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2307 クロスキャット 181000 金券
権利割当日：9月末日 クオカード 必要株数：1000 1000:１，０００円相当 2000:２，０００円相当 3000:３，０００円
相当

http://www.xcat.co.jp/ir-info/stock/index.html

2335 キューブシス 53000 金券
権利割当日：9月末日 ＪＣＢギフトカード 必要株数：100 100:１，０００円相当 200:２，０００円相当 500:３，０００
円相当

http://www.cubesystem.co.jp/jp/ir/yutai.html

2729 ＪＡＬＵＸ 88500 買物券
権利割当日：3・9月末日 商品券（１，０００円） 必要株数：100 100:２枚 500:４枚 2000:７枚 4000:１０枚 6000:１２
枚 10000:１４枚 ※「ＪＡＬ Ｗｏｒｌｄ Ｓｈｏｐｐｉｎｇ Ｃｌｕｂ」（通販カタログ）、「ＢＬＵＥ ＳＫＹ」（空港店舗）、「ＪＡＬ－ＤＦ
Ｓ」（空港免税店）で利用可◆※優待品に代えて寄付選択可

http://www.jalux.com/ir/hospitality.html

2733 あらた 357000 金券 権利割当日：3・9月末日 １，０００円相当のクオカード 必要株数：1000 http://www.arata-gr.jp/ir/dividend.shtml

2764 ひらまつ 78600 飲食券・飲食割引券
権利割当日：9・3月末日 自社経営店舗（一部除く）飲食代割引 必要株数：1 1:１０％割引 5:２０％割引 ※レス
トラン利用時に適用可。２０名以上のパーティおよび婚礼は対象外

http://www.hiramatsu.co.jp/ir/index.html

2897 日清食ＨＤ 1520000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 自社グループ会社運営店舗食事券 必要株数：500 500:２，０００円相当 1000:３，００
０円相当 3000:４，０００円相当 ※優待品全てに代えて社会貢献活動団体への寄付選択可

http://www.nissinfoods-holdings.co.jp/ir/stock/preferential/index.html

2924 イフジ産業 53300 金券
権利割当日：3・9月末日 たまごギフト券（１００円） 必要株数：100 100:３枚 1000:１２枚 ※全国の主な百貨店・
スーパー等で利用可

http://www.ifuji.co.jp/ir/hospitality.html

2926 Ｍ－篠崎屋 10240 金券
権利割当日：9月末日 ギフトカード 必要株数：1 1:５００円相当 5:１，０００円相当 10:２，０００円相当 50:１０，０
００円相当 100:２０，０００円相当 500:１００，０００円相当

3058 三洋堂ＨＤ 91500 金券 権利割当日：3・9月末日 図書カード 必要株数：100 100:１，０００円相当 200:２，０００円相当 http://ir.sanyodo.co.jp/benefits.html

3067 Ｍ－東京一 96500 飲食券・飲食割引券
権利割当日：9・3月末日 「泳ぎとらふぐコース」１人前優待券（５，４９０円） 必要株数：5 5:１枚 15:２枚 25:３枚
※優待券１枚につき３，０００円相当の新潟県南魚沼産コシヒカリ２ｋｇと交換可

3099 ミツコシイセタン 82600
継続保有特典

/買物券

権利割当日：3・9月末日 株主優待カード（１０％割引） 必要株数：100 100:利用限度額 １５万円 300:利用限度
額 ２０万円 500:利用限度額 ２５万円 1000:利用限度額 ５０万円 3000:利用限度額 ７５万円 5000:利用限度額
１００万円 10000:利用限度額 １５０万円 ※２年以上継続して保有の場合、３００株以上の株主は利用限度額
は２倍◆※１０５円（税込）以上の買物で利用可。三越、伊勢丹、ジェイアール京都伊勢丹、ＪＲ大阪三越伊勢
丹、岩田屋、札幌・函館丸井今井の各店で利用可。一部対象外有◆※優待カードの提示により施設・ショッ
プ・提携ホテル等の割引、有料催事・文化展の無料入場（本人・同伴者１名まで）、無料駐車１時間延長サービ
ス等有。割引率（５～１０％）は施設により異なる。一部対象外有

http://www.imhds.co.jp/ir/stockholder/preferential.html

3371 ソフトクリエイト 124700 金券
権利割当日：3・9月末日 クオカード 必要株数：100 100:１，０００円相当 300:１，５００円相当 500:２，０００円相
当 700:２，５００円相当 1000:３，０００円相当

http://www.softcreate.co.jp/ir/stockinformation03.html

3712 Ｍ－情企 53600
継続保有特典

/金券/名産・特産品
権利割当日：9月末日 ５００円相当の図書カード 必要株数：1 ※４株以上を１年以上継続して保有の場合、５，
０００円相当の産直品カタログギフト

3785 Ｍ－エイティンク 49800 金券 権利割当日：9月末日 キャラクター・クオカード 必要株数：1 1:１，０００円相当 10:３，０００円相当 http://www.8ing.co.jp/ir/yuutai.html

3837 アドソル 86600
継続保有特典

/金券
権利割当日：3・9月末日 クオカード（５００円） 必要株数：100 100:１枚 500:２枚 ※１年以上継続して保有の場
合、１枚追加

http://www.adniss.jp/ir/stock/yuutai

4800 オリコン 31250 金券 権利割当日：3・9月末日 自社オリジナル図書カード（５００円） 必要株数：1 1:１枚 6:２枚 20:４枚 60:６枚

4828 東洋ＢＥＮＧ 123000 金券 権利割当日：3・9月末日 １，０００円相当のクオカード 必要株数：100 http://www.to-be.co.jp/ir/yuutai.html

5909 コロナ 101100 金券 権利割当日：3・9月末日 クオカード 必要株数：100 100:１，０００円相当 1000:２，０００円相当

6287 サトーＨＤ 115700 金券 権利割当日：3・9月末日 １，０００円相当の自社オリジナル図書カード 必要株数：100 http://www.sato.co.jp/ir/stockholder/benefit.html
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6848 東亜ＤＫＫ 29700 金券
権利割当日：9月末日 クオカード 必要株数：100 100:５００円相当 500:１，０００円相当 1000:２，０００円相当
※カード使用額の一部を会社が環境基金へ寄付

http://www.toadkk.co.jp/ir/yuutai.html

7148 ＦＰＧ 98000 金券 権利割当日：9・3月末日 クオカード 必要株数：100 100:１，０００円相当 1000:３，０００円相当

7239 タチエス 1514000 金券 権利割当日：９月末日 １，０００円相当のクオカード 必要株数：1000 http://www.tachi-s.co.jp/ir/memo/

7291 日プラスト 49000 金券
権利割当日：3・9月末日 クオカード 必要株数：100 100:１，０００円相当 1000:２，０００円相当 10000:３，０００
円相当

http://www.n-plast.co.jp/ir_stockholder.html

7294 ヨロズ 133800 金券
権利割当日：3・9月末日 クオカード 必要株数：100 100:５００円相当 1000:１，０００円相当 10000:２，０００円相
当

http://www.yorozu-corp.co.jp/jp/ir/message.htm

7412 アトム 40400 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 株主優待カードのポイント付与 必要株数：100 100:２，０００ポイント 500:１０，０００ポ
イント 1000:２０，０００ポイント ※１ポイントで１円相当

http://www.atom-corp.co.jp/corpo/ir/stockholder.html

7524 マルシェ 75200 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 飲食券（１，０００円） 必要株数：100 100:３枚 500:１５枚 1000:２５枚 ※飲食１回につ
き１人１枚利用可。他のサービス券との併用不可◆※飲食券１０枚で自社製品等（お米・酒類詰合せ等）と交
換可

http://www.marche.co.jp/contents/ir/stockCT.html

7525 リックス 77000 金券
権利割当日：3・9月末日 クオカード 必要株数：100 100:１，０００円相当 1000:２，０００円相当 10000:５，０００
円相当

7550 ゼンショーＨＤ 102400 飲食券・飲食割引券

権利割当日：3・9月末日 優待券（５００円） 必要株数：100 100:２枚 300:６枚 500:１２枚 1000:２４枚 5000:６０枚
※ゼンショーグループ各店舗（一部除く）で利用可◆※３００株以上の株主は最新の未使用優待券（切り離し
無効）を自社の定めた期限内に返送した場合、３，０００円分１冊につき「フェアトレードコーヒー」、「トロナピッ
ツァ」、「すき家牛丼の具」等と交換可

http://www.zensho.co.jp/jp/ir/shareholder/index.html

7562 安楽亭 418000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 飲食優待券（５００円） 必要株数：1000 1000:２６枚 2000:５２枚 ※国内株主に限り優
待券２６枚と引換えにお米等と交換可。取扱店舗：「安楽亭」、「アグリコ」、「春秋亭」、「七輪房」等

http://www.anrakutei.co.jp/comp/ir/ir.html

7562 安楽亭 418000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 飲食割引券（２０％割引） 必要株数：1000 1000:６枚 2000:１２枚 ※取扱店舗：「安楽
亭」、「アグリコ」、「春秋亭」、「七輪房」等

http://www.anrakutei.co.jp/comp/ir/ir.html

7604 梅の花 179000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：9・3月末日 株主優待カード（店舗における飲食料金の２０％割引）１枚 必要株数：1 ※テイクア
ウト店での利用不可◆＜有効期間＞◆３月株主：７月～１２月末◆９月株主：翌年１月～６月末

http://www.umenohana.co.jp/n_investor/contents02.html

7604 梅の花 358000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：9・3月末日 飲食店舗用優待券（１，０００円） 必要株数：2 2:４枚 4:８枚 6:１２枚 ※＜有効期間＞
◆３月株主：７月から１年間◆９月株主：翌年１月から１年間

http://www.umenohana.co.jp/n_investor/contents02.html

7604 梅の花 358000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：9・3月末日 テイクアウト店用優待券（５００円） 必要株数：2 2:４枚 4:８枚 6:１２枚 ※＜有効期間
＞◆３月株主：７月から１年間◆９月株主：翌年１月から１年間

http://www.umenohana.co.jp/n_investor/contents02.html

7616 コロワイド 352500 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 ２０，０００円相当の優待券（１，０００円×１０枚×２回） 必要株数：500 ＜発行時期＞
◆３月株主：６月、９月◆９月株主：１２月、翌年３月

http://www.colowide.co.jp/corpo/

7643 ダイイチ 74300
金券/買物券
/名産・特産品

権利割当日：9月末日 ＶＪＡギフトカードまたは自社商品券または北海道特産品 必要株数：100 100:１，０００
円相当 500:２，０００円相当 1000:４，０００円相当の自社商品券またはＶＪＡギフトカードまたは北海道特産品

http://www.daiichi-d.co.jp/IR/ir/stock.html

7918 ヴィアＨＤ 81900 飲食券・飲食割引券

権利割当日：3・9月末日 優待券 必要株数：100 100:２，５００円相当 200:５，０００円相当 300:７，５００円相当
400:１０，０００円相当 500:１２，５００円相当 600:１５，０００円相当 700:１７，５００円相当 800:２０，０００円相当
900:２２，５００円相当 1000:２５，０００円相当 取扱店：「備長扇屋」、「オーブン亭」、「うおや一丁」等国内自社
グループ店舗（一部店舗除く）◆※優待券を利用できない場合、優待券を返送することにより商品と交換可。１
１年９月の商品はお酒・ハム・チーズ等

http://www.via-hd.co.jp/via/ir/preferential.php
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8043 スターゼン 227000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 食事割引券（２０％割引）１枚 必要株数：1000 ※「レストランローマイヤ銀座店」で利
用可

http://www.starzen.co.jp/ir/yutai.html

8153 モスフード 157000 飲食券・飲食割引券 権利割当日：3・9月末日 優待券（５００円） 必要株数：100 100:２枚 500:１０枚 1000:２０枚 http://www.mos.co.jp/company/ir/stockholder/related_info/index.html

8160 木曽路 168000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 食事券 必要株数：100 100:１，６００円相当 500:８，０００円相当 1000:１６，０００円相
当 ＜有効期限＞◆３月株主：翌６月末◆９月株主：翌１２月末

http://www.kisoji.co.jp/company/ir_stock.html

8163 サトＲＳ 596000 飲食券・飲食割引券 権利割当日：3・9月末日 １２，０００円相当の食事券（５００円×２４枚） 必要株数：1000 http://www.sato-restaurant-systems.co.jp/ir/yutai.html

8182 いなげや 97200 買物券
権利割当日：3・9月末日 買物割引券（１００円） 必要株数：100 100:１０枚 500:５０枚 1000:１００枚 2000:２００
枚 3000:３００枚 ※１，０００円以上の買物につき１，０００円ごとに１枚利用可◆※グループ会社の「ウェル
パーク」での利用可（一部商品除く）

http://www.inageya.co.jp/zaimu/zaimu_Stockholder.htm

8207 テンアライド 27700 飲食券・飲食割引券 権利割当日：3・9月末日 株主優待飲食券（５００円） 必要株数：100 100:２枚 500:１０枚 1000:２０枚 http://www.teng.co.jp/ir/kabu.shtml

8209 フレンドリ 228000 飲食券・飲食割引券 権利割当日：3・9月末日 １０，０００円相当の優待券（５００円×２０枚） 必要株数：1000 http://www.friendly-co.com/ir/stocks.html

8252 丸井Ｇ 56600 買物券
権利割当日：3・9月末日 株主優待カード（１０％割引） 必要株数：100 100:限度額１０万円 300:限度額２０万円
500:限度額３０万円 1000:限度額５０万円 5000:限度額１００万円 10000:限度額１５０万円 ※自社店舗・専門
店・通信販売で利用可（一部商品除く）

http://www.0101maruigroup.co.jp/ir/bonus.html

8255 原信ナルス 144700 買物券
権利割当日：3・9月末日 株主優待券（１００円） 必要株数：100 100:１５枚 500:３０枚 1000:５０枚 2000:１００枚
3000:１５０枚 4000:２００枚 5000:２５０枚 ※１，０００円以上の買物につき１，０００円ごとに１枚利用可◆※株
主優待券に代えて商品数点より１点選択可

http://www.hnhd.co.jp/holdings/ir/benefit/

8279 ヤオコー 299400 買物券
権利割当日：3・9月末日 買物優待券（１００円） 必要株数：100 100:２０枚 500:５０枚 1000:１００枚 ※１，０００
円以上の買物につき１，０００円ごとに１枚利用可◆＜有効期限・発送時期＞◆３月株主：１２月末（６月下旬
発送）◆９月株主：翌年６月末（１２月上旬発送）

http://www.yaoko-net.com/ir/sh_pre.php

8767 Ｍ－ウェブクル 313200 飲食券・飲食割引券
権利割当日：9・3月末日 飲食割引券（５０％割引） 必要株数：300 300:１枚 600:２枚 900:３枚 5000:５枚 10000:
８枚 ※自社グループ飲食店で利用可

8815 東急不 387000 飲食券・飲食割引券 権利割当日：3・9月末日 自社グループ運営飲食店食事割引券２枚 必要株数：1000 http://www.tokyu-land.co.jp/stockholder/treat/index.html

8891 エムジーホーム 84300 金券 権利割当日：9月末日 ５，０００円相当の全国百貨店共通商品券 必要株数：1 http://www.mghome.co.jp/ir/ir03.html

9001 東武 426000 買物券
権利割当日：3・9月末日 「東武百貨店」買物割引券（５％割引）８枚 必要株数：1000 ＜発行時期・有効期限＞
◆３月株主：６月（有効期限：１２月末）◆９月株主：１２月（有効期限：翌年６月末）

http://www.tobu.co.jp/kabunushi/yuutai.html

9003 相鉄ＨＤ 270000 買物券 権利割当日：3・9月末日 買物優待券（１００円）２５枚 必要株数：1000 http://www.sotetsu.co.jp/ir/yutai/index.html

9005 東急 379000 買物券
権利割当日：3・9月末日 「東急百貨店」買物１０％割引券１０枚 必要株数：1000 ※現金での３，０００円（税抜）
以上の買物に利用可

http://www.tokyu.co.jp/ir/stock_bond/complimentary.html

9005 東急 379000 買物券
権利割当日：3・9月末日 「東急ストア」買物５０円割引券４０枚 必要株数：1000 ※１，０００円（税込）以上の買
物につき１，０００円ごとに１枚利用可

http://www.tokyu.co.jp/ir/stock_bond/complimentary.html

9006 京急 759000 飲食券・飲食割引券 権利割当日：3・9月末日 「シナガワ グース」飲食割引券（１０％割引）４枚 必要株数：1000 http://www.keikyu.co.jp/ir/stock/hospitality.html

9006 京急 759000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 「中華ハウス 遊々」・「焼肉 日洋亭」・「イタリア料理 ＲＯＭＡ」飲食割引券（１０％割
引）４枚 必要株数：1000

http://www.keikyu.co.jp/ir/stock/hospitality.html

9006 京急 759000 飲食券・飲食割引券 権利割当日：3・9月末日 「広東料理 銀座 楼蘭」飲食割引券（１０％割引）２枚 必要株数：1000 http://www.keikyu.co.jp/ir/stock/hospitality.html

9006 京急 759000 買物券 権利割当日：3・9月末日 「京急百貨店」割引券（５％割引）１０枚 必要株数：1000 http://www.keikyu.co.jp/ir/stock/hospitality.html
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9006 京急 759000 買物券 権利割当日：3・9月末日 「京急ストア」割引券（１００円割引）１０枚 必要株数：1000 http://www.keikyu.co.jp/ir/stock/hospitality.html

9006 京急 759000 買物券
権利割当日：3・9月末日 「ユニオネックス」（「もとまちユニオン」、「ヨコサン」、「スパーク」）割引券（１００円割
引）１０枚 必要株数：1000

http://www.keikyu.co.jp/ir/stock/hospitality.html

9007 小田急 835000 飲食券・飲食割引券 権利割当日：3・9月末日 飲食割引券（５～１０％割引）１６枚 必要株数：1000 http://www.odakyu.jp/ir/stockholder/compliment.html

9007 小田急 835000 買物券 権利割当日：3・9月末日 「小田急百貨店」割引券（１０％割引）１４枚 必要株数：1000 http://www.odakyu.jp/ir/stockholder/compliment.html

9007 小田急 835000 買物券 権利割当日：3・9月末日 「ＯｄａｋｙｕＯＸ」割引券（５％割引）１２枚 必要株数：1000 ※駅売店等除く、除外品有 http://www.odakyu.jp/ir/stockholder/compliment.html

9008 京王 603000 買物券
権利割当日：3・9月末日 「京王百貨店」優待割引券（１０％割引） 必要株数：1000 1000:１０枚 5000:２０枚
10000:３０枚 ※３，１５０円以上の買物に利用可

http://www.keio.co.jp/company/stockholder/benefit_plan/index.html

9008 京王 603000 買物券
権利割当日：3・9月末日 「京王ストア」優待割引券（５０円割引）２０枚 必要株数：1000 ※「京王ストア」、「キッ
チンコート」での１，０００円以上の買物につき１，０００円ごとに１枚利用可

http://www.keio.co.jp/company/stockholder/benefit_plan/index.html

9009 京成 740000 買物券
権利割当日：3・9月末日 「京成ストア」優待券（「リブレ京成」での買物代金２，０００円ごとに１００円割引）２０
枚 必要株数：1000

http://www.keisei.co.jp/keisei/ir/p020804.html

9041 近鉄 316000 飲食券・飲食割引券 権利割当日：3・9月末日 「近鉄リテールサービス」飲食優待券（１０％割引）５枚 必要株数：1000 http://www.kintetsu.jp/kouhou/corporation/G20011.html

9041 近鉄 316000 買物券 権利割当日：3・9月末日 「近鉄百貨店」買物優待券（５％割引）２０枚 必要株数：1000 http://www.kintetsu.jp/kouhou/corporation/G20011.html

9045 京阪電鉄 378000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 「パナンテ」飲食優待券（１０％割引）５枚（一部除外店舗有） 必要株数：1000 ＜有効
期間＞◆３月株主：６月下旬～１月１０日◆９月株主：１１月下旬～７月１０日◆※各乗車券（乗車証）と同封で
発送

http://www.keihan.co.jp/corporate/ir/info/hospitality.html

9045 京阪電鉄 378000 買物券
権利割当日：3・9月末日 「京阪百貨店」買物優待券（１０％割引）２０枚（一部除外品有） 必要株数：1000 ＜有
効期間＞◆３月株主：６月下旬～１月１０日◆９月株主：１１月下旬～７月１０日◆※各乗車券（乗車証）と同封
で発送

http://www.keihan.co.jp/corporate/ir/info/hospitality.html

9052 山陽電鉄 296000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 同喫茶券２枚 必要株数：1000 ＜有効期間＞◆３月株主：６月～１１月末◆９月株
主：１２月～翌年５月末

http://www.sanyo-railway.co.jp/company/yutai.html

9052 山陽電鉄 296000 買物券
権利割当日：3・9月末日 「山陽百貨店」買物５％割引券４枚 必要株数：1000 ＜有効期間＞◆３月株主：６月
～１１月末◆９月株主：１２月～翌年５月末

http://www.sanyo-railway.co.jp/company/yutai.html

9375 近鉄エクス 255600
継続保有特典

/金券

権利割当日：3・9月末日 オリジナル・クオカード 必要株数：100 100:５００円相当 500:１，０００円相当 1000:２，
０００円相当 5000:５，０００円相当 ※１年以上継続して保有（株主名簿に連続３回以上記載）の場合、１００株
以上５００株未満の株主には２，０００円相当、５００株以上１，０００株未満の株主には２，５００円相当、１，００
０株以上５，０００株未満の株主には３，５００円相当、５，０００株以上の株主には６，５００円相当

http://www.kwe.co.jp/ir/stocks/generous.html

9405 朝日放送 43500 金券 権利割当日：3・9月末日 ５００円相当のオリジナル・クオカード 必要株数：100 http://asahi.co.jp/info/ir/ir_4_4.html

9600 アイネット 566000
継続保有特典

/金券
権利割当日：9月末日 クオカード 必要株数：1000 1000:１，０００円相当 3000:２，０００円相当 5000:３，０００円
相当 ※３年以上継続して保有の場合、１，０００円相当のクオカードを追加

9828 元気寿司 104600 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 優待食事券（５００円） 必要株数：100 100:３枚 500:１５枚 1000:３０枚 ※自社、グルメ
杵屋およびＪＢイレブン店舗で利用可

http://www.genkisushi.co.jp/ir/shareholder.php

9850 グルメ杵屋 531000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 １０，０００円相当の優待食事券（５００円×２０枚） 必要株数：1000 ※自社、元気寿
司グループおよびＪＢイレブン店舗で利用可。近隣に店舗がない場合、自社製品（半生うどん・半生そば）購入
に利用可（要申し込み）◆※優待券１枚で水間鉄道乗車証（電車）、２枚で同乗車証（電車・バス）と交換可

http://www.gourmet-kineya.co.jp/ir/stockholder.php
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9873 日ケンタッキー 2060000 飲食券・飲食割引券 権利割当日：3・9月末日 ５，０００円相当の自社商品引換券 必要株数：1000 http://japan.kfc.co.jp/kessan/shareholder.html

9899 サンデーサン 60700 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 優待食事券 必要株数：100 100:１，０００円相当 500:５，０００円相当 1000:１０，０００
円相当 ※ゼンショーグループ各店舗（一部除く）で利用可

http://www.sundays-sun.co.jp/ir/shareholder.html

9936 王将フード 198200 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 優待食事券 必要株数：100 100:１，０００円相当 200:１，５００円相当 500:３，０００円
相当 1000:６，０００円相当 ※自社商品（生ラーメンパック）と交換可

http://www.ohsho.co.jp/company/ir_yutai.html

9943 ココス 160700 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 食事優待券（５００円） 必要株数：100 100:２枚 200:４枚 500:１２枚 1000:２４枚 ※ゼ
ンショーグループ各店舗（一部除く）で利用可

http://ir.cocos-jpn.co.jp/stockholder/

9943 ココス 160700 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月末日 飲食代割引カード 必要株数：100 100:５％ 200:１０％ ※「ココス」、「宝島」、「エルト
リート」で利用可

http://ir.cocos-jpn.co.jp/stockholder/

9950 ハチバン 351000 飲食券・飲食割引券
権利割当日：3・9月20日 優待食事券（５００円） 必要株数：1000 1000:１０枚 2000:２０枚 ※自社指定商品
（ラーメンセット・冷凍餃子）との交換可

http://www.hachiban.co.jp/company/stockholder/stockholder.html

出所：東洋経済新報社


