
＜ご使用例＞クッション本体

日本赤十字社への寄付で使う株主優待ネットショップで使う

［特　長］

［サイズ］
［素　材］

［重　量］

ビーズチェア「ルーフィット」34優待品
番　号

プラチナ
コース
プラチナ
コース

●安らぎを感じるしずく型　
●使い方は自由自在
●体勢に合わせて体にフィットします。
●日本製
●約横65×縦100（cm）
●表生地 ： ポリエステル100％
●クッション材 ： ポリスチレンビーズ
●3.8kg

［カラー］●ブラック
テラコッタ

※優待品は一部仕様が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ビーズクッション
商品分類

13 14

優待品番号 -A34
優待品番号 -B34

［特　長］

［サイズ］
［材　質］

［重　量］

光る杖ライトケイン伸縮タイプ（LC-09～LC-10）＊カーボンファイバー製30優待品
番　号

プラチナ
コース
プラチナ
コース

●カーボンファイバーだから、軽くて丈夫。
●杖の先にライトが内蔵されていて、夜道でも安心しておでかけできます。
●７段階で長さの調節が可能です。
●全長約78×93(cm)（7段階調整）
●グリップ ： 木材
●シャフト ： カーボンファイバー
●足元ライト ： ポリカーボネート ・ LED
●杖先ゴム ： 天然ゴム
●320g

光って軽量

LC-10LC-09

［電　源］●リチウムイオン充電池
●動作時間 ： 約８時間
●充電時間 ： 約３時間

優待品番号

（LC-09）-A30
（LC-10）-B30

杖
商品分類

LC-09 LC-10

A・B

A・B

（ゴールドコースの方は10,000円分、プラチナコースの方は15,000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。）

株主優待サイト 2021年6月28日受付開始
https://www.francebed-hd.co.jp/yutai/index.html

<QRコード>

❶ 申込専用はがき（裏面）
の該当コースの「慈善団
体への寄付」に丸印をつ
けてください。

❷ 個人情報部分に同封の
保護シールを貼り合わ
せた上で、申込専用はが
きを郵便ポストへ投函
してください。

❶ 株主優待サイトにアク
セス、通知書に記載され
ている株主優待IDと仮
パスワードを入力して
ログインのうえ、必要情
報を登録してください。
※株主優待の年度繰越制の
廃止に伴い、継続利用を終
了いたしました。すべての
方に新規登録手続きが必
要となります。

❷ 利用方法で「日本赤十字
社への寄付で使う」を選
択し、手順に従いお申し
込みください。

❶ 株主優待サイトにアクセス
する際、同封の株主優待通知
書に記載されている株主優
待IDと仮パスワードを入力
してログインのうえ、必要情
報を登録してください。

❷ 利用方法で「株主優待ネット
ショップ」を選択し、手順に
従いお申し込みください。
株主優待の年度繰越制の廃
止に伴い、継続利用を終了
いたしました。すべての方
に新規登録手続きが必要と
なります。

●領収証の発行はいたしかねますのでご了承ください。

モバイル端末
から
QRコードを
読み込めます。

申込専用はがき、または、株主優待サイトから「日本赤十字社への寄付で使う」の
お申し込みを行ってください。

❶株主優待IDと
　パスワードを
　入力してログイン

株主優待を日本赤十字社への寄付（当社グループ製商品寄贈）としてご利用される場合

❷保護シールを貼る

日本赤十字社への寄付で使う（　　　 ）ゴールドコースと
プラチナコース

第17期に株主の皆様からご支援いただきました寄付金は累計1,775,000円分でした。
2021年6月に日本赤十字社の社会福祉施設へ、集まった金額相当分の当社グループ取扱いの介護用品を寄付いた
しました。ご支援ありがとうございました。

「日本赤十字への寄付」受付期限は、2022年３月31日まで（はがきでのお申し込みは当日消印有効）
となります。ご注意

<QRコード>
モバイル端末
から
QRコードを
読み込めます。

❶株主優待IDと
　パスワードを
　入力してログイン

在宅グッズ

https://www.francebed-hd.co.jp/yutai/index.html
株主優待サイト 2021年6月28日受付開始 株主優待ネットショップ

ご注意

お申し込み受付後、ご指定のご住所へ、ご注文商品の準備が整い次第
発送いたします。

「株主優待ネットショップ」のお申し込み・ご利用期限は2022年３月31日となります。

［重　量］●

※優待品は一部仕様が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※シルバーコースの方はご利用いただけません。
株主優待サイト内のネットショップをご利用される場合

●ネットショップのご利用は、１回のご注文に限り有効と
なり、差額を繰り越すことはできません。また、お
つりをお渡しすることもできませんので、ご注意下
さい。
●ご利用額が超過した場合は超過分を後払いもしくは
クレジットカードでお支払いいただきます。

株主優待ネットショップで使う（　　　　）ゴールドコースと
プラチナコース

●お申し込みの時期または商品によって、お届けまでにお時間をいただく場合がございます。
●当サイトはWindows Vista以前のOSには対応しておりません。
●当サイトに非対応のOSをお使いの方、インターネット環境をお持ちでない方は、優待品との交換を
　ご検討下さい。

株主優待サイト内の「株主優待ネットショップ」からお申し込みを行ってください。
（はがきでのお申し込みは不要です）

お申し込み控え

同封の「ご利用案内」より、ご希望の優待内容を1つお選
びいただき、申込専用はがきに必要事項をご記入し保護
シールを貼付のうえご投函ください。

申込専用はがきによるお申し込み

株主優待通知書

株主様お名前

仮パスワード

株主優待コース

https://www.francebed-hd.co.jp/yutai/index.html

<QRコード>

株主優待サイト

〈非売品〉この通知書の転売を固く禁じます

〈非売品〉このはがきの転売を固く禁じます

お届け先が上記と違う場合は記入してください。

お届け先のお電話番号を必ずご記入ください。（記入必須です）

申込専用はがき

2022年3月31日

お電話 （ ） F A X （ ）

申込日　　　　年  　 月  　 日

フランスベッドホールディングス株式会社

お申し込み及びご利用期限 （当日消印有効）

プラチナコースゴールドコース

10,000円相当分

ご希望の申し込み項目にチェック□を入れていただき
「自社グループ製品との交換」をお選びの場合は優待商品番号をご記入ください。

選択いただいた優待内容をお控えください。

優待品
番　号

優待品
番　号

※ご記入にあたっては、別紙の「ご利用案内」をご参照ください

お申し込み方法

詳細は株主優待制度ご利用案内をご確認ください。

お届け先
お名前

お届け先
ご住所

フリガナ

フリガナ

株主優待サイトにアクセスし、上記記載
の株主優待IDと仮パスワードを入力、
ログインのうえ、画面に従い必要情報を
登録してください。

インターネットによるお申し込み
●ご希望のご利用方法を選択し、手順にしたがって
お申し込みください。

※シルバーコースの株主様は、宛名面アンケートのみご回答ください。
なお、製品のお届け先を指定することはできません。ご登録住所へのお
届けとなりますので、ご了承ください。

申込専用はがき
当お申し込み内容を記入し、大切に保管してください。

お申し込み不要
2021年10月頃に3000円相当のタオルをお届け

プラチナコース
200株以上保有期間5年以上の方

□ 自社グループ製品との交換

□ 株主優待サイト内のネットショップで使う
□ 慈善団体への寄付

優待品
番　号

ゴールドコース
200株以上保有期間1年以上5年未満の方

□ 自社グループ製品との交換

□ 株主優待サイト内のネットショップで使う
□ 慈善団体への寄付

下記ご希望のお申し込み項目をお選びいただき1つだけ□にチェックをおつけください。

下記ご希望のお申し込み項目をお選びいただき1つだけ□にチェックをおつけください。

シルバーコース
200株以上保有期間1年未満の方

□ 自社グループ製品との交換 □ 自社グループ製品との交換

□ 慈善団体への寄付
15,000円相当分

□ 慈善団体への寄付

ゴールドコースまたはプラチナコースの株主様は
下記の申込専用はがきでお申し込みください。

優待品
番　号

「申込専用はがき」または「インターネット」のどちらかをお選びください。

株主優待 ID

●インターネットでお申し込みいただいた場合には、はがきの投函は
不要です。

お申し込み及びご利用期限 2022年3月31日（手続完了）

選択いただいた優待内容をお控えください。

または

株主様
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申込専用はがき

❶該当コースに
チェック
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日本赤十字社への寄付で使う株主優待ネットショップで使う
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［サイズ］
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［重　量］

ビーズチェア「ルーフィット」34優待品
番　号

プラチナ
コース
プラチナ
コース

●安らぎを感じるしずく型　
●使い方は自由自在
●体勢に合わせて体にフィットします。
●日本製
●約横65×縦100（cm）
●表生地 ： ポリエステル100％
●クッション材 ： ポリスチレンビーズ
●3.8kg

［カラー］●ブラック
テラコッタ

※優待品は一部仕様が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
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番　号
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コース
プラチナ
コース

●カーボンファイバーだから、軽くて丈夫。
●杖の先にライトが内蔵されていて、夜道でも安心しておでかけできます。
●７段階で長さの調節が可能です。
●全長約78×93(cm)（7段階調整）
●グリップ ： 木材
●シャフト ： カーボンファイバー
●足元ライト ： ポリカーボネート ・ LED
●杖先ゴム ： 天然ゴム
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LC-10LC-09

［電　源］●リチウムイオン充電池
●動作時間 ： 約８時間
●充電時間 ： 約３時間

優待品番号

（LC-09）-A30
（LC-10）-B30

杖
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LC-09 LC-10

A・B
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（ゴールドコースの方は10,000円分、プラチナコースの方は15,000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。）

株主優待サイト 2021年6月28日受付開始
https://www.francebed-hd.co.jp/yutai/index.html

<QRコード>

❶ 申込専用はがき（裏面）
の該当コースの「慈善団
体への寄付」に丸印をつ
けてください。

❷ 個人情報部分に同封の
保護シールを貼り合わ
せた上で、申込専用はが
きを郵便ポストへ投函
してください。

❶ 株主優待サイトにアク
セス、通知書に記載され
ている株主優待IDと仮
パスワードを入力して
ログインのうえ、必要情
報を登録してください。
※株主優待の年度繰越制の
廃止に伴い、継続利用を終
了いたしました。すべての
方に新規登録手続きが必
要となります。

❷ 利用方法で「日本赤十字
社への寄付で使う」を選
択し、手順に従いお申し
込みください。

❶ 株主優待サイトにアクセス
する際、同封の株主優待通知
書に記載されている株主優
待IDと仮パスワードを入力
してログインのうえ、必要情
報を登録してください。

❷ 利用方法で「株主優待ネット
ショップ」を選択し、手順に
従いお申し込みください。
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止に伴い、継続利用を終了
いたしました。すべての方
に新規登録手続きが必要と
なります。

●領収証の発行はいたしかねますのでご了承ください。

モバイル端末
から
QRコードを
読み込めます。

申込専用はがき、または、株主優待サイトから「日本赤十字社への寄付で使う」の
お申し込みを行ってください。

❶株主優待IDと
　パスワードを
　入力してログイン

株主優待を日本赤十字社への寄付（当社グループ製商品寄贈）としてご利用される場合

❷保護シールを貼る

日本赤十字社への寄付で使う（　　　 ）ゴールドコースと
プラチナコース

第17期に株主の皆様からご支援いただきました寄付金は累計1,775,000円分でした。
2021年6月に日本赤十字社の社会福祉施設へ、集まった金額相当分の当社グループ取扱いの介護用品を寄付いた
しました。ご支援ありがとうございました。

「日本赤十字への寄付」受付期限は、2022年３月31日まで（はがきでのお申し込みは当日消印有効）
となります。ご注意

<QRコード>
モバイル端末
から
QRコードを
読み込めます。

❶株主優待IDと
　パスワードを
　入力してログイン

在宅グッズ

https://www.francebed-hd.co.jp/yutai/index.html
株主優待サイト 2021年6月28日受付開始 株主優待ネットショップ

ご注意

お申し込み受付後、ご指定のご住所へ、ご注文商品の準備が整い次第
発送いたします。

「株主優待ネットショップ」のお申し込み・ご利用期限は2022年３月31日となります。

［重　量］●

※優待品は一部仕様が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※シルバーコースの方はご利用いただけません。
株主優待サイト内のネットショップをご利用される場合

●ネットショップのご利用は、１回のご注文に限り有効と
なり、差額を繰り越すことはできません。また、お
つりをお渡しすることもできませんので、ご注意下
さい。
●ご利用額が超過した場合は超過分を後払いもしくは
クレジットカードでお支払いいただきます。

株主優待ネットショップで使う（　　　　）ゴールドコースと
プラチナコース

●お申し込みの時期または商品によって、お届けまでにお時間をいただく場合がございます。
●当サイトはWindows Vista以前のOSには対応しておりません。
●当サイトに非対応のOSをお使いの方、インターネット環境をお持ちでない方は、優待品との交換を
　ご検討下さい。

株主優待サイト内の「株主優待ネットショップ」からお申し込みを行ってください。
（はがきでのお申し込みは不要です）

お申し込み控え

同封の「ご利用案内」より、ご希望の優待内容を1つお選
びいただき、申込専用はがきに必要事項をご記入し保護
シールを貼付のうえご投函ください。

申込専用はがきによるお申し込み

株主優待通知書

株主様お名前

仮パスワード

株主優待コース

https://www.francebed-hd.co.jp/yutai/index.html

<QRコード>

株主優待サイト

〈非売品〉この通知書の転売を固く禁じます

〈非売品〉このはがきの転売を固く禁じます

お届け先が上記と違う場合は記入してください。

お届け先のお電話番号を必ずご記入ください。（記入必須です）

申込専用はがき

2022年3月31日

お電話 （ ） F A X （ ）

申込日　　　　年  　 月  　 日

フランスベッドホールディングス株式会社

お申し込み及びご利用期限 （当日消印有効）

プラチナコースゴールドコース

10,000円相当分

ご希望の申し込み項目にチェック□を入れていただき
「自社グループ製品との交換」をお選びの場合は優待商品番号をご記入ください。

選択いただいた優待内容をお控えください。

優待品
番　号

優待品
番　号

※ご記入にあたっては、別紙の「ご利用案内」をご参照ください

お申し込み方法

詳細は株主優待制度ご利用案内をご確認ください。

お届け先
お名前

お届け先
ご住所

フリガナ

フリガナ

株主優待サイトにアクセスし、上記記載
の株主優待IDと仮パスワードを入力、
ログインのうえ、画面に従い必要情報を
登録してください。

インターネットによるお申し込み
●ご希望のご利用方法を選択し、手順にしたがって
お申し込みください。

※シルバーコースの株主様は、宛名面アンケートのみご回答ください。
なお、製品のお届け先を指定することはできません。ご登録住所へのお
届けとなりますので、ご了承ください。

申込専用はがき
当お申し込み内容を記入し、大切に保管してください。

お申し込み不要
2021年10月頃に3000円相当のタオルをお届け

プラチナコース
200株以上保有期間5年以上の方

□ 自社グループ製品との交換

□ 株主優待サイト内のネットショップで使う
□ 慈善団体への寄付

優待品
番　号

ゴールドコース
200株以上保有期間1年以上5年未満の方

□ 自社グループ製品との交換

□ 株主優待サイト内のネットショップで使う
□ 慈善団体への寄付

下記ご希望のお申し込み項目をお選びいただき1つだけ□にチェックをおつけください。

下記ご希望のお申し込み項目をお選びいただき1つだけ□にチェックをおつけください。

シルバーコース
200株以上保有期間1年未満の方

□ 自社グループ製品との交換 □ 自社グループ製品との交換

□ 慈善団体への寄付
15,000円相当分

□ 慈善団体への寄付

ゴールドコースまたはプラチナコースの株主様は
下記の申込専用はがきでお申し込みください。

優待品
番　号

「申込専用はがき」または「インターネット」のどちらかをお選びください。

株主優待 ID

●インターネットでお申し込みいただいた場合には、はがきの投函は
不要です。

お申し込み及びご利用期限 2022年3月31日（手続完了）

選択いただいた優待内容をお控えください。

または

株主様

または または

改
版
ウ
ラ

ﾌﾗﾝｽﾍﾞｯﾄﾞﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ様
1
6
-4
1
2
2
9
7

O
TF/C

C
2
0
2
1

2
1
.0
5
.1
4
　
坂
本

製
版
/支
給
デ
ー
タ

ﾛｯｸ解
除

申込専用はがき

❶該当コースに
チェック


