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＞」
④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」
⑤形を変えられるクッション＋ひんやり冷たい抱き枕セ
ット
「スリープバンテージ フルール５色セット
＋抱き枕クールデオド ラッキーくん（もしくはラブ
ちゃん）」
⑥家具職人がつくる「木製サイドテーブル」
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・伸縮タイプ」
【特 長】
・杖の先のライトが点灯し、車やまわり
に存在を知らせ、足元を明るく照らし
ます。
・折りたたみタイプ２モデル、伸縮タイ
プ２モデルの中から１点をお選びいた
だけます。
LC-11F

＜折りたたみタイプ＞

LC-12F

・LC-11F
・LC-12F
【サイズ】

・シャフト径：15(㎜)
・先ゴム内径：15(㎜)
・全長【５段階調節】730～830(㎜)
【材 質】
・シャフト：アルミニウム

折りたたみタイプ

・足元ライト：LED

LED 点滅時イメージ

・杖先ゴム ：天然ゴム、アクリル樹脂
・グリップ：木材
【重 量】約 305ｇ
【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
使用を想定）

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

・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
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先ゴム内の LED が点滅し、周囲
に存在を気づかせます。

＜伸縮タイプ＞

LC-05

LC-06

・LC-05
・LC-06
【サイズ】

・シャフト径：19(㎜)
・先ゴム内径：19(㎜)
・モデル別全長【７段階調整】
・LC-05：750～900(㎜)
・LC-06：710～860(㎜)
【材 質】
・シャフト：アルミニウム
・足元ライト：ポリカーボネート、LED

伸縮タイプ

・杖先ゴム：天然ゴム

LED 点灯時イメージ

・グリップ
・LC-05：木材
・LC-06：樹脂
【重 量】
・LC-05：約 375ｇ
・LC-06：約 360ｇ
【電 源】
・リチウムイオン充電池

電源スイッチを２秒以上長押しすると

3.7V/750mAh

杖先の足元ライトが点灯し、再び２秒
以上長押しすると消灯します。

・動作時間：約８時間
・充電時間：約３時間
【付属品】電源アダプター

② 触れるたび泣いたり笑ったりに癒される
「泣き笑い たあたん」
【特 長】
・赤ちゃんのような感触に想像力が広がり
ます。
・手を握ると泣き声、足に触ると笑い声を
発します。
【サイズ】
・身長：約 470 ㎜
・体重：約 1.4kg
【材 質】
手に触れると元気に泣いたり

・ボディ：布製
・頭・手先・足先：軟性プラスチック
・瞳：スリーピングアイ
【電 源】単３電池×３本（同梱）
【付属品】ベビーコット、枕、ケット

足に触れるとくすぐったがったり
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③ 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
ムレずに快適

：55～65(㎜))
【材 質】
■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

ソフトタッチ＋吸汗速乾

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

：幅 1400×長さ 1950(㎜)

【材 質】
■詰物・側地
・綿100％
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⑤ 用途によって形が変えられるクッション
＋ひんやり冷たい抱き枕セット
「スリープバンテージ フルール５色セット
＋抱き枕クールデオド ラッキーくん（も
しくはラブちゃん）
」
【特 長】
フルール５色と、しろくまのラッキーくん、
もしくはラブちゃんいずれか１つをセットに
いたしました。
（ラッキーくん・ラブちゃんは

＋

お選びいただけません。
）

＜フルール＞

（ラッキーくん・ラブちゃんのいずれかひとつ）

・用途によってさまざまな形に変えてリラ
ックスできる万能クッション。
・中わたの発砲ビーズと特殊な縫製で、形
を変えても元の形に戻らず形を維持。
・軽量コンパクトで、家だけでなく旅行や
車の中、オフィスでも使えるカラフルな
５色（オレンジ・パープル・グリーン・
ピンク・ブルー）セット。
【サイズ】
・直径 295×厚み 73(mm)

【材 質】
・表 地：ポリエステル 100％
・裏 地：ポリエステル 92％・ポリウレタ
ン８％
・充填物：発泡性ポリスチレン 100％
【重 量】
・製 品：117ｇ
・充填物：67ｇ
（使用上のご注意）この製品は補助的クッシ
ョンです。長時間の大きな荷重はヘタリ
などの劣化を早める場合がございますの
でご注意ください。

＜抱き枕 ラッキーくん・ラブちゃん＞
・ふんわりタッチの抱き枕。やさしい表情
に癒されます。
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※どちらが届くかはお楽しみに

＜フルールご使用例＞

・おなかの部分は接触冷感と消臭機能を兼
ね備えた抱き枕。
・最高の接触冷感効果を実現。(Q-max 値※：
0.385W/cm2)（当社比）
・気になる臭いを抑える、強力消臭テープ
「デオパワー®」がついています。
【サイズ】
・ラッキーくん：490×220×150(mm)
・ラブちゃん ：460×250×150(mm)
【材 質】
・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リック
（ポリエチレン 64％、ポリエス
テル 20％、ナイロン 16%）
・中わた：ポリエステル 100%
※Q-max 値とは接触冷温感評価値（肌が生地に触れた時に、
冷たく感じるか温かく感じるかを評価する数値）です。一般
的に 0.2 を超えるとクール、冷たい、0.3 以上で強冷と評価
されます。
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⑥ 家具職人がつくる木のサイドテーブル
【特 長】
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た木
のサイドテーブルは、安全なＦ☆☆☆☆を
取得した塗料で仕上げてあります。
【サイズ】
・幅 294×奥行 320×高さ 610(㎜)
・内側高さ（床面より）574(㎜)
【主 材】積層材
【塗 装】
・ウレタン塗装仕上げ 全艶消し

＜ご使用例＞

・Ｆ☆☆☆☆(F フォースター※)取得塗
料
【カラー】ウォールナット色
【重 量】約 4.0 ㎏

※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

※仕様は変更になることがあります

いことを表しています。

３．実施開始時期及び有効期間
平成 29 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、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、
「
『5,000 円分』や『10,000 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 14 期定時株主総会終了後から平成 32 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年分を合算して使用できます。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
了後から翌年の平成 30 年３月 31 日までといたします。
以
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上

