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■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。

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。

本年度より、新たに decencia (ディセンシア)を株主優待商品に加えております。

2015年度人気商品 2015年度人気商品 NEW NEW

【ポーラ】60ポイント 【ポーラ】60ポイント 【THREE】60ポイント 【ディセンシア】60ポイント

オー ド フルール フレグランス ホワイトショット SX ジュニアサイズ THREE メンズ トライアルセット アヤナス トライアルセット

ボディシャンプーセット

2015年度人気商品 2015年度人気商品 NEW NEW

【オルビス】80ポイント 【ポーラ】80ポイント 【ジュリーク】100ポイント 【ポーラ】120ポイント

オルビスユーセット RED B.A モイスチャースターター ナチュラル ローズスキンケア B.A セラム レブアップ

セット セット

2016年12月期　株主優待内容決定のお知らせ

当社は、2016年12月期の株主優待商品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。

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

本件に関するお問い合わせ：㈱ポーラ･オルビスホールディングス

法務総務室 03-3563-5536



【株主優待商品　詳細】

※NEW が、2016年12月期で、新たに株主優待のラインナップに加わる商品（セット）です。

■60ポイント　6,000円相当

【ポーラ】　※2015年度　人気商品

オ ー ド フルール フレグランスボディシャンプー２種セット

A オー ド フルール ボディシャンプーセット
  ・ボディシャンプー　カサブランカ　  500ｍL
　・ボディシャンプー　ローズ　　　　  500ｍL

B オー ド フルール ソープセット
　・ボディシャンプー　 ローズ　　 500ｍL
　・ソープ　ローズ　　  　　　　　  80g
　・ソープ　 カサブランカ　　　　　　80g

【ポーラ】　※2015年度　人気商品

ホワイトショット SX 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

【ジュリーク】
スキンケアセット

・ローズモイスチャープラス クレンザー  100mL
・ローズミスト バランシング              50mL

【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　2018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㎝

【オルビス】　※セット内容変更&アクアフォースリニューアル

クレンジングリキッド＋アクアフォース（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

【ポーラ】NEW
モイスティシモ ディープエッセンスマスク

・モイスティシモ ディープエッセンスマスク 1枚×6包

 

A B



【ディセンシア】NEW
アヤナス トライアルセット

・アヤナス ローション コンセントレート   125mL
・アヤナス トライアルセット
  アヤナス ローション コンセントレート 　20mL
  アヤナス エッセンス コンセントレート 　10g
  アヤナス クリーム コンセントレート　　 9g

【ポーラ】　※2015年度 人気商品

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

【オルビス】NEW
サマービューティーセット（ライト or ナチュラル）

・ホワイトニングBB　  （ライト or ナチュラル）(SPF40・PA+++)
　　　　　　　　　　　　 （医薬部外品）　　　　　　　　　　35g
・サンスクリーンパウダー（SPF50・PA++++）
　専用パフ・専用ケース付き

・サンスクリーンフリーエンス（SPF30・PA+++）            50mL

【THREE】NEW
THREE メンズ トライアルセット

・THREE ザ ディフィニティブ トライアルキット
　ザ　ディフィニティブ　フォーム　  30g
　ザ　ディフィニティブ　ローション  30mL
　ザ　ディフィニティブ　エマルジョン 30g
　オリジナルポーチ
・オリジナルハンドタオル

【THREE】NEW
THREE ボディケアセット

・THREE フルボディ ウォッシュ AC   300mL
・THREE フルボディトリートメント＆バスソルト  40g×7包

■80ポイント　8,000円相当

【オルビス】　※2015年度 人気商品

オルビスユーセット

・モイストアップローション　　　　　　　　　　  180mL
・デイメモリーモイスチャー（SPF20・PA++）  30g

・ナイトメモリーモイスチャー　　　　 　　　　  30ｇ



【ポーラ】　※2015年度　人気商品

B.A ローション ハーフサイズセット

・B.A ローション ハーフサイズ　　　　60mL
・B.A トライアルセット
  B.A クレンジングクリーム　　  9g
  B.A ウォッシュ                  9g
  B.A ミルク                      8mL

【ポーラ】 ※セット内容変更

フォルム ヘアケアセット（ふんわり ｏｒ まとまり）
　
・フォルム シャンプー                                  550mL
・フォルム コンディショナー（ふんわりor まとまり）    540ｇ
・フォルム リペア＆チャージ　ヘアマスク         　   200ｇ

【ポーラ】NEW
オー ド フルール ボディケアセット

・オー ド フルール フレグランスボディジェル（カサブランカ）　150g
・オー ド フルール フレグランスボディクリーム（ローズ）　　　150g

■100ポイント　10,000円相当

【ジュリーク】
ローズセット

・ローズ フレグランスオイル ロールオン　　　10mL
・ローズ ハンドクリーム　　　　　　　　　　　 40mL
・ラブバーム ローズ　　　　　　　　　　　　　 15mL

【THREE】
THREE クレンジング セット

・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

【オルビス】 ※2015年度　人気商品

オルビスユー アンコールセット

・アンコール ローション　　　　               180mL
・アンコール デイミルク（SPF20･PA+++）   30g
・アンコール ナイトクリーミージェル           30g



【ディセンシア】NEW
アヤナスセット

・アヤナス ローション コンセントレート   125mL
・アヤナス クリーム コンセントレート      30g

【ポーラ】 ※2015年度　人気商品

ホワイトショット SX 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 プロテクター

・B.A プロテクター（SPF50・PA++++）  45g

【ジュリーク】NEW
ハンドケア エキスパートセット

・ネイル キューティクル トリートメントオイル　　　 10mL
・ローズ ハンドクリーム　　　　　　　　　　　　　　 40mL

・エクスフォリエイティング ハンドトリートメント　　 100mL

【ジュリーク】NEW
ナチュラル ローズスキンケアセット

・スキンバランシングフェイスオイル  　　　　 50mL
・ローズミスト　バランシング　　　　　　　　　50mL

■120ポイント　12,000円相当

【THREE】
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



【THREE】NEW

THREE メンズ スキンケア セット

・THREE ザ ディフィニティブ ローション　　　100mL
・THREE ザ ディフィニティブ エマルジョン    100g

【オルビス】NEW
オルビスユーホワイトセット

・ホワイト ジェリーウォッシュ       120g
・ホワイト ローション               180mL
・ホワイト デイモイスチャー（SPF30・PA+++）         30g
・ホワイト ナイトモイスチャー        30mL
・サンスクリーンフリーエンス（SPF30・PA+++）         50mL

【THREE】
THREE スキャルプ＆ヘア リインフォーシング セット

・THREE スキャルプ＆ヘア リインフォーシング シャンプー　300mL
・THREE スキャルプ＆ヘア リインフォーシング コンディショナー　200g
・THREE スキャルプ＆ヘア リインフォーシング トニックウォーター 120mL

【ポーラ】NEW
B. A セラム レブアップ

・B.A セラム レブアップ　　40mL

【ポーラ】NEW
ホワイトショット RX

・ホワイトショット RX (医薬部外品)　　50g

【ジュリーク】
ニュートリディファイン ベーシックセット

・ニュートリディファイン フォーミングクレンザー　      100mL
・ニュートリディファイン コンディショニングローション　100mL



【ジュリーク】NEW
ベストセラーセット

・クレンジングローション リプレニッシング                 200mL
・グレイスフル ビューティー ファーミングオイル            50mL
・ジュリーク ハイドレーティング ウォーターエッセンス     150mL

【ポーラ】
B.A クレンジングクリーム ＆ B. A ウォッシュ

・B.A クレンジングクリーム　　130g
・B.A ウォッシュ　　　　　　　　100g

【ポーラ】
B.A MEN 2点セット

・B.A MEN ザ セラム　    　　  90mL
・B.A MEN ザ ソープ  　　    　100ｇ

【THREE】
THREE バランシング セット

・バランシング　クレンジングオイル　200mL
・バランシング　ソープ　　　　　　　　80g
・バランシング　ローション　　　　　　140mL
・バランシング　エマルジョン　　　　　100mL

【ポーラ】　※2015年度　人気商品

B.A ローション

・B.A ローション　　　　120mL

■200ポイント　20,000円相当



【ポーラ】
Ｂ.Ａ クリーム

・Ｂ．Ａ クリーム    　30ｇ

【ポーラ】※2015年度　人気商品

ホワイトショットCX ラージサイズ

・ホワイトショット ＣＸ（医薬部外品）　    50mL

【ジュリーク】
ニュートリディファイン　スペシャルセット

・ニュートリディファイン アイコントゥールバーム　　15mL
・ニュートリディファイン オーバーナイトクリーム     50mL

■320ポイント　32,000円相当

■260ポイント　26,000円相当



【参考情報】

『知って得する株主優待 2017年版』 （野村インベスター・リレーションズ㈱発行）

「女性にうれしい”美と健康”」部門 ５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。


