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平成 28年６月 14日 

各 位 

会 社 名 株式会社ハピネス・アンド・ディ 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード３１７４） 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長  田 泰夫 

問合せ先 取締役経営企画室長 追川正義 

電話番号 ０３－３５６２－７５２５ 

 

 

株主優待品の決定等に関するお知らせ 
 

平成 28 年８月末日を基準日とした株主優待のご優待商品（オリジナル商品）を決定いたしまし

たのでお知らせいたします。なお、株主優待制度についてもあわせてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度について 

（１）対象となる株主様 

平成 28 年８月 31 日(水曜日）現在の当社株主名簿に記載または記録された１単元（100

株）以上を所有されている株主様といたします。 

 

（２）優待内容 

 株主優待制度 

所
有
株
式
数
に
応
じ
て
贈
呈 

 
① 100 株 

 ・10％割引券２枚  

     

② 200 株以上 400 株未満 

 ・10％割引券３枚  

 ・ご優待品を A,B より選択  

  A 3,000 円のご優待券  

  B 3,000 円相当のオリジナル商品  

     

③ 400 株以上 

 ・10％割引券４枚  

 ・ご優待品を A,B より選択  

  A 6,000 円のご優待券  

  B 6,000 円相当のオリジナル商品  

     

備
考 

10％割引券・ご優待券は、店舗利用限定か公式通販サイト限定の選択制となります。 

10％割引券・ご優待券は使用可能期限あり。 

10％割引券は使用可能金額上限あり。 

10％割引券はセール品、その他の除外品あり。 
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２．株主ご優待品について（ 平成 28年８月末の株主様への株主ご優待品 ） 

100 株所有の株主様 

 

10％ 割引券 ２枚  

店舗利用限定または公式通販サイト限定のどちらかをお選び下さい。 （ご注意事項） 

１．割引券は店舗でのご利用か当社公式通販サイトでのご利用かを、あ

らかじめご指定ください（ご希望ハガキに明示して申込み）。お申込

み後の交換はできませんのでご了承願います。 

２．ご希望ハガキのご返送がない場合、申込締切日を過ぎてハガキが到

着した場合は、勝手ながら店舗利用限定の 10％割引券を発送させて

いただきますので、ご了承願います。 

３．合計金額 3,000 円（税抜）以上のお買い物１回につき、その金額の

10％を割引いたします。 

４．割引券１枚につき 100,000 円（税抜）までのお買い物にご利用いた

だけます。ただし、１回につき１枚のみご利用いただけます。 

５．セール品、その他の除外品がございます。 

店舗利用限定 10％割引券 

 

※当社実店舗でのみご利用になれます。 

通販サイトではご利用できません。 

公式通販サイト限定 10％割引券 

 

※当社公式通販サイトでのみご利用になれます。 

店舗ではご利用できません。 

 

200 株以上 400 株未満所有の株主様（ＡまたはＢをご選択） 

 

Ａ Ｂ 

3,000 円のご優待券＋10%割引券３枚 3,000 円相当のオリジナル商品＋10％割引券３枚 

店舗利用限定または公式通販サイト限定のどち
らかをお選び下さい。 

どちらかのご希望商品をお選びいただいた後に、 
割引券について店舗利用限定か公式通販サイト限定のどちらかをお選び下さい。 

店舗利用限定 公式通販サイト限定 Happy Candle ネックレス Happy Candle エナメル ハートポーチ 
 

 

＋ 
 

 

 

 
 
※どちらも当社実店舗で 

のみご利用になれます。 

通販サイトではご利用 

できません。 

 

 

 

＋ 
 

 

 

 

 

※どちらも当社公式通販 

サイトでのみご利用に 

なれます。 

店舗ではご利用でき 

ません。 

 
 

 
素   材：牛床革 
サ イ ズ：縦 8.5cm 横 19cm 奥行 1cm 
仕   様：キーチェーン 16.5cm付き（ﾊｰﾄ型ｷｰﾘﾝｸﾞ１個／ﾌｯｸ 1個付） 

下のどちらかをお選び下さい。 下のどちらかをお選び下さい。 

店舗利用限定 10%割引券 公式通販サイト限定 10%割引券 店舗利用限定 10%割引券 公式通販サイト限定 10%割引券 

 
※当社実店舗でのみご利用に 
なれます。通販サイトでは 
ご利用できません。 

 
※当社公式通販サイトでのみ 
ご利用になれます。店舗では 
ご利用できません。 

 
※当社実店舗でのみご利用に 
なれます。通販サイトでは 
ご利用できません。 

 
※当社公式通販サイトでのみ 
ご利用になれます。店舗では 
ご利用できません。 

（注）・ご希望ハガキのご返送がない場合、申込締切日を過ぎてハガキが到着した場合は、勝手ながらネックレス＋店舗利用限定の 10％割引券を発送させていただきますのでご了承願います。 

・10%割引券については、上記 100 株所有の株主様欄に記載のご注意事項をご確認ください。 

 

400 株以上所有の株主様（ＡまたはＢをご選択） 

 

Ａ Ｂ 

6,000 円のご優待券＋10%割引券４枚 6,000 円相当のオリジナル商品＋10％割引券４枚 

店舗利用限定または公式通販サイト限定のどち
らかをお選び下さい。 

どちらかのご希望商品をお選びいただいた後に、 
割引券について店舗利用限定か公式通販サイト限定のどちらかをお選び下さい。 

店舗利用限定 公式通販サイト限定 Happy Candle ネックレス 京の友禅革財布 ハピネス オリジナル仕様 
 

 

＋ 
 
 

 

 
 
※どちらも当社実店舗で 

のみご利用になれます。 

通販サイトではご利用 

できません。 

 

 

 

＋ 
 

 

 

 

 

※どちらも当社公式通販 

サイトでのみご利用に 

なれます。 

店舗ではご利用でき 

ません。 

 
 

 
素   材：牛本革 
サ イ ズ：縦 10cm 横 10.5cm 奥行 2cm 
仕   様：札入れ内部にカードポケット 4、レシートポケット 1 

下のどちらかをお選び下さい。 下のどちらかをお選び下さい。 

店舗利用限定 10%割引券 公式通販サイト限定 10%割引券 店舗利用限定 10%割引券 公式通販サイト限定 10%割引券 

 
※当社実店舗でのみご利用に 
なれます。通販サイトでは 
ご利用できません。 

 
※当社公式通販サイトでのみ 
ご利用になれます。店舗では 
ご利用できません。 

 
※当社実店舗でのみご利用に 
なれます。通販サイトでは 
ご利用できません。 

 
※当社公式通販サイトでのみ 
ご利用になれます。店舗では 
ご利用できません。 

（注）・ご希望ハガキのご返送がない場合、申込締切日を過ぎてハガキが到着した場合は、勝手ながらネックレス＋店舗利用限定の 10％割引券を発送させていただきますのでご了承願います。 

・10%割引券については、上記 100 株所有の株主様欄に記載のご注意事項をご確認ください。 

 
 ※ 上記の各写真はサンプル品につき、細部の仕様等が一部異なる場合がございます。 

   

合金製 （ﾛｼﾞｳﾑｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上げ）、 キュービックジルコニア使用 

ｼﾙﾊﾞｰ 925製 （ﾛｼﾞｳﾑｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上げ）、チェーン 45cm・ｱｼﾞｬｽﾀｰ部 5ｃｍ 

淡水パール、スワロフスキー社製スーパーキュービックジルコニア使用 

ｼﾙﾊﾞｰ 925製 （ﾛｼﾞｳﾑｺｰﾃｨﾝｸﾞ仕上げ）、チェーン 45cm・ｱｼﾞｬｽﾀｰ部 5ｃｍ 
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３．お申込みにあたってのご注意事項 

 

 ご優待品の選択にあたっては、株主名簿上の株主１名様につき１品となります。 

ご所有いただいております株式数の範囲内で、複数のご優待品を組み合わせてご選択いた

だくことはできませんので、あらかじめご了承ください。 

 

４．お申し込み方法及び発送時期 

 

申込方法等につきましては、平成 28 年９月下旬に上記１．（１）の株主名簿上のご住所宛

に「株主優待のご案内」をお送りする予定でございます。ご希望商品等をご記入いただくハ

ガキを同封しておりますのでご確認ください。 

 

割引券・ご優待品の発送時期につきましては以下の日程を予定しております。 

 

・100株所有の株主様      ・・・・・・・・・・・ 平成 28年 11月中旬 

 

・200株以上 400株未満所有の株主様 

Ａのご優待券＋割引券をご希望の株主様・・・・・・・ 平成 28年 11月中旬 

Ｂのオリジナル商品＋割引券をご希望の株主様 ・・・ 平成 28年 12月中旬 

 

・400株以上所有の株主様 

Ａのご優待券＋割引券をご希望の株主様・・・・・・・ 平成 28年 11月中旬 

Ｂのオリジナル商品＋割引券をご希望の株主様 ・・・ 平成 28年 12月中旬 

 

 

 オリジナル商品につきましては、返信ハガキにてご希望商品を確認させていただいた上で

生産いたしますので、お届けまでにお時間を頂戴いたしますことをご了承いただきたくお願

い申し上げます。 
 

 

以 上 

 

 


