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株式会社アルテ サロン ホールディングス

2020年3月実施の株主優待商品をご紹介します。
より多くの株主様が満足していただけるよう幅広い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、2020年3月実施の株主優待商品をお知らせいたします。

■2019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：2020年3月～6月）

お申し込み
方法

特設サイトよりお申し込み

2020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、
特設サイトへ会員登録して頂くと、約40種類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。

優待商品のお申し込みにつきましては、特設サイトのみとなります。

お手数ですが、会員登録をお願いいたします。

※昨年をもちまして、ハガキでのお申し込みは終了いたしました。

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

※特設サイトでは、保有株式に応じ（1ポイント＝約1円相当）を進呈します。



1500 ポイント 1500 ポイント 1500 ポイント 1500 ポイント

1600 ポイント 2200 ポイント 2300 ポイント 2300 ポイント

2600 ポイント 3000 ポイント 3000 ポイント 3000 ポイント

3000 ポイント

3600 ポイント 4000 ポイント 4300 ポイント

【ｴﾄｩｰﾗﾒﾝ】
ﾊｰﾄﾞﾜｯｸｽ 100G （1個）

【Baloda+91】
ｼｬﾝﾌﾟｰ 300ML（1本）

【ｴﾄｩｰﾗ】 （ｾｯﾄ商品）

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻﾏｰ ｼｬﾝﾌﾟｰ 250ML（2本）

【ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ】
ｵﾘｼﾞﾅﾙちゃんぽん

具付
2食入

【ｴﾄｩｰﾗ】 （ｾｯﾄ商品）

ｵﾘｼﾞﾅﾙ ｼｬﾝﾌﾟｰ 100ML（2本）

ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 100G （1本）

【EZD】
ﾐｯｸｽｱｲﾌﾞﾛｳﾊﾟﾚｯﾄ （1個）

【ｴﾄｩｰﾗ】
ｷﾗﾊｳｫｰﾀｰ 120ML（1本）

（ﾌﾞﾛｰﾛｰｼｮﾝ）

【ｴﾄｩｰﾗ】 （ｾｯﾄ商品）

ﾌﾟﾘﾏﾘｭｸｽN ｼｬﾝﾌﾟｰ 350ML （1本）

ﾌﾟﾘﾏﾘｭｸｽN ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 350G （1本）

【ありあけ】
ｾﾚｸｼｮﾝM

【Bibbidi babiddi boo】 （ｾｯﾄ商品）

ｼｬﾝﾌﾟｰ(ｸﾞﾘｰﾝｱｯﾌﾟﾙ) 150G （1本）

ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 200G (1本)

アルテサロンホールディングス 特設サイト優待商品

【ｴﾄｩｰﾗ】
ﾌﾟﾘﾏﾘｭｸｽN ｼｬﾝﾌﾟｰ 350ML （1本）

（詰替え用）

※保有株式に応じ（1ポイント＝約1円相当）を進呈いたします。

【Pualice】
ｼﾞｪﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ 150ML （1本）

【ｴﾄｩｰﾗ】
ﾌﾟﾘﾏﾘｭｸｽN ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 350G （1本）

（詰替え用）

優待券 1500円 （1枚）

【Baloda+91】
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 300ML（1本）

優待券 3000円 （1枚）

【EZD】
ﾌﾟﾗﾁﾅｺﾗｰｹﾞﾝ 5ML×10包

3200 ポイント3000 ポイント 3000 ポイント

【ありあけ】
横濱ﾊｰﾊﾞｰﾀﾞﾌﾞﾙﾏﾛﾝ 16個入

【ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ】
ｿｰｾｰｼﾞｾｯﾄ （冷蔵）

4400 ポイント

【EZD】 (ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ) （ｾｯﾄ商品）

ｱｲﾌﾞﾛｳﾗｲﾅｰﾘﾌｨﾙ （2本）

ｱｲﾌﾞﾛｳﾎﾙﾀﾞｰ （1本）

画像はイメージです

画像はイメージです

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。

賞味期限：約2か月

賞味期限：約2か月

賞味期限：約2か月



5500 ポイント 5700 ポイント 6000 ポイント 6000 ポイント

6000 ポイント 6000 ポイント

6000 ポイント 7400 ポイント 7500 ポイント 7500 ポイント

7500 ポイント

10000 ポイント

10000 ポイント

【ｴﾄｩｰﾗ】 （ｾｯﾄ商品）

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻﾏｰ ｼｬﾝﾌﾟｰ 250ML（1本）

ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻﾏｰ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 200G （1本）

ｷﾗﾊｳｫｰﾀｰ 120ML（1本）

（ﾌﾞﾛｰﾛｰｼｮﾝ）

【第一ﾎﾃﾙ東京ｼｰﾌｫｰﾄ】
鉄板焼「天王洲」 (2名様)

ｽﾃｰｷﾗﾝﾁ

【ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ】 （冷蔵）

ﾋﾞｰﾙ＆ｿｰｾｰｼﾞｾｯﾄ
【Baroda+91】

ｼｬﾝﾌﾟｰ 1 L （1本）

【ﾃｨﾌｧｰﾙ】
ｳｫｯｼｬﾌﾞﾙ（電気ｹﾄﾙ）

【ｴﾄｩｰﾗ】 （ｾｯﾄ商品）

ｵﾘｼﾞﾅﾙ ｼｬﾝﾌﾟｰ 100ML （3本）

ｵﾘｼﾞﾅﾙ ﾄﾘｰﾄﾒﾝﾄ 100G （3本）

【中華街 「桂宮」】
お食事券 （2名様）

アルテサロンホールディングス 特設サイト優待商品

九州の実り純米吟醸 （8本）

【ｴﾄｩｰﾗ】
ﾌﾟﾚﾐｱﾑｻﾏｰ ｼｬﾝﾌﾟｰ 1L （1本）

【EZD】 （ｾｯﾄ商品）

ﾐｯｸｽｱｲﾌﾞﾛｳﾊﾟﾚｯﾄ （1個）

ｱｲﾌﾞﾛｳﾗｲﾅｰﾎﾙﾀﾞｰ&ﾘﾌｨﾙ （1本）

（ﾗｲﾄﾌﾞﾗｳﾝ） （2本）

8500 ポイント8000 ポイント

【ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ東京】
中華料理「花梨」 2名様

平日限定ﾗﾝﾁ

【ｵｽﾃﾘｱ ｻｸﾗ】
ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ＆ｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ

（10個入り）

【Baloda+91】 （ｾｯﾄ商品）

ｼｬﾝﾌﾟｰ 300ML（1本）

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 300ML（1本）

優待券 1500円 （1枚）

【ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ】
ﾊｳｽﾃﾝﾎﾞｽ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾗﾍﾞﾙ

(赤・白)

【Baroda+91】
ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 1 L （1本）

パッケージが変更になる
場合がございます

画像はイメージです

※保有株式に応じ（1ポイント＝約1円相当）を進呈いたします。 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。

賞味期限：約85日

15000 ポイント

【EZD】ﾌﾟﾗﾁﾅｺﾗｰｹﾞﾝ 5ML×10包

【Pualice】

ｼﾞｪﾙｸﾚﾝｼﾞﾝｸﾞ 150ML（2本）

【Baloda+91】 （ｾｯﾄ商品）

ｼｬﾝﾌﾟｰ・ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 300ML各1本

【ｴﾄｩｰﾗ】 ｷﾗﾊｳｫｰﾀｰ

（ﾌﾞﾛｰﾛｰｼｮﾝ） 120ML（1本）

【ｴﾄｩｰﾗﾒﾝ】 ﾊｰﾄﾞﾜｯｸｽ 100G （1個）

有効期限：発行後、約5か月 有効期限：発行後、約5か月 有効期限：発行後、約5か月



25000 ポイント

【Baloda+91】 （ｾｯﾄ商品）

ｼｬﾝﾌﾟｰ 1 L （1本）

ｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰ 1 L （1本）

アルテサロンホールディングス 特設サイト優待商品

【ｽﾄｳﾌﾞ】
ﾋﾟｺ･ｺｺｯﾄ ﾗｳﾝﾄﾞ
（20㎝）

【Shark】
EVOPOWER Plus W30P
（充電式ﾊﾝﾃﾞｨｰｸﾘｰﾅｰ）

20000 ポイント

【ﾚｲｺｯﾌﾟ】

RAYCOP RN

（UVふとんクリーナー）

【 特設サイト申込みのご注意 】

・優待ポイントを使用するためには、株主優待専用ウェブサイトにて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年間といたします。ポイントは翌年の優待期間まで交換が可能となります。
・ポイントは翌年度に持越し、翌年度分と合算して使用することが可能です。但し、持ち越すためには同一の株主番号で１単元
以上保有していることが条件となります。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のでご注意くだ
さい。

※保有株式に応じ（1ポイント＝約1円相当）を進呈いたします。 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。

26000 ポイント15000 ポイント

【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：〒231-0031 神奈川県横浜市中区万代町1-2-12 VORT横浜関内Ⅲ ２階

取締役会長 ：吉原 直樹

代表取締役社長：石山 一

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

https://arte-hd.com/
https://ash-hair.com/
https://www.nyny.co.jp/
https://www.styledesigner.net/
http://www.chokipeta.com/
http://www.diamond-eyes.net/

