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株主優待の実施に関するお知らせ 
 

当社は、本日、下記のとおり株主優待の実施を決定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 
１．株主優待実施の目的 

株主の皆様の日頃のご支援、ご愛顧に感謝するとともに、より多くの株主の皆様に当社グループの事

業に対するご理解を一層高めて頂くこと、また、当社株式への投資の魅力を高め、中長期的に当社株

式を保有していただける株主の増加を図ることを目的として株主優待を実施いたします。 

 

２．対象となる株主様 

2017年 3月 31日現在の株主名簿に記載または記録された１単元（100株）以上を保有する株主の皆様

を対象として、株主優待を実施いたします。 

 

３．優待の内容 

(1) 当社が発行する証券専門紙、日刊「株式新聞」のウェブ版有料サービス（以下、『株式新聞ウェブ

版』、通常月ぎめ 1ヶ月 4,320円（税込））の無料購読クーポンを、所有株式数に応じて贈呈いたし

ます。 

(2) １単元（100 株）以上を保有する株主の皆様全員に、①『アラプラス』１個の無料引換申込券、と

②「ALA 含有の健康食品・化粧品」の割引購入申込券１枚を贈呈いたします。 

① 当社の親会社である SBI ホールディングス株式会社の子会社 SBI アラプロモ株式会社（以下、SBI

アラプロモ）が提供する ALA 含有の健康補助食品（サプリメント）『アラプラス』（通常価格 2,980

円（税込））１個を無料で進呈する無料引換申込券 

② SBI アラプロモが提供する ALA 含有の健康補助食品（サプリメント）や化粧品（以下、「ALA 含有

の健康食品・化粧品」）を、通常価格から 50％割引の優待価格で購入できる割引購入申込券 1枚 

単元数 (株数） (1) 『株式新聞ウェブ版』 

(2)①『アラプラス』 

②「ALA 含有の 

健康食品・化粧品」 

通常価格 

合計 

１単元（100株） 2017年 5月１日から 

2017年 7月 31日まで 

３ヶ月間無料クーポン（12,960円相当） 

① SBI アラプロモが販売

する ALA 含有の健康補

助食品（サプリメント）

『アラプラス』（通常

価格 2,980 円）１個を

無料で進呈する無料引

換申込券 

② SBI アラプロモが販売

する ALA 含有の健康補

助食品（サプリメント）

や化粧品を、通常価格

から 50％割引の優待価

格で購入できる割引購

入申込券 1枚 

15,940 円 ２単元（200株） 

３単元（300株） 

４単元（400株） 2017年 5月１日から 

2017年 10月 31 日まで 

６ヶ月間無料クーポン（25,920円相当） 

28,900 円 ５単元（500株） 

６単元（600株） 

7単元（700株） 2017年 5月１日から 

2018年 1月 31日まで 

９ヶ月間無料クーポン（38,880円相当） 

41,860 円 8単元（800株） 

9単元（900株） 

10単元（1000株） 2017年 5月１日から 

2018年 4月 30日まで 

12ヶ月間無料クーポン（51,840円相当） 54,820 円 
以上 

 



                    

（注１）株主優待には、５．の登録手続、申込手続が必要となります。 

（注２）(1) 『株式新聞ウェブ版』は、当社が発行する証券専門紙、日刊「株式新聞」を、パソコン、

スマートフォンやタブレット型端末などのインターネットベースで提供するサービスです。 

購読のためのインターネット環境（パソコン、スマートフォン、タブレット型端末など）は、

株主様ご自身で準備していただく必要があります。 

紙媒体の日刊「株式新聞」は、株主優待の対象ではありません。 

（注３）(2)① 『アラプラス』および②「ALA 含有の健康食品・化粧品」は、海外各国の医薬品、食品

および化粧品に関する法規制等の関係により、無料引換申込券による引換商品および割引購入

申込券による購入商品の発送先は日本国内に限ります。 

（注４）株主優待サービス・商品の概要については、別紙をご参照ください。 

（注５）通常価格合計は、(1) 『株式新聞ウェブ版』と(2)①『アラプラス』の通常販売価格の合計額

です。 

（注６）上表内の金額は、消費税込の金額です。 

（注７）ALA とは： 体内のミトコンドリアで作られるアミノ酸。ヘムやシトクロムと呼ばれるエネル

ギー生産に関与する機能分子の原料となる重要な物質ですが、加齢に伴い生産性が低下するこ

とが知られています。ALA は、焼酎粕や赤ワイン、高麗人参等の食品にも含まれるほか、植物

の葉緑体原料としても知られています。 

 

４．無料引換申込券等の贈呈時期 

(1)『株式新聞ウェブ版』の無料購読クーポン、(2)①『アラプラス』無料引換申込券、および②「ALA

含有の健康食品・化粧品」の割引購入申込券、これら３種の無料引換申込券等を同封し、2017年 3 

月 31 日現在の株主名簿に記載または記録された株主の皆様の登録ご住所に、2017 年４月下旬に郵

送いたします。 

 

５．登録手続、申込手続および期限 

(1) 『株式新聞ウェブ版』の株主優待登録手続 

対象株主様には、2017 年 5月 1日から上記の期日まで『株式新聞ウェブ版』が無料で購読できるク

ーポンを、2017 年４月下旬に、登録ご住所に郵送いたしますので、当社ウェブサイトで、株主優待

購読の登録手続をお願いいたします。 

登録手続の詳細につきましては、無料購読クーポンに同封いたします。 

なお、登録日が 2017 年 5月 2日以降となる場合でも、上記の期日までの優待となります。 

(2) 『アラプラス』および「ALA 含有の健康食品・化粧品」の株主優待申込手続 

① 『アラプラス』の無料引換申込手続 

対象株主様には、『アラプラス』の割引購入申込券を、2017年４月下旬に、登録ご住所に郵送いた

しますので、無料引換申込券に必要事項をご記入のうえ、郵送にて、株主優待無料引換をお申込み

ください。 

無料引換申込券による引換のお申し込み期限は、2017年 7月末日（当日の消印まで有効）とさせて

いただきます。 

無料引換申込券により引換のお申し込みをされた株主様への商品の発送は、概ね次のとおり予定し

ております。  

ⅰ 2017 年 5月末日までに無料引換申込券が到着した分については、2017年 6月下旬に発送 

ⅱ 2017 年 6月末日までに無料引換申込券が到着した分については、2017年 7月下旬に発送 

ⅲ 2017 年 7月末日（当日の消印まで有効）までに無料引換申込券が到着した分については、 

2017年 8月下旬に発送 

② 対象株主様には、「ALA 含有の健康食品・化粧品」の割引購入申込券も、2017年４月下旬に、登

録ご住所に郵送いたしますので、割引購入申込券に必要事項をご記入のうえ、郵送にて、株主優待

割引購入をお申込みください。 

割引購入申込券による購入のお申し込み期限は、2017 年 7月末日（当日の消印まで有効）とさせて

いただきます。 

以 上 

＊＊【本件に関するお問い合わせ先】＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

モーニングスター株式会社 ： http://www.morningstar.co.jp/  管理部  

電話： 03 (6229) 0810 ファクシミリ： 03（3589）7963 メール：mstar@morningstar.co.jp 

http://www.morningstar.co.jp/
mailto:mstar@morningstar.co.jp


                    

 
別紙 

 

【株主優待対象サービス・商品のご紹介】 
 
１ 無料購読クーポンの対象サービス 

『株式新聞ウェブ版』のご紹介 
「株式新聞」は証券専門紙として、独自の情報網を活用し

た取材や徹底した調査・分析により、多くの株式投資家の

みならず証券市場関係者からも高い評価を得ております。 
その内容を少しでも早くインターネットベースで閲覧した

いという投資家ニーズに対応すべく、株式新聞ウェブ版を

2013 年 6 月にサービスを開始いたしました。 
『株式新聞ウェブ版』は、株式市場取引終了後の当日の 17
時 30 分迄に、その日の市場の動きや注目銘柄情報を閲覧す

ることができ、PTS（私設取引システム）の夜間取引が始ま

る前にも情報が取得できます。 
また、スマートフォンやタブレット型端末にも対応し、『株

式新聞ウェブ版』でしか読むことの出来ない『プレミアム

コンテンツ」を提供しております。過去６ヶ月間の掲載記

事を履歴で閲覧でき、記事内容の充実に加えて、利便性の

向上も図り、わかりやすい投資情報をタイムリーに提供す

るツールとなります。 

 
 

 
２① 無料引換申込券の対象商品 
ALA 含有の健康補助食品（サプリメント）『アラプラス』のご紹介 
『アラプラス』は、「今からできる生活習慣」をコンセプト

にした商品です。5-アミノレブリン酸リン酸塩（ALA：注

７）を 1 粒に 5mg 配合し、ALA そのものの良さを体験いた

だける商品となっております。健康維持を心がけている方、

多忙で食事が不規則な方の栄養補給など、今からできる生

活習慣として、ご利用ください。 
 
『アラプラス』の詳細につきましては、SBI アラプロモ株

式会社のウェブサイトをご参照ください。 
（ http://www.sbi-alapromo.co.jp/  ） 

     

 
２② 割引購入申込券の対象商品 

割引購入申込券の対象の「ALA含有の健康補助食品（サプリメント）や化粧品」につきましては、2017

年４月下旬に、「商品のご案内」を割引購入申込券に記載して、お送りいたします。 

なお、SBIアラプロモ株式会社の商品につきましては、同社のウェブサイトをご参照ください。 

（ http://www.5-ala.jp/ ） 

 

http://www.sbi-alapromo.co.jp/
http://www.5-ala.jp/

