
 

2023年３月13日 

各  位 

会 社 名 京 成 電 鉄 株 式 会 社 

代 表 者 名 取締役社長 小 林 敏 也 

（コード番号 9009 東証プライム市場） 

                    問 合 せ 先 

総務部総務・法務課長 倉 形 大 祐 

                                          （TEL.047‐712‐7061） 

 

株主優待制度の拡充に関するお知らせ 

(高速バス乗車チケットへの交換可能制度の導入) 

 

 当社は、株主様へのご優待として、「株主優待乗車証」およびグループ会社施設でご利用いただける「株主ご優待券」を発

行しております。 

 当社では、当社株式保有の魅力をより高めるとともに、当社の電車を利用する機会の少ない方にも当社株式を保有してい

ただけるよう、以下のとおり株主優待品の発行基準を一部変更し、既存の株主優待乗車証と京成グループの高速バスにご乗

車いただけるチケット(以下、「高速バス乗車チケット」という。)を交換可能とし、株主優待を拡充することを本日決定いた

しました。 

記 

１．拡充内容 

   当社の電車を利用できる既存の株主優待乗車証と交換式で、高速バスを片道１名が利用できる「高速バス乗車チケッ 

ト」を発行します。利用可能な高速バス路線は次の路線です。       （（ ）内は運行会社） 

① 「『東京ディズニーリゾート®』・東京・横浜～大阪・神戸」線 (京成バス㈱) 

② 「京都～上野・『東京ディズニーリゾート®』」線       (千葉中央バス㈱) 

③ 「土浦・つくば～成田空港」線               (関東鉄道㈱、成田空港交通㈱、千葉交通㈱) 

④ 「成東・東金～東京駅（バスターミナル東京八重洲）」線      (ちばフラワーバス㈱) 

⑤ 「鹿島～『東京ディズニーリゾート®』・東京テレポート駅」線 (関東鉄道㈱) 

⑥ 「水戸・赤塚・石岡・つくば～『東京ディズニーリゾート®』」線(関東鉄道㈱) 

⑦ 「鉾田・麻生・佐原～東京駅」線                          (関鉄グリーンバス㈱) 

    

２．発行基準  

  次の条件で株主優待乗車証と引き換えに、高速バス乗車チケットを発行します。 

                                              ※下線部が変更箇所                              

 

ご所有株式数 

優待内容((ａ)の発行枚数の範囲内において、(ｂ)と交換可) 

(a)株主優待乗車証 (b)高速バス乗車チケット 

①・② ③ ④～⑦ 

100株以上 500株未満  回数券式(1枚1乗車有効) 2枚 

※3月末基準日のみ 

 

継続保有 

 

 

 

 

回数券式 

6枚に 

つき1枚 

 

 

 

 

回数券式 

3枚に 

つき1枚 

 

 

 

 

回数券式 

2枚に 

つき1枚 

500株以上 1,500株未満 回数券式 4枚 

1,500株以上 2,500株未満  回数券式 7枚 

2,500株以上 3,500株未満 回数券式 10枚 回数券式 

3枚 3,500株以上 5,000株未満 回数券式 20枚 

5,000株以上 10,000株未満 回数券式 30枚 回数券式 

6枚 10,000株以上 17,500株未満 回数券式 60枚 

17,500株以上 25,000株未満 (1) 定期券式(電車) 1枚 

(2) 回数券式 60枚 

 

回数券式 

14枚 25,000株以上 (1) 定期券式(電車・バス) 1枚 

(2) 回数券式 60枚 

  ※表上の①～⑦は、「１．拡充内容」内の高速バス路線①～⑦に対応しております。 



３．実施時期   

  2023年３月31日の基準日に株主名簿に記録された株主様への優待から実施いたします。 

  （2023年５月送付予定） 

 

４．そ の 他 

  上記に併せ、５００株以上保有の株主様に発行しております「株主ご優待券」につきまして、ご使用いただける店舗 

を拡充いたします。 

 

 

以 上 

＜株主優待についてのお問合せ＞ 

 京成電鉄株式会社 総務部総務・法務課  ＴＥＬ ０４７－７１２－７０００ 

  ※詳細につきましては、５月に発送(予定)する株主優待に同封いたします。 



 

別 紙  

 

（参 考）拡充後の株主優待制度について 

 

１．基準日 

  ９月30日および３月31日 

 

２．株主優待の内容 

（１）株主優待乗車証                                                      

                                                 ※下線部が変更箇所 

 

ご所有株式数 

優待内容((ａ)の発行枚数の範囲内において、(ｂ)と交換可) 

(a)株主優待乗車証 (b)高速バス乗車チケット 

①・② ③ ④～⑦ 

100株以上 500株未満  回数券式(1枚1乗車有効) 2枚 

※3月末基準日のみ 

 

継続保有 

 

 

 

 

回数券式 

6枚に 

つき1枚 

 

 

 

 

回数券式 

3枚に 

つき1枚 

 

 

 

 

回数券式 

2枚に 

つき1枚 

500株以上 1,500株未満 回数券式 4枚 

1,500株以上 2,500株未満  回数券式 7枚 

2,500株以上 3,500株未満 回数券式 10枚 回数券式 

3枚 3,500株以上 5,000株未満 回数券式 20枚 

5,000株以上 10,000株未満 回数券式 30枚 回数券式 

6枚 10,000株以上 17,500株未満 回数券式 60枚 

17,500株以上 25,000株未満 (1)定期券式(電車) 1枚 

(2)回数券式 60枚 

 

回数券式 

14枚 25,000株以上 (1)定期券式(電車・バス) 1枚 

(2)回数券式 60枚 

  

「注」１．継続保有追加発行は、過去３年間（2023年５月送付分の場合、2020年３月31日以降）すべての基準日（９月30日・３

月31日）において、2,500株以上を継続して保有し、かつ株主番号又は氏名・住所が継続して同一である株主様に対し、

その期間の基準日に保有していた最少株式数に応じて発行いたします。（相続により名義人の方が変更となった場合は

対象となりません。） 

   ２．17,500株以上保有の株主様は、上記(1)又は(2)から選択が可能です。 

３． 定期券式(電車)、定期券式(電車・バス)は、回数券式60枚に換算して交換いたします。 

４． 表上の①は「『東京ディズニーリゾート®』・東京・横浜～大阪・神戸」線、②は「京都～上野・『東京ディズニーリゾ 

ート®』」線、③は「土浦・つくば～成田空港」線、④は「成東・東金～東京駅（バスターミナル東京八重洲）」線、⑤ 

は「鹿島～『東京ディズニーリゾート®』・東京テレポート駅」線、⑥は「水戸・赤塚・石岡・つくば～『東京ディズニ 

ーリゾート®』」線、⑦は「鉾田・麻生・佐原～東京駅」線の交換比率です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）株主ご優待券（５００株以上保有の株主様に発行） 

                                    ※下線部が変更箇所 

優待施設等 優待内容 
優待券枚数 
（６か月につ

き） 

水戸京成ホテル 

京成ホテルミラマーレ 

宿泊料金の50％割引 両施設共通 

８枚 レストラン飲食料金の10％割引 

京成リッチモンドホテル 

東京門前仲町・東京錦糸町・東

京押上 

宿泊料金500円割引 ４枚 

筑波山京成ホテル 

レギュラープラン宿泊料金の20％割引 

８枚 日帰り入浴料金の10％割引 

ランチ飲食料金の20％割引 

筑波山ロープウェイ・ 

ケーブルカー 

乗車料金の20％割引 
４枚 

お土産品の10％割引 

鋸山ロープウェー 乗車料金割引 ４枚 

京成トラベルサービス パック旅行３％割引 ４枚 

京成バスシステム 旅行代金の500円割引 ４枚 

千葉交通 「ドリームツアー」旅行代金の５％割引 ４枚 

千葉中央バス 「ふれあいツアー」旅行代金の500円割引 ４枚 

和風ファミリーレストラン 

「京成友膳」 
飲食料金の20％割引 ５枚 

洋食ダイニングレストラン 

「べリエール」 
飲食料金の10％割引  ５枚 

「ＰＲＯＮＴＯ」 

（京成金町駅店・京成幕張本郷

駅店） 

リトルマーメイド 

(千葉中央駅店・堀切菖蒲園駅

店・梅島駅前店) 

１会計1,000円（税込）以上のご飲食料金より100円割引 １０枚 

映画館「京成ローザ⑩」 
一般ご鑑賞料金より 800 円割引＋ソフトドリンクＳサイ

ズ引換券 
５枚 

佐倉カントリー倶楽部 平日ゲスト通常料金より1,000円（税込）割引 ３枚 

京成ストア「リブレ京成」 お買物代金2,000円（税込）ごとに100円割引 ２０枚 

京成百貨店 
店頭でのお買い物代金10％割引 ２枚 

専用のＷｅｂサイトでの商品優待販売 － 

ユアエルム八千代台店 駐車場利用料金２時間無料サービス ４枚 

京成バラ園 
「ローズガーデン」入園料（当日券）の50％割引 ６枚 

「ガーデンセンター」お買物代金10％割引 ４枚 

京成フラワー １件2,000円（税込）以上のお買物の場合10％割引 ５枚 

京成不動産 
不動産売買仲介手数料の10％割引 １枚 

リフォーム工事代金の５％割引 １枚 

京成ドライビングスクール 教習プランアップグレード料金割引 ２枚 

京成ドライビングスクール成田 入学金（普通車）21,600円割引 ２枚 

京島ビークルショップ 
車検整備コース料金5,000円割引 

自動車板金・塗装代金の10％割引 
２枚 

ＪＡＬエービーシー 
空港宅配通常料金より1個につき300円割引 ５枚 

レンタルWi-Fiサービス通常料金の20％割引 ４枚 

スーパー銭湯「笑がおの湯」 入館料金最大400円割引 １０枚 

 

以 上 


