2014 年 12 月 8 日

NEWS RELEASE

2014 年 12 月期 株主優待内容決定のお知らせ
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス（本社：東京都中央区、社長：鈴木郷史）は、2014 年 12 月期の
株主優待カタログに掲載の商品ラインアップを決定しましたのでお知らせします。
当社の株主優待は、保有株式数・保有年数に応じて進呈するポイントと、株主優待カタログに掲載された
お好きな商品を交換する仕組みとなっており、たいへんご好評をいただいております。

■優待制度の概要
１）対象株主さま
毎年 12 月 31 日現在の当社の株主名簿にて１単元（100 株）以上保有の株主さま
２）優待内容
・ 保有株式数、保有年数に応じポイント（1 ポイント= 100 円相当）を進呈いたします。
・ 保有ポイントに応じて、カタログの中からお好きな商品をお選びいただけます。
・ ポイントの繰越有効期限は３年です。保有ポイントや有効期限、失効期日等は
優待商品カタログ送付の際（毎年３月頃）にお知らせいたします。
保有株式数／保有年数

３年未満

３年以上

１００～２９９株

６０ポイント

８０ポイント

３００～４９９株

８０ポイント

１００ポイント

５００株以上

１００ポイント

１２０ポイント

３）保有期間
毎年 12 月末の権利確定日ごとに保有期間１年とみなし、カウントいたします。
保有期間は株主番号で管理しますので、同一株主番号で継続保有の必要があります。
※全株式を売却した場合、権利を保有するサービス期間終了後にすべてのポイントは無効となります。

■主な株主優待商品 ※掲載の写真は、スペースの都合によりそれぞれ縮尺が異なります。
昨年度人気

NEW

【オルビス】 60 ポイント

【ポーラ】 60 ポイント

【ポーラ】 80 ポイント

【オルビス】80ポイント

クレンジングリキッド ＋

オー ド フルール フレグランス

RED B.A モイスチャー

オルビスユーセット

アクアフォース 3 点

NEW

ボディシャンプーセット

昨年度人気

NEW

【ポーラ】 100 ポイント
Ｂ.Ａ ザ ローション
スターターセット

2014 年 11 月発売

2015 年 2 月発売

2014 年 10 月発売

昨年度人気

スターターセット
NEW

ベストコスメ多数受賞商品

【THREE】 100 ポイント

【ジュリーク】 260 ポイント

【ポーラ】 320 ポイント

THREE バランシング ホワイト

ジュリーク ニュートリディファイン

Ｂ.Ａ ザ クリーム

クリアエッセンス

フェイシャルセラム ＋ ミニキット

本件に関するお問合せ：（株）ポーラ・オルビスホールディングス コーポレートコミュニケーション室
Tel 03-3563-5540

【株主優待商品 詳細】
※NEW が、2014 年度 12 月期で 新たに株主優待のラインアップに加わる商品（セット）です。

■60 ポイント 6,000 円相当
【ポーラ】 NEW ※2014 年 11 月発売
オー ド フルール フレグランスボディシャンプーセット
※2 種のギフトボックスのお届けとなります

【各セット内容】
A オー ド フルール フレグランスボディシャンプーセット
フレグランスボディシャンプー ローズ

500ｍL

フレグランスボディシャンプー カサブランカ

500ｍL

B オー ド フルール ソープセットＬ
フレグランスボディシャンプー

ローズ

ソープ ローズ

80g

ソープ

80g

カサブランカ

500ｍL

【ポーラ】 NEW ※2015 年 2 月発売
ホワイトショット SX

（美白美容液）

ジュニアサイズ
・ホワイトショット SX ジュニアサイズ（医薬部外品） 10ｇ

【ポーラ】
マージェンス（男性用スキンケア） 2 点セット
・マルチ コンディショニング ジェル
・スキンプロテクター（SPF20・PA＋＋）

120mL
60ｇ

【オルビス】 ※2013 年度人気株主優待商品
クレンジングリキッド ＋
アクアフォース 3 点（しっとり or さっぱり）
・クレンジングリキッド

150mL

・アクアフォースマイルドウォッシュ

120ｇ

・アクアフォースローション

180mL

・アクアフォースモイスチャー

50ｇ

A

B

【オルビス】NEW
サマーケアセット
R オンフェイスビューティ（SPF34 PA+++）
・サンスクリーン○

35g

R スーパー（SPF50
・サンスクリーン○

40mL

PA++++）

・デオドラントジェル(医薬部外品)

35g

・オーバーナイトホワイトニングジェル EX(医薬部外品)

30g

【オルビス】 ※2013 年度人気株主優待商品
メンズケアセット
・メンズヘアシャンプー（医薬部外品）

420mL

・メンズヘアリンス（医薬部外品）

420mL

・メンズフェイスウォッシュ

120ｇ

・メンズスキンローション

120mL

【ジュリーク】NEW
ベストオブジュリーク イントロキット
＋ ピュアホワイティ スキンフェイシャルマスク
【キット内容】
・クレンジング ローション リプレニッシング（メイク落とし）

30mL

・フォーミングクレンザー リプレニッシング（洗顔料） 30mL
・ローズミスト バランシング（化粧水）

15mL

・ハーバル アドバンスセラム（美容液）

15mL

・デイケアクリーム バランシング（保湿クリーム）

15mL

・ピュアホワイティ スキンフェイシャルマスク

1枚

＋

【THREE】NEW
THREE ヘアケア＆スタイリング キット
・THREE ヘアケア＆スタイリング ローション

118mL

・THREE ヘアケア＆スタイリング クリーム

40g

【ポーラ美術館】※有効期限が 1 ヶ月延長されました。
箱根・ポーラ美術館 入場チケット 4 回分
（有効期限 2016 年 8 月末日）
※チケットは 4 枚つづりの冊子となります。

<参考画像）ピエール・オーギュスト・ルノワール
＜レースの帽子の少女＞1891 年/油彩、カンヴァス/55.1×46.0 ㎝

■80 ポイント 8,000 円相当
【ポーラ】NEW ※2014 年 10 月発売
RED B.A モイスチャースターターセット

・RED B.A ローション

40mL

・RED B.A ミルク

40mL

【ポーラ】NEW
マージェンス デオドラント 3 点セット

･クイックシャワージェル

500mL

・コンディショニング ウォッシュ

180mL

･薬用デオドラント ボディミスト

100mL

【ポーラ】
フォルム ヘアケア（ふんわり ｏｒ まとまり）セット
・フォルム シャンプー

250mL

・フォルム コンディショナー（ふんわり or まとまり）

240ｇ

・フォルム リペア＆チャージ ヘアマスク

200ｇ

・フォルム プロテクションミスト

115mL

【オルビス】 ※2013 年度人気株主優待商品
オルビスユーセット
（ウォッシュ・ローション・夜用ジェル）
・ブライトニングジュレウォッシュ

120ｇ

・モイストアップローション

180mL

・ナイトメモリーモイスチャー

30ｇ

【オルビス】NEW
オルビス健康サプリセット
・グルコサミン＆コンドロイチン

180 粒（30 日分）

・ローヤルゼリー

60 粒（30～60 日分）

・ハイセレクト DHA

60 粒(12 日分)

【ジュリーク】
ジュリーク ローズキット
・ローズ フレグランスオイル ロールオン

11mL

・ハンドクリーム ローズ

40mL

・ラブバーム ローズ

15mL

【THREE】NEW
THREE クレンジング キット
・THREE バランシング クレンジング オイル

200mL

・THREE バランシング フォーム

120ｇ

■100 ポイント 10,000 円相当
【ポーラ】 ※2013 年度人気株主優待商品
B.A ザ ローション スターターセット
・Ｂ．Ａ ザ ローション スターターサイズ（医薬部外品） 60mL
・Ｂ．Ａ ザ クレンジングクリーム（医薬部外品）

9ｇ

・Ｂ．Ａ ザ ウォッシュ（医薬部外品）

9ｇ

・Ｂ．Ａ ザ ミルク（医薬部外品）

8mL

【ポーラ】
サインズショット
・サインズショット（医薬部外品）

20g2 0 1 4 年 1 月 1 0

【オルビス】NEW
エクセレントホワイト 3 点＋ UV カット下地
・エクセレント・ウォッシュホワイト（医薬部外品）

120ｇ

・エクセレント･ホワイトローション(医薬部外品)

180mL

・エクセレント･ホワイトモイスチャー(医薬部外品)

50ｇ

R オンフェイスビューティ （SPF34 PA+++）
・サンスクリーン○

35g

【ジュリーク】
ジュリーク ボディキット（ジャスミン or ローズ NEW）
・シャワージェル

300mL

・ボディクリーム

150mL

・ハンドクリーム

40mL

【THREE】 NEW

※2015 年 2 月発売

THREE バランシング ホワイト クリアエッセンス
・THREE バランシング ホワイト クリアエッセンス
（医薬部外品）30mL

■120 ポイント 12,000 円相当
【ポーラ】 NEW ※2015 年 2 月発売
ホワイトショット SX （美白美容液）
レギュラーサイズ
・ホワイトショット SX（医薬部外品）

20ｇ

【ポーラ】NEW
B.A ザ プロテクターS
・B.A ザ プロテクターS

45g

（SPF 50 PA++++、紫外線、近赤外線カット成分配合）

【ポーラ】NEW
B.A ザ フィニッシングパウダー

・B.A ザ フィニッシングパウダー
(パフ付き)

20g

■200 ポイント 20,000 円相当
【ポーラ】
Ｂ.Ａ ザ ローション

・Ｂ．Ａ ザ ローション（医薬部外品）

120mL

【ポーラ】
Ｂ.Ａ ザ ローションＳ （夏用エイジングケア）

・Ｂ．Ａ ザ ローション S （医薬部外品）

120mL

【ポーラ】
Ｂ.Ａ ザ クレンジングクリーム
＆ Ｂ.Ａ ザ ウォッシュ

・Ｂ.Ａ ザ クレンジングクリーム（医薬部外品） 120ｇ
・Ｂ.Ａ ザ ウォッシュ（医薬部外品）

100ｇ

【ポーラ】
Ｂ.Ａ ＭＥＮ（男性用スキンケア）
・Ｂ.Ａ ＭＥＮ ザ ソープ
・Ｂ.Ａ ＭＥＮ ザ セラム

2 点セット

100ｇ
90mL

■260 ポイント 26,000 円相当
【ポーラ】NEW

※2015 年 2 月発売

ホワイトショット CX （美白美容液）
ラージサイズ

・ホワイトショット ＣＸ （医薬部外品）

50mL

・ホワイトショット CX ポンプ（交換用）
※ラージサイズのリフィルとポンプのお届けとなります。

【ジュリーク】NEW
ジュリーク ニュートリディファイン フェイシャルセラム
＋ミニキット
・ジュリーク ニュートリディファイン フェイシャルセラム

30mL

・ジュリーク ニュートリディファイン デイクリーム

15mL

・ジュリーク ニュートリディファイン ｵｰﾊﾞｰﾅｲﾄｸﾘｰﾑ

15mL

■320 ポイント 32,000 円相当
【ポーラ】
Ｂ.Ａ ザ クリーム

・Ｂ．Ａ ザ クリーム （医薬部外品）

30ｇ

【参考情報①】

『知って得する 株主優待 2015 年版』
「女性にうれしい“美と健康”」部門

（野村インベスター・リレーションズ発行 14/11 発売）

3 年連続 1 位を獲得 いたしました！！

当社の株主優待は、多くの女性投資家から支持されている優待制度です。

【参考情報②／株主さまアンケートの結果】
～調査概要～
集計対象期間
：平成 25 年 3 月 1 日～5 月 31 日
アンケート回答者数：8,287 名 (ハガキ回答 6,897 名

WEB 回答

1,390 名)

Ｑ１．今回の優待品・優待制度の満足度をお聞かせください。

Ｑ２．当社の株主優待制度について、良いと思われる点をお聞かせください。 （複数回答可）

Ｑ３．当社の株主優待制度について、悪いと思われる点をお聞かせくだい。

（複数回答可）

株主さまからいただいたご意見、ご要望を踏まえ、2014 年 12 月期の株主優待の商品は、
商品カテゴリーを増やし多くの株主さまに喜んでいただけるようにラインアップいたしました。
また、新商品、リニューアル商品を積極的に取り入れるなどの工夫をしております。

以上

