2012 年 12 月 7 日

NEWS RELEASE
2012 年 12 月期

株主優待内容決定のお知らせ

当社は、2012 年 12 月期の株主優待カタログに掲載する株主優待商品ラインナップを決定しま
したのでお知らせします。今回の株主優待の商品は、株主さまからいただいた貴重なご意見をも
とに、男性向け商品や、2012 年 2 月にグループ入りしたジュリークの商品をラインナップに追加
しました。

■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３～４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。
■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。

【ポーラ】 60 ポイント

【ジュリーク】 60 ポイント

昨年度人気株主優待商品

ジュリーク社 人気商品

B.A RED

シャワージェル＋

トライアルシナジーセット

ハンドクリームのキット

【オルビス】 80 ポイント

【ポーラ】 80 ポイント
昨年度人気株主優待商品
B.A トライアルシナジーセット

2012 年 9 月発売商品
アクアフォースエキストラライン
セット

【ポーラ】 100 ポイント

【ジュリーク】 100 ポイント

【ポーラ】 120 ポイント

【ポーラ】 200 ポイント

昨年度人気株主優待商品

ジュリーク社 人気商品

2013 年 2 月発売商品

2012 年 11 月発売商品

Ｂ.Ａ スターターセット

ジャスミン ボディキット

ホワイトショット クリアセラム SX

Ｂ.Ａ ＭＥＮ（男性用） 2 点

お問合せ先： （株）ポーラ・オルビスホールディングス 広報・IR室

Tel 03-3563-5540

【株主優待商品 詳細】

■60 ポイント 6,000 円相当
【ポーラ】 ※2011 年度人気株主優待商品
B.A RED トライアルシナジーセット
・Ｂ.Ａ ＲＥＤ クレンジングクリーム

20ｇ

・Ｂ.Ａ ＲＥＤ ウォッシュ

20ｇ

・Ｂ.Ａ ＲＥＤ ローション

20mL

・Ｂ.Ａ ＲＥＤ ミルク

15mL

【ポーラ】 ※2013 年 2 月 21 日発売商品
ホワイトショット クリアセラム SX

ジュニアサイズ

・ホワイトショット クリアセラム SX（医薬部外品） 10ｇ

【ポーラ】 ※2011 年度人気株主優待商品
オー ド フルールフレグランスボディシャンプー4 点セット
・フレグランスボディシャンプー （カサブランカ）

500mL

・フレグランスボディシャンプー （ピュアカトレア）

500mL

・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 （スイートプルメリア） 500mL

【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

120mL

・スキンプロテクター（SPF20・PA＋＋）60ｇ

【オルビス】 ※2011 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

【オルビス】
メンズケアセット
・メンズヘアシャンプー

420mL

・メンズヘアリンス

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】
シャワージェル＋ハンドクリームのキット
(シトラス or ラベンダー)
・シャワージェル

300mL

・ハンドクリーム

40mL

【ポーラ美術館】
箱根・ポーラ美術館 入場チケット 4 回分
（有効期限 2014 年 4 月末日）

<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】 ※2011 年度人気株主優待商品
B.A トライアルシナジーセット
・Ｂ．Ａ ザ クレンジングクリーム（医薬部外品） 20ｇ
・Ｂ．Ａ ザ ウォッシュ

（医薬部外品）

20ｇ

・Ｂ．Ａ ザ ローション

（医薬部外品）

20mL

・Ｂ．Ａ ザ ミルク

（医薬部外品）

15mL

【ポーラ】
B.A RED ローション

・Ｂ．Ａ RED ローション

80mL

【オルビス】 ※2012 年 9 月発売商品
アクアフォースエキストララインセット
・アクアフォースマイルドウォッシュ

120ｇ

・アクアフォースエキストラローション

180ｍＬ

・アクアフォースエキストラジェル

30ｇ

・アクアフォースエキストラミニセット
（ウォッシュ 20g・エキストラローション 40mL・エキストラジェル 13g）

【オルビス】
ホワイトニングシリーズ（しっとり or さっぱり） 3 点
＋ エッセンス
・ウォッシュホワイト（医薬部外品）

120ｇ

・ホワイトニングローション（医薬部外品）

180ｍＬ

・ホワイトニングモイスチャー（医薬部外品）
・ホワイトニングエッセンス（医薬部外品）

50ｇ
25mＬ

■100 ポイント 10,000 円相当
【ポーラ】 ※2011 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

【オルビス】
エクセレントエンリッチ（しっとり or よりしっとり）3 点
＋ 錠菓サプリ
・エクセレントエンリッチ ウォッシュ

120ｇ

・エクセレントエンリッチ ローション

180ｍＬ

・エクセレントエンリッチ モイスチャー
・ストロベリーＦｅ

50ｇ
約 60 粒

【ジュリーク】
ジャスミン ボディキット
・シャワージェル ジャスミン

300mL

・ボディクリーム ジャスミン

150mL

・ハンドクリーム ジャスミン

40mL

■120 ポイント 12,000 円相当
【ポーラ】 ※2013 年 2 月 21 日発売商品
ホワイトショット クリアセラム SX

レギュラーサイズ

・ホワイトショット クリアセラム SX（医薬部外品） 20ｇ

【ジュリーク】
スタープロダクトキット

・クレンジングローション リプレニッシング

200mL

・ローズミスト バランシンｸﾞ

100mL

・ハンドクリーム ローズ

40mL

■200 ポイント 20,000 円相当
【ポーラ】
Ｂ.Ａ ザ クレンジング ＆ Ｂ.Ａ ザ ウォッシュ

・Ｂ.Ａ ザ クレンジング（医薬部外品） 120ｇ
・Ｂ.Ａ ザ ウォッシュ （医薬部外品） 100ｇ

【ポーラ】 ※2012 年 11 月 9 日発売商品
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

100ｇ
90mL

2 点セット

【参考情報①／株主さまアンケートの結果】
～調査概要～
集計対象期間
：平成 24 年 3 月 31 日～7 月 6 日
アンケート回答者数：7,354 名 (ハガキ回答 6,110 名

WEB 回答

1,244 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。

3,699

満足
3,301

普通
336

あまりよくない

全体的に満足度が高く、高評価でした。

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。

5,852

商品を選ぶことができる
2,358

長期保有の優遇がある
ポイントが貯められる

1,873

選択制に評価が集まりました

805

商品の品揃え

1,055

お届け先を指定できる
その他

（複数回答可）

37

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さい。

（複数回答可）
商品の品揃えについてのご要望をいた
だきました

サービス期間が短い

937
505

サービスがわかりにくい

3,254

商品の品揃え
カタログの説明
コールセンターの対応
その他

410
15
590

※これらの結果を踏まえ、今回の株主優待の商品は、株主さまからいただいた貴重なご意見をもとに、男性
向け商品や、2012 年 2 月にグループ入りしたジュリークの商品をラインナップに追加しました。

【参考情報②】

『知って得する 株主優待 2013 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 12/12 発売）

1 位獲得 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。

以上

