
ｺｰﾄﾞ 銘柄 市場 最低投資金額 優待内容 優待内容詳細

1766 東建コーポ 東証 3,080,000 食料・飲料品
権利割当日：４月末日 (1)新米または(2)ミネラルウォーターまたは(3)イモ焼酎 必要株数：1000 1000:(1)５ｋｇまたは(2)５００ml入４８本または(3)５合４本 2000:(1)１０ｋｇまたは
(2)５００ml入９６本または(3)５合８本

1766 東建コーポ 東証 30,800
日用品・電化製品・暮らし/スポー
ツ/買物券（対象分野限定）

権利割当日：４月末日 (1)「東建多度カントリークラブ・名古屋」「東建塩河カントリー倶楽部」優待または(2)「ハートマークＳｈｏｐ」優待割引券 必要株数：10 10:(1)プレー優待
券各１枚または(2)３，０００円相当 100:(1)プレー優待券各２枚または(2)４，０００円相当 1000:(1)株主優待平日一年カードまたは(2)５，０００円相当 2000:(1)株主優待全日一
年カードまたは(2)６，０００円相当 ※プレー優待券はビジターフィーより５，０００円割引（平日のみ利用可）、一年カードは上記ゴルフ場よりいずれかを選択（希望者に限る）、
１年間有効◆※一年カード制度の利用には、要事前審査

1766 東建コーポ 東証 3,080,000 宿泊・ホテル飲食
権利割当日：４月末日 「ホテル多度温泉」または「ホテル多度温泉 火水風別館」の日曜・平日ペア無料宿泊券１枚 必要株数：1000 ※希望者に限る。株主本人と三親等まで
の親族が利用可

1766 東建コーポ 東証 308,000 住宅・引越・賃貸関連
随時 自社とアパート・賃貸マンションの工事請負契約を締結した際に住設機器のグレードアップオプション付与 必要株数：100 100:本体工事請負金額の０．５％相当のグ
レードアップ商品 1000:本体工事請負金額の１．０％相当のグレードアップ商品 2000:本体工事請負金額の１．５％相当のグレードアップ商品

1766 東建コーポ 東証 308,000 住宅・引越・賃貸関連
随時 自社を介してアパート・賃貸マンションの賃貸借契約を締結した際に仲介手数料割引（株主本人の場合は自社管理物件１００％割引・一般物件５０％割引、三親等まで
の親族の場合は自社管理物件７０％割引・一般物件３０％割引） 必要株数：100

2159 Ｍ－ＦＳ 東証 24,850 他サービス 権利割当日：4月末日 グループ会社取扱商品・サービスの優待価格販売 必要株数：1 ※３種類より選択

2198 アイ・ケイ・ケイ 東証 76,100 食料・飲料品 権利割当日：4月末日 焼き菓子 必要株数：100 100:１，５００円相当 1000:３，０００円相当 10000:５，０００円相当

2198 アイ・ケイ・ケイ 東証 76,100 飲食券・飲食割引券 権利割当日：4月末日 食事優待券 必要株数：100 100:１枚 1000:１枚 10000:１枚 ※「ラ・ロシェル」等で利用可

2198 アイ・ケイ・ケイ 東証 7,610,000 食料・飲料品 権利割当日：4月末日 おこめ券 必要株数：10000 10000:１０ｋｇ分

2375 Ｍ－スリープロ 東証 79,000 他サービス/日用品・電化製品 権利割当日：10・4月末日 ５，０００円相当の「Ｐチケット」（１，０００円×５枚） 必要株数：1 ※デジタル家電や中古ＰＣの購入、訪問・電話サポート等に複数枚同時利用可

2375 Ｍ－スリープロ 東証 79,000 他サービス 権利割当日：10・4月末日 １８，０００円相当の電話サポートサービス利用権 必要株数：1

2438 Ｍ－アスカネット 東証 82,800 自社製品・商品・サービス
権利割当日：4月末日 自社サービス割引利用券（(1)１，０００円割引(2)２，０００円割引） 必要株数：1 1:(1)２枚 5:(2)３枚 ※「ＭｙＢｏｏｋ」サービスで利用可◆※注文１回につき
１枚利用可

2593 伊藤園 東証 146,000 食料・飲料品
権利割当日：4月末日 自社製品（緑茶・ジュース等） 必要株数：100 100:１，５００円相当 1000:３，０００円相当 ※上記は普通株主および優先株主が対象の優待内容。普通
株式と優先株式の保有数は合算せず、各々実施

2593 伊藤園 東証 146,000 食料・飲料品
権利割当日：4月末日 自社通信販売製品割引 必要株数：100 100:３０％割引 1000:５０％割引 ※上記は普通株主および優先株主が対象の優待内容。普通株式と優先株式
の保有数は合算せず、各々実施

2695 くら 東証 131,900
食料・飲料品/飲食券・飲食割引
券

権利割当日：4月末日 優待食事券（５００円） 必要株数：100 100:３枚 200:６枚 1000:１０枚 2000:２０枚 ※２００株以上の株主は優待食事券に代えて自社プライベートブランド
商品詰合せ（のり・しょうゆ・ぽんず等）を選択可

2910 ロックフィルド 東証 160,200 おもしろ優待 権利割当日：4・10月末日 自社ファクトリー見学に招待 必要株数：100 ※応募者が定数を上回った場合は抽選

2910 ロックフィルド 東証 160,200
買物券（対象分野限定）/食料・飲
料品

権利割当日：４月末日 おそうざい券 必要株数：100 100:１，０００円相当 300:３，０００円相当 500:５，０００円相当 1000:１０，０００円相当 2000:１５，０００円相当 3000:２０，００
０円相当 4000:２５，０００円相当 5000:３０，０００円相当

3329 東和フード JQ 177,500 飲食券・飲食割引券 権利割当日：４月末日 優待食事券（５００円） 必要株数：100 100:４枚 200:７枚 600:１４枚 1000:２１枚 ※希望者には食事券に代えて自社製品詰合せ

3361 トーエル JQ 443,000 食料・飲料品 権利割当日：4・10月末日 ３，０００円相当の自社取扱商品（ピュアウォーター） 必要株数：1000

3843 Ｍ－ＦＢ 東証 218,100 自社製品・商品・サービス
権利割当日：4月末日 自社グループ運営インターネットサービスの利用優待 必要株数：1 ※「Ｕｂｉｃプラン」のサービスを最大１年間無料および「ＤＴＩ ハイブリッドモバイルプ
ラン」のサービスを最大１年間優待価格で利用可

3843 Ｍ－ＦＢ 東証 218,100 自社製品・商品・サービス 権利割当日：4月末日 自社グループ取扱商品の優待価格販売 必要株数：1

4355 ロングライフＨＤ JQ 23,000 自社製品・商品・サービス 権利割当日：10・4月末日 自社グループ有料老人ホーム・グループホーム入居一時金・入園金１０万円割引券１枚 必要株数：100

4355 ロングライフＨＤ JQ 23,000 自社製品・商品・サービス 権利割当日：10・4月末日 自社グループ有料老人ホーム１泊体験入居無料券１枚 必要株数：100

6309 巴工業 東証 178,600 食料・飲料品 権利割当日：4月末日 自社子会社取扱商品（ワイン） 必要株数：100

6630 ヤーマン 東証 138,200 ファッション・癒し・ビューティ 権利割当日：4月末日 自社製品（化粧品） 必要株数：100 100:１２，０００円相当 500:２０，０００円相当 1000:３０，０００円相当

7605 フジコーポ JQ 1,185,000 金券 権利割当日：4月末日 三菱ＵＦＪニコスギフトカード 必要株数：1000 1000:５，０００円相当 5000:１０，０００円相当

7827 オービス JQ 40,500
自社製品・商品・サービス/スポー
ツ/趣味・娯楽・レジャー

権利割当日：10・4月末日 建築・リフォーム・太陽光パネル施工代金３％割引または１，０００円相当の株主優待券 必要株数：100 ※株主優待券は自社子会社運営施設で利
用可

7968 ＴＡＳＡＫＩ 東証 46,000
女性向け/ファッション・癒し・
ビューティ/買物券（対象分野限
定）

権利割当日：10・4月末日 優待割引券（１０％割引） 必要株数：1000 1000:２枚 5000:４枚

8079 正栄食 東証 59,300 食料・飲料品
権利割当日：10・4月末日 自社製品（菓子類詰合せ） 必要株数：100 100:年１回（対象：１０月株主） 1000:年２回 ※１００株以上１，０００株未満の株主と１，０００株以上の株
主では、自社製品の内容が異なる

8079 正栄食 東証 593,000 自社製品・商品・サービス 権利割当日：10・4月末日 割引券（通販カタログ掲載商品５０％割引） 必要株数：1000 1000:１枚 3000:２枚 5000:３枚 10000:５枚 ※１枚の割引限度額３，１５０円

8880 飯田産業 東証 70,400 趣味・娯楽・レジャー 権利割当日：4月末日 「江の島アイランドスパ」入館無料 必要株数：100 ※株主１名につき４名分無料、要申し込み◆※有効期限：１２年４月末

8917 ファースト住 大証 81,000 趣味・娯楽・レジャー 権利割当日：10・4月末日 書籍１冊 必要株数：100

8917 ファースト住 大証 810,000 名産・特産品/食料・飲料品 権利割当日：10・4月末日 兵庫県尼崎市名産品（しょうゆ） 必要株数：1000

9444 トーシン JQ 4,975 スポーツ
権利割当日：4・10月末日 株主優待カード（(1)商品券(2)自社グループ運営ゴルフ場プレー代金優待(3)同平日無料招待(4)同休日無料招待） 必要株数：1 1:(1)および(2)
100:(1)および(2)および(3)１ラウンド 200:(1)および(2)および(3)２ラウンドまたは(4)１ラウンド ※(1)は自社直営店舗で優待カードを提示し携帯電話を購入するごとに贈呈。Ｍ
ＮＰ新規契約で７，０００円相当、通常新規契約で７，０００円相当、機種変更で３，０００円相当。(2)(3)(4)は優待カードの提示により利用可

9444 トーシン JQ 4,975
自社製品・商品・サービス/ファッ
ション・癒し・ビューティ

権利割当日：4・10月末日 自社インターネットショッピングサイトでの買物優待割引（１０～３０％割引） 必要株数：1

9603 Ｈ．Ｉ．Ｓ． 東証 260,400 旅行・航空券・乗車券
権利割当日：10・4月末日 株主優待券（１，０００円） 必要株数：100 100:２枚 500:４枚 1000:６枚 ※１５，０００円以上の旅行商品で１人１枚、３０，０００円以上で１人２枚利用
可


