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株主優待制度の変更に関するお知らせ
当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり株主優待制度の変更を行うことについて決議いたしましたの
で、お知らせいたします。
記

１．株主優待制度の変更の理由
当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝の意を表するとともに、当社グループ事業へのご理解を深めていただき、
当社株式への投資魅力を高めることを目的として、株主優待制度を実施しております。
引き続き、より多くの株主の皆様に当社グループ事業の商品・サービスをご利用頂き、当社株式に対する投資魅力
を高めていくために、株主優待制度の拡充を図ることといたしました。

２．株主優待制度 変更の内容
（１）株式会社エムアンドエムサービス 施設優待割引券（3,000 円）について＜ご利用可能施設の追加＞
現行の施設に加えて、当社グループの運営施設であり福岡県大牟田市の指定有形文化財にも指定されております
三井港倶楽部（福岡県大牟田市）においても、ご利用が可能となります。
（お食事のみ）
※詳細は別紙の１をご参照ください。
（２）花菱縫製株式会社 オーダー商品お仕立てギフト券（5,000 円）について
＜対象となる株主様の拡大、10,000 円のギフト券の追加＞
①対象となる株主様の範囲、及び提供させていただきますギフト券を下記のとおり変更いたします。
・対象となるための保有株式数及びギフト券 ：
（現在）1,000 株以上 5,000 円 1 枚 ⇒（変更後）100 株（１単元）以上 1,000 株未満 5,000 円 1 枚
1,000 株以上
・対象となるための保有継続期間：
（現在）３年以上

10,000 円 1 枚

⇒（変更後）撤廃いたします

②対象商品の範囲を下記のとおり変更いたします。
スーツ、ジャケット、ボトムス、コート、ワイシャツ ⇒（変更後）スーツ、ジャケット、コートのみ
※詳細は別紙の２をご参照ください。

３．変更時期
本株主優待制度の変更は平成 30 年３月 31 日の株主名簿の記載から適用いたします。
（平成 30 年６月送付予定）

４．別紙
『三井松島産業株式会社の株主優待制度について』
以

上

（別紙）

三井松島産業株式会社の株主優待制度について
１．株式会社エムアンドエムサービス施設優待割引券（3,000 円）について
（１）対象となる株主様
毎年３月末の株主名簿に記載または記録された、当社株式１単元（100 株）以上保有されている株主様に、
保有株数に応じて「施設優待割引券」
（3,000 円）を贈呈いたします。
所有株式数 100 株（1 単元）以上 1,000 株未満 ··· ２枚
所有株式数 1,000 株以上 3,000 株未満 ·········· ４枚
所有株式数 3,000 株以上 ······················ ６枚
（２）利用可能施設（下記 17 施設)
【京都府】
《亀岡》 里山の休日 京都・烟河

【三重県】
《熊野》 里創人 熊野倶楽部

【山梨県】
《八ヶ岳》 八ヶ岳ホテル風か

【京都府】
《洛北》 アピカルイン京都

【三重県】
《伊勢志摩》 汐岬の湯 サンペルラ志摩

【三重県】
《鳥羽》 伊勢志摩の波音 海楼

【石川県】
《能登》 ちりはま ホテルゆ華

【福井県】
《若狭》 ホテルうみんぴあ

【栃木県】
《那須》 那須の森ヴィレッジ

【栃木県】
《鬼怒川》 絹の渓谷 碧流

【千葉県】
《鴨川》 南房総鴨川 黒潮荘

【群馬県】
《水上》 風木立の川辺 紫明館

【神奈川県】
《箱根強羅》 強羅 風の音

【静岡県】
《御殿場》 TOTO フォレスト東富士

【山梨県】
《山中湖》 パノラマイン山中湖

【大分県】
《別府》 別府豊泉荘

【福岡県】
《大牟田》 三井港倶楽部（※今回の変更：対象施設の追加）
※対象施設は今後変更になる可能性がございます。
※各施設の詳しい情報は株式会社エムアンドエムサービスが運営するお宿ねっとのホームページ
（http://www.oyadonet.com/）を御覧ください。
（３）利用条件
上記の施設（三井港倶楽部を除く※）において、お一人様１泊につき１枚（3,000 円）ご利用いただけます。
お食事のみの場合、本株主優待はご利用いただけません。
※三井港倶楽部については、お一人様１食につき１枚（3,000 円）
、お食事のみにご利用いただけます。釣り銭
のお返しはできませんのでご了承ください
（４）利用可能制限期間
券面に定める特定期間（正月、お盆、ゴールデンウィーク）は対象外となります。
（５）利用方法
ご希望の施設に直接お電話いただき、ご予約時に「株主優待券」のご利用をお申し付けください。なお、各
施設のプランにより株主優待がご利用いただけない場合がございますので、ご予約時にご確認ください。利用
時は各施設に直接お電話しご予約ください。
三井港倶楽部について（平成 29 年６月 当社運営開始）
明治 41 年の誕生以来、
「三井の迎賓館」として、古くは三井財閥や政財界
人の社交場として使用されてきた歴史遺産です。この度、建物や設備の改修
を行うとともに、料理顧問にフレンチの鉄人として有名な坂井宏行氏を迎え、
リニューアルオープンする予定です（平成 30 年 4 月上旬予定）
。福岡県大牟
田市の指定有形文化財の指定を受けた風情ある建物内のレストランで、大切
な方と記念日や晴れの日をお祝いされてはいかがでしょうか。

２．花菱縫製株式会社 オーダー商品お仕立てギフト券（5,000 円・10,000 円）について
（１）対象となる株主様 （※今回の変更：対象となる株主様の拡大、10,000 円のギフト券の追加）
毎年３月末の株主名簿に記載または記録された、当社株式１単元（100 株）以上保有されている株主様に、
保有株数に応じて「オーダー商品お仕立てギフト券」を贈呈いたします。
所有株式数 100 株（1 単元）以上 1,000 株未満 ··· 5,000 円 １枚
所有株式数 1,000 株以上

···· 10,000 円 １枚

（２）利用可能店舗（下記 19 店舗)
札幌店

北大通り店

盛岡店

仙台店

山形店

新潟店

新前橋店

東京店

銀座店

渋谷店

新橋店

池袋店

自由が丘店

千葉店

八王子店

横浜関内店

横浜馬車道店

岩槻加倉店

静岡店

※営業時間：11:00～19:30（岩槻加倉店・新前橋店は 10:30～19:00）
※全店水曜日は定休日、8/8～8/15 は夏期休業となっております。
年末年始休業日については、各店舗にお問い合わせください。
※各店舗（全 19 店舗）の詳しい情報は花菱縫製株式会社のホームページを御覧ください。
http://hanabishi-housei.co.jp/shop/
（３）利用条件（※今回の変更：対象商品の範囲）
スーツ・ジャケット・コートに限らせていただきます。
（４）利用可能制限期間
利用可能制限期間はございません。
（５）利用方法
店舗に直接お越しいただき、お会計時に「株主優待券」のご利用をお申し付けください。代金の一部に充当
させていただきます。
（現金との引き換えは出来ませんので、ご了承ください）
※１着に限り１枚のご利用とさせていただきます。
※Web サイトからのご購入の場合には「株主優待券」はご利用いただけません。
銀座店について（平成 29 年３月オープン）

［アクセス］
・地下鉄有楽町線 銀座一丁目駅６番出口から徒歩 1 分
・地下鉄銀座線、日比谷線、丸ノ内線 銀座駅 A13 番出口から徒歩 5 分
・東京メトロ銀座線 京橋駅 3 番出口から徒歩 2 分
お近くにお越しの際は、是非お気軽にお立ち寄りください。

以

上

