
 

 

2020年１2月 7日 

 

  

2020年12月期の株主優待商品を決定しましたのでお知らせいたします。当社の株主優待は、保有株式数・株式の

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制度となっており

ます。当社株式を継続して保有していただいた株主さま向けに、長期保有制度も採用しております。 

 

１．株主優待制度の概要 

（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、株主優待カタログの中からお好きな商品をお選びいただけます。 

     ・ポイントは繰り越すことができ、有効期限は３年です。保有ポイントや有効期限等は株主優待カタロ

グ送付の際（毎年３月を予定）にお知らせいたします。 

  （３）ポイントテーブル 

      

 

２．主な株主優待商品  

15ポイント 

 

 

 

 

 

 

30ポイント 

 

 

 

 

 

 

60ポイント 

 

 

 

 

 

 

80ポイント 

 

 

 

 

 

 

ﾎﾟｰﾗ ﾊﾟﾝｾ ﾄﾞ ﾌﾞｰｹ ﾎﾞﾃﾞｨｼｬﾝﾌﾟｰ Jurlique ﾛｰｽﾞ ﾊﾝﾄﾞｸﾘｰﾑ DECENCIA ｱﾔﾅｽ ﾄﾗｲｱﾙｾｯﾄ ｵﾙﾋﾞｽ ﾕｰﾄﾞｯﾄｾｯﾄ 

100ポイント 

 

 

 

 

 

 

120ポイント 

 

 

 

 

 

 

200ポイント 

 

 

 

 

 

 

320ポイント 

 

 

 

 

 

 

THREE ﾊﾞﾗﾝｼﾝｸﾞ SQ ｵｲﾙ R ﾎﾟｰﾗ ﾘﾝｸﾙｼｮｯﾄ ﾒﾃﾞｨｶﾙ ｾﾗﾑ ﾎﾟｰﾗ B.A ﾛｰｼｮﾝ ITRIM ｴﾚﾒﾝﾀﾘｰｾｯﾄ 

 

保有株式数／保有年数 ３年未満 ３年以上

100～399株 15ポイント 35ポイント

400～1,199株 60ポイント 80ポイント

1,200～1,999株 80ポイント 100ポイント

2,000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先】  (株) ポーラ･オルビスホールディングス  法務総務室 
Tel 03-3563-5536 ／ Mail webmaster@po-holdings.co.jp 

2020年 12月期 株主優待内容決定のお知らせ 



■15ポイント

パンセ ド ブーケ ボディシャンプー ルージュ パンセ ド ブーケ ボディシャンプー ブラン

オルビスユー トライアルセット
・オルビスユー トライアルセット
・あぶらとり紙

オルビスユー ジュレパック

サンスクリーン®オンフェイス セット

■30ポイント

ポーラ ザ ハンドクリーム パンセ ド ブーケ ボディシャンプーセット ルージュ
・パンセ ド ブーケ ボディシャンプー ルージュ（本体）
・パンセ ド ブーケ ボディシャンプー ルージュ（リフィル）

パンセ ド ブーケ ボディシャンプーセット ブラン
・パンセ ド ブーケ ボディシャンプー ブラン（本体）
・パンセ ド ブーケ ボディシャンプー ブラン（リフィル）

オルビス ディフェンセラ ミスター フェイシャル ナイトクリーム

ローズ ハンドクリーム

■60ポイント

リンクルホワイトエッセンス &
オルビスユー トライアルセット
・リンクルホワイトエッセンス
・オルビスユー トライアルセット

ハンドケアセット
・THREE ハンド＆アーム ウォッシュ AC
・THREE ハンド＆アーム クリーム AC R

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
・アヤナス トライアルセット

アヤナス リンクルO／L コンセントレート

                                                ポーラ美術館　入場チケット（4枚）

参考画像　クロード・モネ
＜睡蓮の池＞1899年 油彩/カンヴァス/88.6x91.9cm
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■80ポイント

Red B.A ボリュームモイスチャーローション B.A ベーシックセット
・B.A クレンジングクリーム
・B.A ウォッシュ
・B.A ローション
・B.A ミルク

オルビスユーセット
・オルビスユー ウォッシュ
・オルビスユー ローション
・オルビスユー モイスチャー

オルビス ユードットセット
・オルビス ユードット ウォッシュ
・オルビス ユードット ローション
・オルビス ユードット モイスチャー

グレイスフル ビューティー ファーミングオイル ローズ ボディケアセット
・シャワージェル ローズN
・ボディケアローション ローズN

バランシング 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 R
・THREE バランシング フォーム R

サエル ホワイトニング エッセンス コンセントレート EX

■100ポイント

ホワイトショット LX ホワイトショット MX

B.A ライト セレクター B.A ローション ハーフサイズ

ジュリークローズセット
・ローズ バランシングミスト
・ローズ クリーム

THREE バランシング SQ オイル R

メンズスキンケア ジェントリングセット
・THREE フォー・メン ジェントリング ローション
・THREE フォー・メン ジェントリング エマルジョン

ディセンシー クリーム
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■120ポイント

B.A セラム レブアップ リンクルショット メディカル セラム

ホワイトショット SXS スキンケアセット
・THREE トリートメントローション
・THREE トリートメントエマルジョン

ITRIM エレメンタリー フェイシャルゴマージュ

■200ポイント

B.A ローション B.A ミルク

■320ポイント

B.A クリーム エレメンタリーセット
・ITRIM エレメンタリー フェイスクレンジングクリーム
・ITRIM エレメンタリー フェイスソープ
・ITRIM エレメンタリー フェイシャルプロテクション
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https://www.itrimbeauty.com/brand/
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