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2023年 3月 10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  代表取締役会長兼社長 池 田  茂 

（コード番号：7840 東証プライム） 

問合せ先 経理/総務グループ 総務部長   佐 藤 知 盛 

 （TEL 03-6741-5501） 

 

 

2023 年 3 月期株主優待制度詳細決定に関するお知らせ  

 

 

当社は、2023 年 3 月期（第 20 期）における株主優待制度の内容についての詳細に関しまして、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 

 

Ⅰ．2023年 3月期（第 20期）株主優待制度詳細について 

１．株主優待制度の目的 

当社は、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当社

グループの事業や製品へのご理解とご支援をいただき、当社の株式を長期保有していただけますように、

年１回の株主優待を実施しております。 

２．株主優待制度の内容 

（１）対象株主様 

  2023 年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された 200 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、保有期間が１年未満の方には、Ａ)当社グループ製品を贈呈いたします。また、保有

期間が１年以上の方は、Ｂ)「株主優待専用サイトご利用券」、Ｃ)「自社グループ製品とのお引き換

え」、Ｄ)「慈善団体への寄付」、Ｅ）「羽毛布団リフォームご利用券」より１つをお選びいただけます。 

保有株式数/保有期間 優待内容 

① 200株以上/ 

   １年未満 

Ａ）3,000円相当分の当社グループ製品贈呈（2023年 10月頃発送予定） 

【英瑞】[育てるタオル🄬]feelプチフェイス＆フェイスタオルセット 

 ＜タオル見本＞ 
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② 200株以上/ 

１年以上５年未満 

Ｂ）自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用サイトで、「10,000円分

のご利用券」としてご利用いただけます。 

Ｃ）以下の自社グループ製品の中からいずれか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 くつろぎのごろ寝ピロークッション「スノーレスピローミニ」 

② どんな姿勢でも快適に「ウミガメピロー2個セット」 

③ キュリエス Ag マットレスカバー＆ピロケース 3点セット 

④ 羊毛メッシュベッドパッド 

⑤ 3段階の高さ調整が可能「インテグラ カスタマイザブルネックピロー」 

⑥ 抗菌防臭効果のある銀イオンカバー付き枕「銀の匠」 

⑦ 三次元構造体くねくね抱き枕「クリンピー」 

⑭ 家具職人がつくる「ラック＆チェア」 

⑮ 家具職人がつくる「ツリー型コーナーラック」 

⑱ お好みの硬さで体圧を分散する「UF-71 車いすクッション」 

Ｄ）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。 

Ｅ）羽毛布団リフォームご利用券 

フランスベッドが手掛ける羽毛布団リフォーム（打ち直し）です。 

国内専用工場（静岡工場）で個別洗浄を行い、羽毛布団を打ち直します。 

「10,000円分のご利用券」としてご利用いただけます。 

③ 200株以上/ 

     ５年以上 

Ｂ）自社グループ製品を主に取り扱う株主優待専用サイトで、「15,000円分 

  のご利用券」としてご利用いただけます。 

Ｃ）上記①～⑦、⑭～⑮、⑱に加え、以下の自社グループ製品の中からいず

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。） 

⑧ キュリエス Ag 掛けカバー＆ピロケース 3点セット 

⑨ お好みの硬さが選べる「LTショルダーフィットピロー」 

⑩ ラドンポケットで首元をサポート「ラドンヘルスピロー」 

⑪ らくピタパイル抗菌パッド 

⑫ プロテクター3点セット クラシック DX 

⑬ 5cmトッパー「レスター」 

⑯ 家具職人がつくる「収納付きスツール」 

⑰ 家具職人がつくる「デザインシェルフ」 

⑲ 光る杖ライトケイン折り畳みタイプ 

⑳ ビーズチェア「ルーフィット」 
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Ｄ）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 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。 

 

Ｅ）羽毛布団リフォームご利用券 

フランスベッドが手掛ける羽毛布団リフォーム（打ち直し）です。 

国内専用工場（静岡工場）で個別洗浄を行い、羽毛布団を打ち直します。 

「15,000円分のご利用券」としてご利用いただけます。 

注１）１年以上継続保有とは、同一株主番号で 3月 31日現在の株主名簿に連続して２回以上 200株以上保

有していることが記載または記録されていることを条件といたします。 

 注２）５年以上継続保有とは、同一株主番号で 3月 31日現在の株主名簿に連続して６回以上 200株以上保

有していることが記載または記録されていることを条件といたします。 

 注３）過年度から当社株式を保有いただいている株主様の継続保有期間は、遡って前記の方法により算出い

たします。（同一株主番号であることに限ります） 

 

（３）優待品の特長等 

特長／仕様等 画像 

①くつろぎのごろ寝ピロークッション「スノーレスピローミニ」 

【特長】  

・どんな場所でもリラックス空間に。ベッドでもリビングル 

ーム、ソファの上でも使えるピロークッション。 

・独自のフォルムが横向きに寝たとき首・肩・腕にかかる負 

担を軽減。 

・リラックスタイムのうつ伏せ姿勢もサポート。 

＜ヘッドクッション＞ 

 頭部にフィットする軟らかな低反発素材。 

 首への負担を軽減。 

＜アームクッション＞ 

 横向き寝の際の、腕への負担を軽減し、左右どちら側にも

取付可能。 

【サイズ】 

 ・本体：幅 42×奥行 75×高さ 27㎝ 

 ・アームクッション付きの場合：幅 54×奥行 75×高さ 27㎝ 

【素材】 

・表側地：ポリエステル 95%、ポリウレタン 5％ 

・裏側地：ポリエステル 100％ 

・詰物：ウレタンフォーム 

（ヘッドクッション上部：低反発ウレタンフォーム） 

 

 
〈本体〉 

 

 

 

  

〈使用例〉 
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②どんな姿勢でも快適に「ウミガメピロー2個セット」 

【特長】 

・独自のシルエットがうつ伏せ、横向き、仰向き等、どんな

姿勢でも快適な睡眠をサポート。 

・体格に合わせ 4通りの高さで使用可能。 

【サイズ】 

幅 54×奥行 41×高さ 12 cm 

【素材】 

・本体 

[側生地]ポリエステル 100％ [本体]ウレタンフォーム 

・高さ調整シート 

[側生地]ポリエステル 100％ [シート]ウレタンフォーム 

・側カバー 

ポリエステル 70%、綿 27%、アクリル 3%（除菌機能糸使用） 

 

〈本体〉 

 

 

  

〈使用例〉 

③キュリエス Ag マットレスカバー＆ピロケース 3点セット 

【特長】 

・直接、身体にふれる寝具が自ら除菌する「キュリエス・エ

ージー®」シリーズ 

・マットレスカバー1枚とピロケース 2枚の 3点セット。 

【サイズ】 

＜マットレスカバー＞ 

・シングル：幅 97×長さ 195×高さ 35cm 

＜ピロケース＞ 

・シングル：横 70×縦 50㎝ 

※サイズはシングルサイズのみとなります。 

【素材】 

＜マットレスカバー＞ 

ポリエステル 65%、綿 31%、アクリル 4%(アグリーザ®糸使用) 

＜ピロケース＞ 

ポリエステル 65%、綿 31%、アクリル 4％(アグリーザ®糸使用） 

【カラー】 

・マットレスカバー：ベージュ 

・ピロケース：ベージュ 

 ※カラーはベージュのみとなります。 

 

 

 

 

 

 

〈色見本〉 
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④羊毛メッシュベッドパッド 

【特長】 

 ・冬は暖かく、夏は涼しい、オールシーズン使える羊毛ベッ

ドパッド。 

・羊毛の暖かさとメッシュの通気性で、サラッとべたつかず

快適に使用可能。 

【サイズ】 

 ・シングル：幅 97×長さ 195㎝ 

 ・セミダブル：幅 122×長さ 195㎝ 

【素材】 

[詰物]羊毛 100％（英国産羊毛） 

[側地]表地：ポリエステル 80%,綿 20% 

   裏中地：ポリエステル 100% 

   裏地：ポリエステル 100%（メッシュ） 

   ※4角スベリ止めゴム付 

 

 
 

 

〈裏面〉 

⑤3段階の高さ調整が可能「インテグラ カスタマイザブルネッ

クピロー」 

【特長】 

・丸洗い可能。 

・２つの異なる硬さと３つの選べる高さから、寝姿勢と 

首の形状に合うパターンを作ることが可能。 

 ・横幅は大きめ 74㎝。 

【サイズ】 

・横 74×縦 40×高さ 10/11.4/12.6㎝ 

【素材】 

・枕本体：インテグラ ヴィスコポア（低反発フォーム） 

・枕カバー：ポリエステル 100％ 

【重量】 

・2.0㎏（梱包材込） 

 

 

 

〈枕本体〉 

 

 

〈カバー装着時〉 

⑥抗菌防臭効果のある銀イオンカバー付き枕「銀の匠」 

【特長】 

  ・快眠 3層構造  

  ・上部：高反発ウレタン  特殊なカッティングにより   

通気性に優れ、自然なフィット感を追求 。 

  ・中央部：炭入り低反発ウレタンで頭部の圧力を分散。  

  ・下部：高反発ウレタン  スリットのカッティングを  

することで蒸れ感を抑える。  

 ・横寝対応ワイド 70㎝サイズ 。 

 ・抗菌防臭効果のある銀イオンカバー付き。 

    銀イオン効果  ①抗菌防臭②防ダニ③防カビ④消臭  

  ・枕カバーのみ洗濯ネットを使用して洗濯可能。 

 

 

〈枕本体〉 
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※本体ウレタンフォームの洗濯および乾燥機のご使用はお

避け下さい。  

【サイズ】  

・横 70×縦 38×高さ 8/10 ㎝  

  【素材】  

・枕本体：ウレタンフォーム 100％  

・枕カバー：ポリエステル 100％  

【重量】  

・2.4㎏（梱包材込）  

 

〈カバー装着時〉 

 

⑦三次元構造体くねくね抱き枕「クリンピー」 

【特長】  

 ・三次元構造体 抱きかかえやすい円筒状で中芯にくねくね 

と曲がる素材を使用することで、自由自在に動き、用途 

に合ったお好みの形にアレンジ可能。 

 ・抗菌防臭効果のある銀イオンカバー付き。 

  銀イオン効果 ①抗菌防臭②防ダニ③防カビ④消臭 

・枕カバーのみ洗濯ネットを使用して洗濯可能。 

※本体ウレタンフォームの洗濯および乾燥機のご使用はお避

け下さい。 

【サイズ】 

長さ約 100×直径 16㎝ 

【素材】 

 ・枕カバー：ポリエステル 100％ 

・中袋：ポリエステル 100％ 

・中芯：ポリプロピレン（PP）100％ 

 ・本体：ウレタンウォーム 100％ 

【重量】 

・2.0㎏（梱包材込） 

※形成維持の為、中芯が曲がる際に音が出る商品となりま

す。 

 

 
〈本体〉 

 

 

 
〈使用例〉 

 

 

 

 

⑧キュリエス Ag 掛け布団カバー＆ピロケース 3点セット 

【特長】 

・直接、身体にふれる寝具が自ら除菌する「キュリエス・エ

ージー®」シリーズより、掛け布団カバー1枚とピロケース

2枚の 3点セット。 

 

【サイズ】 

＜掛布団カバー＞ 

・シングル：幅 150×長さ 210㎝ 

・ダブル：幅 190×長さ 210㎝ 

＜ピロケース＞ 

・シングル：横 70×縦 50㎝ 
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【素材】 

＜掛布団カバー＞ 

ポリエステル 65%、綿 31%、アクリル 4%(アグリーザ®糸使用) 

＜ピロケース＞ 

ポリエステル 65%、綿 31%、アクリル 4%(アグリーザ®糸使用） 

【カラー】グリーン、ベージュ 

※どちらか 1色のセットをお選びいただけます。 

 

 

〈ベージュ〉    〈グリーン〉 

⑨お好みの硬さが選べる「LTショルダーフィットピロー」 

【特長】 

 ・本体は独自開発の三次元構造体を使用。（部位によって硬さ

が異なります） 

・熱がこもりにくく、抜群の通気性と吸湿発散性、お手入れ

も簡単で衛生的。 

【サイズ】 

横 57×縦 37×高さ 12㎝ 

【素材】 

・表地：ポリエステル 70%、綿 27%、アクリル 3%(除菌機能糸

使用) 

・裏地：ポリエステル 100% 

・本体：ポリエチレン 

 

  ※ハードまたはミディアムソフトのどちらか 1点をお選び

いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

〈ミディアムソフト〉 

 

〈ハード〉 

 

 

 

 

 
〈本体内部〉 

 

⑩ラドンポケットで首元をサポート「ラドンヘルスピロー」 

【特長】 

・ラドンセラミックボールを内蔵。 

・4つのポケットがあり、パイプ素材を調節することで、寝

姿勢に合わせた高さの微調整が可能。 

【サイズ】  

 横 55×縦 35×高さ 6～9cm 

 

〈本体〉 



- 8 - 

【素材】  

[表地]ポリエステル 100% 

[側面・裏地]ポリエステル 95%、レーヨン 5% 

[詰物]ポリエチレン（パイプ）、ラジウムセラミックボール 

 

 
 

 

⑪らくピタパイル抗菌パッド 

【特長】 

・ふわふわのタオルに包まれるような、心地よい肌触り。 

・抗菌防臭加工付きのずれにくいベッドパッド。 

・4角のゴム掛け不要、ベッドの上に置くだけで使用可能。 

【サイズ】 

 ・シングル：幅 97×長さ 195㎝ 

 ・セミダブル：幅 122×長さ 195㎝ 

 ・ダブル：幅 140×長さ 195㎝ 

【素材】 

 ［詰物］ポリエステル 100％ 

［側地］表地：ポリエステル 60％、綿 40% 

［裏中地］ポリエステル 100％（不織布） 

［裏地］ポリエステル 60%、ポリウレタン 40%（防滑生地） 

 【カラー】ブラウン 

  

 

 

 

 

〈使用例〉 

⑫プロテクター3点セット クラシック DX 

【特長】 

 ・マットレスプロテクター、ボックスシーツ、ポリエステル

パッドの 3点セット。 

 ・マットレスに被せることで、長持ちさせることが可能。 

[防水性]表側から防水性のためマットレス・枕を汚す心配が

なく安心。 

[防ダニ性]表側からダニを通さず、衛生的な睡眠環境を維持。 

[透湿性]透湿性があり、ムレ感が少なく快適な睡眠が可能。 

[節約］ご自宅の洗濯機で洗え、乾燥機（60℃）の使用も可能。 

[厚み]マチ幅 35㎝仕様で、厚めのマットレスにも対応可能。 

【サイズ】 

※サイズはシングル・セミダブル・ダブル・ワイドダブルの

中から 1点をお選びいただけます。 

＜マットレスプロテクター＞ 

 ・シングル：幅 97×長さ 195×高さ 35㎝ 

 ・セミダブル：幅 122×長さ 195×高さ 35㎝ 

 ・ダブル：幅 140×長さ 195×高さ 35㎝ 

 ・ワイドダブル：幅 154×長さ 195×高さ 35㎝ 

＜ボックスシーツ＞ 

 ・シングル：幅 100×長さ 200×高さ 35㎝ 

 

〈セット内容〉 
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 ・セミダブル：幅 122×長さ 200×高さ 35㎝ 

 ・ダブル：幅 140×長さ 200×高さ 35㎝ 

 ・ワイドダブル：幅 154×長さ 200×高さ 35㎝ 

＜ポリエステルパッド＞ 

 ・シングル：幅 97×長さ 195㎝ 

 ・セミダブル：幅 122×長さ 195㎝ 

 ・ダブル：幅 140×長さ 195㎝ 

 ・ワイドダブル：幅 154×長さ 195㎝ 

【素材】 

＜マットレスプロテクター＞ 

 ・表面：ポリエステル 100％ 

 ・側面：ポリエステル 100％ 

＜ボックスシーツ＞ 

・綿 100％ 

＜ポリエステルパッド＞ 

 ・表生地：綿 35％、ポリエステル 65％ 

 ・詰物：ポリエステル 100％、４隅ゴム付 

【カラー】ボックスシーツ：アイボリー 

 

 

 

 

〈ポリエステルパッド〉 

 

 

 

⑬5cmトッパー「レスター」 

【特長】 

 ・凸凹の点で支えるマットレス トッパー。 

・通気性がよく、体圧分散性に優れる。 

 ・厚み 5cmの高反発素材。 

 ・床に置いてそのままでも使用可能。 

【サイズ】幅 97×長さ 195×高さ 5cm 

【素材】 

 ・側地 ポリエステル 100％ 

 ・本体 ウレタンフォーム 

【重量】5.3kg(梱包材込) 

 

〈本体〉 

 

 

〈本体内部〉 

⑭家具職人がつくる「ラック＆チェア」  

【特長】 

収納や腰掛けにもなるインテリアに馴染みやすいデザイン。 

【サイズ】 

・本体：幅 30×高さ 35×奥行 30㎝ 

 ・収納内：幅 25×高さ 20×奥行 26㎝ 

【素材】化粧板、LVL 

【カラー】ブラウン、ベージュ 

 ※どちらか 1点をお選びいただけます。 

【重量】6kg 

【塗装】LVL部オイル仕上げ 

 
〈ブラウン〉 

 
〈ベージュ〉 
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⑮家具職人がつくる「ツリー型コーナーラック」  

【特長】 

・部屋の角に設定できるツリー型のラック。 

・4つの天板で、スペースを有効活用。 

【サイズ】 

・高さ 125×幅 53×奥行 36㎝ 

・棚間隔：29cm 

【材質】化粧板 

【重量】7㎏ 

 ※組み立て式家具となります。 
     

〈正面〉         〈裏面〉 

⑯家具職人がつくる「収納付きスツール」 

【特長】 

 ・収納ボックス（コロ引出し）付のスツール。 

 ・玄関や脱衣室等での腰掛けとして、またリビングや子供 

部屋等での収納用として使用可能。 

【サイズ】 

・本体：幅 59×奥行 29×高さ 42㎝ 

・収納内：幅 51×奥行 21×高さ 20㎝ 

【材質】 

 ・本体：化粧板 

 ・クッション：詰物：ブレスエアー 

        生地：ポリエステル(撥水仕様) 

【重量】14㎏ 

 

 

 

⑰家具職人がつくる「デザインシェルフ」 

【特長】 

・A4サイズの本などが収納可能。 

・花瓶や装飾品を飾りインテリアの一部として使用可能。 

・SDGsへの取り組みとして廃材を活用して製造。 

【サイズ】 

・本体：高さ 73×幅 63×奥行 27㎝ 

 ・開口部：高さ 31×幅 19×奥行 25㎝ 

【材質】化粧板 

【重量】15kg 
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⑱お好みの硬さで体圧を分散する「UF-71 車いすクッション」 

【特長】 

・表面と裏面でお好みの固さが選択可能。 

・座布団の代わりに普段使いも可能。 

・抗菌、防水生地加工。 

【サイズ】幅 41×奥行 41×厚さ 9㎝ 

【素材】 

・詰物：ポリウレタン 2層構造 

・側地：ナイロン・ポリウレタンラミネート 

 

 

 
〈カバー装着時〉 

 

 
〈本体内部〉 

⑲光る杖ライトケイン折り畳みタイプ  

【特長】  

・暗い夜道で杖を突くと杖の先の LEDライトが点滅。  

  ・携帯しやすい折り畳みタイプ。 

【サイズ】  

・全長：73～83㎝ （5段階調節） 

・シャフト径：15(㎜)  

・先ゴム内径：15(㎜)  

・電源：コイン型リチウム電池 CR2032×2個 

 ・発光条件：３～18LUX 以下の暗所で瞬間荷重 0.25kg に相

当する振動が 0.1 秒間継続 

【素材】 

 ＜シャフト＞ カーボンファイバー 

 ＜グリップ＞ 木材 

＜先ゴム＞ 天然ゴム、樹脂 

【重量】300ｇ 

【カラー】LC-13F：ブラック または LC-14F：ブラウン 

※杖の色はお選びいただけません。 

 

 

   

〈折り畳み画像〉    〈点滅イメージ〉 

 

⑳ビーズチェア「ルーフィット」 

【特長】 

 ・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。 

 ・日本製。 

【サイズ】 

 ・縦 100×横 60×厚み 60cm 

※ビーズは流動性があるため寸法は目安になります。 

【素材】 

 ・表生地：ポリエステル 100％ 

 

 

〈テラコッタ〉 
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※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。 

※各優待品は数量に限りがあります為、予定数超過次第お申込みを中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

※家具職人がつくるシリーズは、すべて「Ｆ☆☆☆☆（Ｆフォースター）」仕様です。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 

2023年 3月 31日の最終の株主名簿に記載または記録された 200株以上かつ１年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 20 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。

（保有期間が１年未満の株主様または登録質権者の方には、2023年 10月頃を目途に 3,000円相当分の当

社グループ製品をご登録住所地にお届け予定です。） 

株主優待のお申込み受付ならびにご利用期限は、2024 年 3 月 31 日までといたします。（年度繰越はい

たしません）。 

以 上 

 ・クッション材：ポリエチレンビーズ 

【重量】3.8㎏ 

【カラー】テラコッタ、ブラック 

 ※どちらか 1点をお選びいただけます。 

 ※補充用ビーズの販売は行っておりません。 

 

〈ブラック〉 

Ｅ）羽毛布団リフォームご利用券 

 【特長】 

・フランスベッドが手がける羽毛布団のリフォーム（打ち直

し）。 

・長くお使いいただいた愛用の羽毛布団を本来の性能に。リ

フォーム証明書、フランスベッド製品の羽毛布団の場合は

保証書（3年間保証）付きで安心。 

 ・国内専用工場（静岡工場）で、個別洗浄を行い、羽毛布団

を打ち直し致します。清潔に、ふっくらふわふわに。 

【概要】 

「羽毛布団リフォーム」（フランスベッドの羽毛布団打ち直

しサービス）にて、10,000円分もしくは 15,000円分のご

利用券としてご利用いただけます。 

 

※サービスの詳細につきましては、専用サイト（6月末 

オープン予定）にてご案内申し上げます。  

 

 

 


