2021年11月25日
株式会社アルテ サロン ホールディングス

NEWS RELEASE

2022年3月実施の株主優待商品をご紹介します。

より当社の魅力をご理解いただけるよう、プライベート商品を中心に優待商品を取り揃えました。
美容室チェーンを300店舗以上を展開する株式会社アルテ サロン ホールディングス（神奈川
県横浜市）は、2022年3月実施の株主優待商品をお知らせいたします。

2022年3月実施の株主優待について
■2021年12月末時点で権利確定した当社株式1単元（100株）以上の保有株主様が適用となります。
■保有株数により株主優待ポイント（1ポイント＝約1円相当）を進呈し、ポイント数に応じてお好きな商
品をお選びいただけます。
■ポイントは最大２年間ご利用可能です。（株主優待実施期間：2022年3月～6月）
※ポイントの持ち越しには条件がございます。（P.4参照）

お申し込み
方法

アルテ サロン ホールディングス・プレミアム優待倶楽部よりお申し込み
2022年3月に株主様へ送付します「株主優待のご案内」をご参考に、
会員登録して頂くと、35種類以上の商品よりお選び頂けます。
※2ページ目以降に詳しい商品内容をご紹介しています。

アルテ サロン ホールディングス・プレミアム優待倶楽部
ヘルプデスク 0120-574-822

https://arte-hd.premium-yutaiclub.jp/

保有株式数

優待内容

保有株式数

優待内容

100株以上200株未満

1,500円分の優待券または商品

3,000株以上4,000株未満

21,000円分の優待券または商品

200株以上400株未満

3,000円分の優待券または商品

4,000株以上8,000株未満

24,000円分の優待券または商品

400株以上600株未満

6,000円分の優待券または商品

8,000株以上12,000株未満

27,000円分の優待券または商品

600株以上800株未満

9,000円分の優待券または商品

12,000株以上16,000株未満

30,000円分の優待券または商品

800株以上1,000株未満

12,000円分の優待券または商品

16,000株以上20,000株未満

33,000円分の優待券または商品

1,000株以上2,000株未満

15,000円分の優待券または商品

20,000株以上

36,000円分の優待券または商品

2,000株以上3,000株未満

18,000円分の優待券または商品

※アルテ サロン ホールディングス・プレミアム優待倶楽部では、保有株式に応じ（1ポイント＝約1円相当）を進呈し
ます。

アルテサロンホールディングス 株主優待商品一覧（2022年3月実施予定）
優待交換ポイント 【1,500ポイント】

ー4種ー

【株主優待券】

【etra】

【etra】

1,500円 1枚

プレミアムシャンプー(100ml) 1本

プレミアムトリートメント(100g) 1本

優待交換ポイント 【2,000ポイント】

【etra】
プレミアムサマーシャンプーAR
(250ml) 1本

ー5種ー

【etraMEN】
ハードワックス(100g) 1個

【bibbidi bobbidi boo】

【bibbidi bobbidi boo】

【etraMEN】

【etraMEN】

シャンプー(150g) 1本

トリートメント(200g) 1本

ハードミルク(120g) 1本

ハードグリース(120g) 1本

優待交換ポイント 【2,500ポイント】

ー4種ー

【ennic】

【etra】

【Pualice】

バームセラムFH(35g) 1個

キラハウォーター(120ml) 1本

ジェルクレンジング(150ml) 1本

優待交換ポイント 【3,000ポイント】

ー1種ー

【etra】
プレミアムサマートリートメント
(200g) 1本

優待交換ポイント 【3,500ポイント】

【株主優待券】
3,000円 1枚

※優待商品については予告なく変更する場合がございます。
※パッケージの変更により、商品画像と異なる場合がございます。

ー1種ー

【ennic】
スキンケアトライアルキット

(クレンジング/ローション/トリートメントセラム)

アルテサロンホールディングス 株主優待商品一覧（2022年3月実施予定）
優待交換ポイント 【4,000ポイント】

ー3種ー

【ennic】
ホットクレンジングゲル(150g) 1本

優待交換ポイント 【4,500ポイント】

【横浜馬車道】ミルフイユ＆スフレ

【GODIVA】

ミルフイユ(ﾌﾗﾝﾎﾞﾜｰｽﾞ5個/ﾁｮｺ4個）
スフレ(ﾌﾟﾚｰﾝ7個/ﾁｮｺ7個)

(ミルクチョコ16枚/ダークチョコ16枚)

クッキーアソートメント

ー4種ー

【ennic】

【ennic】

【ennic】

【ennic】

シャンプーLB(450ml) 1本

トリートメントLB(230g) 1本

ヘアマスクLB(200g) 1個

オイルセラムLB(100ml) 1本

優待交換ポイント 【5,000ポイント】

優待交換ポイント 【6,500ポイント】

ー2種ー

ー1種ー

【ennic】

【EZD】

【EZD】

トリートメントローション(150ml) 1本

プラチナコラーゲン(5ml) 10包

PDセラムMSC+(3ml) 1本

優待交換ポイント 【7,500ポイント】

優待交換ポイント 【9,000ポイント】

ー2種ー

詰替用

ー2種ー

冷凍（ｸｰﾙ）便

【Baroda+91】

【Baroda+91】

【etra】

【米沢牛】

シャンプー(1,000ml) 1本

コンディショナー(1,000ml) 1本

キラハウォーター(550ml) 1個

牛バラ焼肉用(450g)

※優待商品については予告なく変更する場合がございます。
※パッケージの変更により、商品画像と異なる場合がございます。

アルテサロンホールディングス 株主優待商品一覧（2022年3月実施予定）
優待交換ポイント 【9,500ポイント～】

■9,500ポイント

ー各1種ー

■11,500ポイント

■10,000ポイント

【ennic】

【ラッセルホブス】

トリートメントセラム(50ml) 1本

カフェケトル(色:ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ)

■15,000ポイント

【MAGNET Hair Pro】

【MAGNET Hair Pro】

ストレートアイロン
(現:ﾎﾘｽﾃｨｯｸｷｭｱ ｽﾄﾚｰﾄｱｲﾛﾝ)

カールアイロン32mm
(現:ﾎﾘｽﾃｨｯｸｷｭｱ ｶｰﾙｱｲﾛﾝ32mm)

■28,000ポイント

■25,000ポイント

■14,500ポイント

■30,000ポイント

【ボルドー赤ワインセット】

【Refa】

【HOLISTIC CURE】

【ル・クルーゼ】

赤ワイン(720ml) 2本

ビューテックドライヤー(色:ｼﾙﾊﾞｰ)

ホリスティックキュアドライヤーRp

シグニチャ―ココット・ロンド20cm

【 ご注意 】
■優待ポイントと上記商品を交換するためには、アルテ サロン ホールディングス・プレミアム優待倶楽部
への会員登録が必要となります。
■優待ポイントは、原則として毎年の基準日（1月1日）に付与されます。
■優待ポイントの有効期限は、取得基準日から最大2年間となります。
ポイントは翌年の優待期間まで交換が可能となります。
■ポイントを翌年度に持ち越し、翌年度分と合算して使用することが可能です。
―持ち越し条件―
・アルテ サロン ホールディングス・プレミアム優待倶楽部に会員登録していること。
・同一の株主番号で１単元以上保有していること。
（売買等により株主番号が変わった場合、前年度ポイントは失効します。）

【株式会社アルテ サロン ホールディングスについて】
https://arte-hd.com/
本社：〒231-0028 神奈川県横浜市中区翁町1-4-1アルテマリンウェーブビル５階
創

業 会

長：吉原 直樹

代表取締役社長：吉村 栄義
設立：1988年11月21日
資本金：4億9,800万円
Tel：045-663-6123
事業内容：美容室チェーン等を展開する持株会社
グループ会社 株式会社 アッシュ https://ash-hair.com/
株式会社 ニューヨーク・ニューヨーク https://www.nyny.co.jp/
株式会社 スタイルデザイナー https://www.styledesigner.net/
株式会社 C＆P http://www.chokipeta.com/
株式会社 ダイヤモンドアイズ http://www.diamond-eyes.net/
株式会社 東京美髪芸術学院

―

報道関係者の皆様からのお問い合わせ先 ―

株式会社アルテ サロン ホールディングス PRグループ
Tel：045-663-6123 担当：松本

