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　2017年12月31日現在で100株以上保有いただいております株主のみなさまに、
日頃の感謝のしるしといたしまして、同封の株主優待通知書に記載のとおり、株主さまの
保有株式数と保有期間に応じた「株主優待ポイント」を贈呈いたしますので、本冊子を
ご確認のうえ、コカ･コーラ社製品詰合せや社会貢献活動への寄付などの中から、
お好きな株主優待商品と交換いただきますようご案内申しあげます。
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株主優待サービスの内容

お申し込みの流れ

インターネットご利用お申し込み方法

申込専用はがきご利用お申し込み方法

株主優待サービスご利用規約

商品カタログ

　①コカ･コーラ社製品等

　②社会貢献活動（市村自然塾 九州）への寄付

株主優待サービスのご案内 目次
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株主さまが80株を所有している場合

20株

買増請求
（購入）
の場合

株主さま

株主さま

100株（1単元）
にしたい

買増請求し、単元株式にするメリット
▶株主総会に出席し、議決権を行使できる。
▶株主優待サービスが受けられる。

買取代金

買増代金

買取請求
（売却）
の場合

　株式に関するお手続きについては、以下の表をご参照のうえ、該当の窓口にお問い合わせください。
　❶証券会社に口座をお持ちの株主さまと、❷特別口座の株主さま（証券会社に口座をお持ちでない株主さま）で、
お問い合わせ先が異なる場合がありますのでご注意ください。

　当社株式は1単元100株で
あり、単元未満株式（1～99株）に
ついては市場で売買いただくこと
ができません。そのため、株主さま
におかれましては、当社に対して
100株（1単元）となるよう買増請求
（購入）または単元未満株式を
買取請求（売却）いただけます。
お手続きの方法等のお問い合わ
せは、「2.株式に関するお手続きに
ついて」のお問い合わせ先にお申
し出ください。

❷ 特別口座の株主さま
　（証券会社に口座をお持ちでない株主さま）

特別口座の
口座管理機関

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部

TEL 0120-782-031
（平日9：00～17：00）

三井住友信託銀行株式会社
証券代行部

TEL 0120-782-031
（平日9：00～17：00）

株主名簿管理人 株主名簿管理人

株主さまの口座のある証券会社
● 単元未満株式の買増・買取のご請求
● 届出住所のご変更
● 配当金の受領方法・振込先のご変更

● 支払期間経過後の配当金に関するご照会
● 郵送物（配当金関係書類等）の発送に
 　関するご照会
● 株式に関するその他のお問い合わせ

お手続き、ご照会の内容

20株の
買増請求

80株の
買取請求

2017年12月期
株主優待サービスのご案内

❶ 証券会社に口座をお持ちの株主さま

お問い合わせ先

例

売りたい
（0株にしたい）

株式に関するお知らせ

株式に関するお手続きについて 

単元未満株式の買増・買取請求のお手続きについて

株主優待サービスは、
100株以上保有
いただいている
株主のみなさまが
対象となります。
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2019 【株主優待に関するお問い合わせ先】 株主優待事務局  TEL 0120-99-5610  受付時間 10：00～17：00（ただし、土日祝日・年末年始を除く）

株主優待サービスの内容

●対象となる株主さま
毎年12月31日現在において、当社株主名簿に
記載または記録された株主さまのうち、1単元
（100株）以上を保有する株主さま

対象となる株主さまの保有株式数に応じて、長期
保有優遇ポイントとして30～120ポイントの
追加ポイントを贈呈いたします。

株主優待商品のお申し込みにあたっては、株主さまのご希望にあわせて
お受け取り時期（❶「通常配送」および❷「夏季配送」）をお選びいただけます。

●贈呈時期

株主優待ポイントの概要

翌年3月下旬

3月下旬～9月末

保有株式数に応じて、45～180ポイントを贈呈
いたします。

長期保有優遇制度の対象となる株主さま

3年以上継続して当社株式を
1単元（100株）以上保有する株主さま

1）  毎年12月31日現在において、当社株主名簿に、同一の株主番号で3年
以上継続して1単元（100株）以上記載または記録されている株主さま（同一
の株主番号で3月31日現在、6月30日現在、9月30日現在および12月31日
現在の株主名簿に継続して、13回以上記載または記録されている株主
さま）といたします。
ただし、婚姻および転居に伴う株主名簿の記載内容の変更により、株主
番号が変更となった場合に限り、株主さまからの申請により長期保有優遇
制度の対象といたしますので、当社の株主名簿管理人である三井住友信託
銀行株式会社証券代行部（TEL 0120-782-031 平日9：00～17：00）まで
ご連絡ください。

2）  旧コカ・コーライーストジャパン株式会社の株主さまにつきましては、
これまで同社において、6月30日現在および12月31日現在の年2回のみ
同社株主名簿の記載または記録の確認を行ってきており、3月31日現在
および9月30日現在の株主名簿への記載または記録を確認することは
できませんが、2017年3月31日までの期間については、特例として、この年
2回の株主名簿において、1単元（100株）以上記載または記録を確認する
ことで長期保有優遇制度の適用の可否について判断させていただくことと
いたします。ただし、2017年4月以降は、四半期ごとの株主名簿に記載
または記録があることを長期保有優遇制度の適用条件といたします。

保有株式数
保有期間3年未満 保有期間3年以上

株主優待ポイント ①株主優待ポイント ②長期保有
　優遇ポイント 合計①＋②

45ポイント ＋30ポイント

＋45ポイント

＋60ポイント

＋120ポイント

60ポイント

90ポイント

180ポイント

45ポイント

60ポイント

90ポイント

180ポイント

75ポイント

105ポイント

150ポイント

300ポイント

100株以上     500株未満

500株以上  1,000株未満

1,000株以上  5,000株未満

5,000株以上

通常配送
「通常配送」を選択し、お申し込みいただくと、受付後、1ヵ月程度でお受け取りいただけます。※

〔例〕
※ ただし、在庫切れ、天変地異その他の事由により、お届けに1ヵ月以上を要する場合があります。

（お申し込みは、都度必要です。）

株主優待ポイントを
もらったから、
すぐに申し込もう！

夏休みにやってくる
孫に飲ませてあげたい！

株主優待ポイントが
たくさんあるので、必要なときに、

分けて受け取りたい！

夏季配送
「夏季配送」を選択し、6月29日までにお申し込みいただくと、
7月上旬から中旬にお受け取りいただけます。
〔例〕

株主優待ポイントを60ポイント以上お持ちの株主さまは、
2回以上に分けてお受け取りいただけます。

〔例〕

この商品、暑い夏に
受け取りたいけど、申し込みだけ
先に済ませてしまいたい！

さら
に便
利！

「通常配送」と
「夏季配送」を組み合わせると、

一度のお申し込みで、
お受け取り時期を分けることが

可能です。

基準日および贈呈時期

株主優待サービスの利用期間

株主優待ポイント

長期保有優遇ポイント 株主優待商品のお申し込みおよびお受け取り時期について

2019 【株主優待に関するお問い合わせ先】 株主優待事務局  TEL 0120-99-5610  受付時間 10：00～17：00（ただし、土日祝日・年末年始を除く）

株主優待サービスの内容

●対象となる株主さま
毎年12月31日現在において、当社株主名簿に
記載または記録された株主さまのうち、1単元
（100株）以上を保有する株主さま

対象となる株主さまの保有株式数に応じて、長期
保有優遇ポイントとして30～120ポイントの
追加ポイントを贈呈いたします。

株主優待商品のお申し込みにあたっては、株主さまのご希望にあわせて
お受け取り時期（❶「通常配送」および❷「夏季配送」）をお選びいただけます。

●贈呈時期

株主優待ポイントの概要

翌年3月下旬

3月下旬～9月末

保有株式数に応じて、45～180ポイントを贈呈
いたします。

長期保有優遇制度の対象となる株主さま

3年以上継続して当社株式を
1単元（100株）以上保有する株主さま

1）  毎年12月31日現在において、当社株主名簿に、同一の株主番号で3年
以上継続して1単元（100株）以上記載または記録されている株主さま（同一
の株主番号で3月31日現在、6月30日現在、9月30日現在および12月31日
現在の株主名簿に継続して、13回以上記載または記録されている株主
さま）といたします。
ただし、婚姻および転居に伴う株主名簿の記載内容の変更により、株主
番号が変更となった場合に限り、株主さまからの申請により長期保有優遇
制度の対象といたしますので、当社の株主名簿管理人である三井住友信託
銀行株式会社証券代行部（TEL 0120-782-031 平日9：00～17：00）まで
ご連絡ください。

2）  旧コカ・コーライーストジャパン株式会社の株主さまにつきましては、
これまで同社において、6月30日現在および12月31日現在の年2回のみ
同社株主名簿の記載または記録の確認を行ってきており、3月31日現在
および9月30日現在の株主名簿への記載または記録を確認することは
できませんが、2017年3月31日までの期間については、特例として、この年
2回の株主名簿において、1単元（100株）以上記載または記録を確認する
ことで長期保有優遇制度の適用の可否について判断させていただくことと
いたします。ただし、2017年4月以降は、四半期ごとの株主名簿に記載
または記録があることを長期保有優遇制度の適用条件といたします。

保有株式数
保有期間3年未満 保有期間3年以上

株主優待ポイント ①株主優待ポイント ②長期保有
　優遇ポイント 合計①＋②

45ポイント ＋30ポイント
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1,000株以上  5,000株未満

5,000株以上

通常配送
「通常配送」を選択し、お申し込みいただくと、受付後、1ヵ月程度でお受け取りいただけます。※

〔例〕
※ ただし、在庫切れ、天変地異その他の事由により、お届けに1ヵ月以上を要する場合があります。
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分けて受け取りたい！

夏季配送
「夏季配送」を選択し、6月29日までにお申し込みいただくと、
7月上旬から中旬にお受け取りいただけます。
〔例〕

株主優待ポイントを60ポイント以上お持ちの株主さまは、
2回以上に分けてお受け取りいただけます。

〔例〕

この商品、暑い夏に
受け取りたいけど、申し込みだけ
先に済ませてしまいたい！
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利！

「通常配送」と
「夏季配送」を組み合わせると、

一度のお申し込みで、
お受け取り時期を分けることが

可能です。

基準日および贈呈時期

株主優待サービスの利用期間

株主優待ポイント

長期保有優遇ポイント 株主優待商品のお申し込みおよびお受け取り時期について
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保有ポイントを
ご確認ください

P21
インターネットでの
お申し込みは
こちらです

P23～24
申込専用はがきでの
お申し込みは
こちらです

P25
株主優待サービス
ご利用規約を
ご確認ください

P26
商品カタログから
お選びください

P27～34

保有ポイントを確認する

交換期間：2018年3月28日～9月28日

インターネットで申し込む 申込専用はがきで申し込む

申込期限：2018年9月28日（当日消印有効）申込期限：2018年9月28日17時まで

P23～24 P25

2017年12月31日現在の株主さまの保有
株式数と保有期間に応じて、株主優待ポイント
を贈呈しております。

インターネットをご利用になる場合に必要なユーザIDとパスワード
●前回設定していただいたパスワードは、無効となっております。

1通常配送商品について 2夏季配送商品について

① 夏季配送商品申込期限
2018年6月29日受付分まで

② 夏季配送商品お受け取り期間
2018年7月上旬～中旬② 通常配送商品お受け取り時期

お申し込み受付後、1ヵ月程度

① 通常配送商品申込期限

2018年9月28日（当日消印有効）
・申込専用はがきで申し込む場合
2018年9月28日17時まで
・インターネットで申し込む場合

【株主優待に関するお問い合わせ先】 株主優待事務局  TEL 0120-99-5610  受付時間 10：00～17：00（ただし、土日祝日・年末年始を除く）

お申し込みの流れ

●株主優待ポイントは、次回優待へ繰り越すことができませんのであらかじめご了承願います。
●優待商品と交換されずに交換期間を過ぎた株主優待ポイントにつきましては、社会貢献活動
（市村自然塾 九州）へ全ポイント寄付させていただきます。
●通常配送商品の発送については、お申し込み受付後、1ヵ月程度かかる場合もございますので、
あらかじめご了承願います。
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保有ポイントを
ご確認ください

P21
インターネットでの
お申し込みは
こちらです

P23～24
申込専用はがきでの
お申し込みは
こちらです

P25
株主優待サービス
ご利用規約を
ご確認ください

P26
商品カタログから
お選びください

P27～34

保有ポイントを確認する

交換期間：2018年3月28日～9月28日

インターネットで申し込む 申込専用はがきで申し込む

申込期限：2018年9月28日（当日消印有効）申込期限：2018年9月28日17時まで

P23～24 P25

2017年12月31日現在の株主さまの保有
株式数と保有期間に応じて、株主優待ポイント
を贈呈しております。

インターネットをご利用になる場合に必要なユーザIDとパスワード
●前回設定していただいたパスワードは、無効となっております。

1通常配送商品について 2夏季配送商品について

① 夏季配送商品申込期限
2018年6月29日受付分まで

② 夏季配送商品お受け取り期間
2018年7月上旬～中旬② 通常配送商品お受け取り時期

お申し込み受付後、1ヵ月程度

① 通常配送商品申込期限

2018年9月28日（当日消印有効）
・申込専用はがきで申し込む場合
2018年9月28日17時まで
・インターネットで申し込む場合

【株主優待に関するお問い合わせ先】 株主優待事務局  TEL 0120-99-5610  受付時間 10：00～17：00（ただし、土日祝日・年末年始を除く）

お申し込みの流れ

●株主優待ポイントは、次回優待へ繰り越すことができませんのであらかじめご了承願います。
●優待商品と交換されずに交換期間を過ぎた株主優待ポイントにつきましては、社会貢献活動
（市村自然塾 九州）へ全ポイント寄付させていただきます。
●通常配送商品の発送については、お申し込み受付後、1ヵ月程度かかる場合もございますので、
あらかじめご了承願います。
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●株主優待サイトでは、商品詳細情報がご覧いただけます。

登録住所以外の住所に
お届けの場合は、

「新しいお届け先を追加する」
ボタンをクリック

申込内容を確認し、
「申し込む」ボタンをクリック

通常配送商品の発送については、お申し込み受付後、
1ヵ月程度かかる場合もございますので、あらかじめ
ご了承願います。

https://www.ccbj-holdings.com/

ご利用規約を確認のうえ、
「規約に同意して登録」ボタンを

クリック

株主優待サイトへログインおよびサービス利用登録 優待商品を申し込む

コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス株式会社の
公式ホームページへアクセス！

株主優待サイト
トップページでログイン ご利用規約の確認

サービス利用登録完了

ログイン後
トップページ 商品一覧表示 商品詳細 カゴの中の確認

お届け先の入力・確認 申込内容の確認 申込完了サービス利用登録確認サービス利用登録

株主優待通知書記載の
ユーザIDとパスワードを入力し、
「ログイン」ボタンをクリック「株主優待サイト」を

クリック

フリガナ、
電話番号、

メールアドレス
などを入力

ご自身で新しい
パスワードを
設定し、入力

「確認ページへ」
ボタンをクリック

登録内容を確認し、
「登録完了へ」ボタンをクリック

お届け先住所を選択し、
「選択したお届け先に送る」

ボタンをクリック

「申込手続きへ」
ボタンをクリック

「カゴに入れる」
ボタンをクリック

詳細情報を見たい商品を選択

数量を入力

ログイン後トップ
ページから、気になる
商品カテゴリーを選択

他の商品を選択する場合は、 
「他の商品を見る」ボタンをクリック

（複数選択も可能です。）

●株主優待ポイントは、次回優待へ繰り越すことができま
せんのであらかじめご了承願います。
●優待商品と交換されずに交換期間を過ぎた株主優待
ポイントにつきましては、社会貢献活動（市村自然塾 九州）
へ全ポイント寄付させていただきます。

この画面まで表示されると、
商品申込が可能となります。

【株主優待に関するお問い合わせ先】 株主優待事務局  TEL 0120-99-5610  受付時間 10：00～17：00（ただし、土日祝日・年末年始を除く）

（注）前回ご利用いただきました株主さまも、再度、サービス利用登録の必要がございます。

・通常配送商品申込期限：2018年9月28日17時まで
・夏季配送商品申込期限：2018年6月29日受付分まで

インターネットご利用お申し込み方法
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●株主優待サイトでは、商品詳細情報がご覧いただけます。

登録住所以外の住所に
お届けの場合は、

「新しいお届け先を追加する」
ボタンをクリック

申込内容を確認し、
「申し込む」ボタンをクリック

通常配送商品の発送については、お申し込み受付後、
1ヵ月程度かかる場合もございますので、あらかじめ
ご了承願います。

https://www.ccbj-holdings.com/

ご利用規約を確認のうえ、
「規約に同意して登録」ボタンを

クリック

株主優待サイトへログインおよびサービス利用登録 優待商品を申し込む

コカ・コーラ ボトラーズジャパン
ホールディングス株式会社の
公式ホームページへアクセス！

株主優待サイト
トップページでログイン ご利用規約の確認

サービス利用登録完了

ログイン後
トップページ 商品一覧表示 商品詳細 カゴの中の確認

お届け先の入力・確認 申込内容の確認 申込完了サービス利用登録確認サービス利用登録

株主優待通知書記載の
ユーザIDとパスワードを入力し、
「ログイン」ボタンをクリック「株主優待サイト」を

クリック

フリガナ、
電話番号、

メールアドレス
などを入力

ご自身で新しい
パスワードを
設定し、入力

「確認ページへ」
ボタンをクリック

登録内容を確認し、
「登録完了へ」ボタンをクリック

お届け先住所を選択し、
「選択したお届け先に送る」

ボタンをクリック

「申込手続きへ」
ボタンをクリック

「カゴに入れる」
ボタンをクリック

詳細情報を見たい商品を選択

数量を入力

ログイン後トップ
ページから、気になる
商品カテゴリーを選択

他の商品を選択する場合は、 
「他の商品を見る」ボタンをクリック

（複数選択も可能です。）

●株主優待ポイントは、次回優待へ繰り越すことができま
せんのであらかじめご了承願います。
●優待商品と交換されずに交換期間を過ぎた株主優待
ポイントにつきましては、社会貢献活動（市村自然塾 九州）
へ全ポイント寄付させていただきます。

この画面まで表示されると、
商品申込が可能となります。

【株主優待に関するお問い合わせ先】 株主優待事務局  TEL 0120-99-5610  受付時間 10：00～17：00（ただし、土日祝日・年末年始を除く）

（注）前回ご利用いただきました株主さまも、再度、サービス利用登録の必要がございます。

・通常配送商品申込期限：2018年9月28日17時まで
・夏季配送商品申込期限：2018年6月29日受付分まで

インターネットご利用お申し込み方法



2625 【株主優待に関するお問い合わせ先】 株主優待事務局  TEL 0120-99-5610  受付時間 10：00～17：00（ただし、土日祝日・年末年始を除く）

次ページのご利用規約をご確認ください。

株主優待通知書で株主優待ポイントをご確認ください。

本冊子P27～34に掲載の商品から保有ポイント内で
お好きな商品をお選びください。
（複数選択も可能です。）

●株主優待ポイントは、次回優待へ繰り越すことができませんのであらかじめご了承願います。
●優待商品と交換されずに交換期間を過ぎた株主優待ポイントにつきましては、社会貢献活動（市村自然塾 九州）へ
全ポイント寄付させていただきます。

お受け取り先を株主さまのご登録
ご住所以外に指定される場合
お受け取り先のお名前・ご住所・お電話
番号すべてをご記入ください。
●なお、商品のお受け取り先が2ヵ所以上となる場合は、
　株主優待事務局（TEL 0120-99-5610）までご相談ください。

● お申し込み後の取り消し・変更はできません。
● 配送日時および配送業者の指定はできません。
● 複数商品をお申し込みの場合、別配送になることがございます。
● 商品が在庫切れの場合は、こちらからご連絡いたします。
● 商品は、リニューアル等により、パッケージ、仕様および本数等が
変更となる場合がございます。

● 商品によっては、お受け取り時期が異なる場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

赤字の部分がご記入例です● 申込専用はがき記入例　

・通常配送商品申込期限：2018年9月28日（当日消印有効）
・夏季配送商品申込期限：2018年6月29日受付分まで

株主優待通知書を紛失した場合は、株主優待事務局（TEL 0120-99-5610）まで
お問い合わせください。

株主優待通知書付属の申込専用はがきに必要事項をご記入
ください。記入方法は、下の記入例をご覧ください。

同封の個人情報保護シールを申込専用はがきの個人情報
面に貼付し、ご投函ください。

通常配送商品の発送については、お申し込み受付後、1ヵ月程度
かかる場合もございますので、あらかじめご了承願います。

カブヌシ 　 タ  ロウ

000 000 0000

000 000 0000

75

75

30

45

C 0 0 7

C 0 3 8

1

1

000    000　　 　　  △△

40

株主  太郎

カブヌシ 　ハナ  コ

株主  花子

〒000-000
○○市○区○町○-○-○

○○市○区○町○-○-○

ご注意ください

株主優待サービスご利用規約申込専用はがきご利用お申し込み方法

（目的）
第1条

（定義）
第2条

（規約の改定）
第3条

（ポイント発行数）
第4条

（ポイントの有効期限）
第5条

（本サービス利用条件）
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（優待商品の変更）
第7条

（サービス利用期間）
第8条

（サービス停止期間）
第9条

（本規約の同意および情報の登録）
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（ユーザIDおよびパスワードの利用条件）
第11条

（パスワードの再発行）
第12条

（ポイントの使用）
第13条

（商品の配送）
第14条

（ポイントの寄付）
第15条

（交換および寄付の取り消しまたは変更）
第16条

（返品または交換）
第17条

（株主名簿に記録された情報の変更）
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第一章　　総　　則　　　　　　　

本規約は、当社が実施する株主優待制度および株主優待サービス利用に関する諸条件を定めることを目的と
する。

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
株主優待サービス（以下、本サービスという。）
株主優待ポイントを有する株主が、インターネット上の当社株主優待サイトまたは申込専用はがきで、株主
優待ポイントを優待商品と交換し、優待商品を受け取るサービスをいう。
株主優待ポイント（以下、ポイントという。）
当社が、本サービスを実施するために株主優待ポイント発行基準日における株主に対し、保有株式数と
保有期間に応じて発行するポイントをいう。
株主優待ポイント発行基準日（以下、基準日という。）
基準日は12月31日とする。
株主優待ポイント発行対象者（以下、対象者という。）
基準日における同日最終の当社株主名簿に記録された株主であって、当社株式100株以上を有する
株主とする。
ポイントは、株主名簿に記録された株主番号により区別された株主毎に発行する。
保有株式数
対象者が保有する基準日現在における株主名簿に記録された株式数をいう。
保有株式期間
対象者が、株主名簿に記載された日から基準日まで継続して1単元（100株）以上、当社株式を保有
している期間をいう。
株主優待サイト
当社がインターネット上に開設する株主優待に係るポイント交換手続きや、優待商品の情報提供などを行う
ためのサイトをいう。
優待商品
対象者が保有するポイントと交換するための商品をいう。
サービス利用期間
ポイントと優待商品との交換が可能な期間をいう。
サービス停止期間
メンテナンスその他、本サービスの管理のために、当社が本サービスの提供を停止する期間および時間を
総称していう。
株主優待通知書
対象者に対し、発行するポイント数その他、本サービスを受けるために必要な情報を通知するための書面
をいう。
株主優待通知書は、毎基準日後に、株主名簿に記録された情報に基づき、対象者に送付する。
株主優待通知書には、以下の内容を記載する。
　氏名、住所、保有株式数、ポイント数、ユーザID、パスワード
ユーザID
対象者が本サービス利用に際し、真の対象者であることを識別するために、当社が対象者に割り当てる
符号をいう。
パスワード
対象者が本サービス利用に際し、ユーザIDと組み合わせて、真の対象者であることを識別するために
用いる符号をいう。
夏季配送商品
第8条2項に掲げる期間にポイントと交換できる、特定の商品をいう。（第14条4項に従い配送する。）

当社は、本規約を随時改定することができるものとする。

第二章　　制　　度　　　　　　　

対象者に発行するポイント数は次のとおりとする。
　　　保有株式数 　　　　　　　　　　株主優待ポイント 保有期間3年未満 保有期間3年以上（※）
・100株以上500株未満 45ポイント 75ポイント
・500株以上1,000株未満 60ポイント 105ポイント
・1,000株以上5,000株未満 90ポイント 150ポイント
・5,000株以上 180ポイント 300ポイント
※保有期間3年以上の対象者とは、毎年12月31日現在において、同一の株主番号で3月31日現在、6月30日現在、
　9月30日現在および12月31日現在の株主名簿に継続して13回以上記載または記録されている株主とする
※旧コカ・コーライーストジャパン株式会社の株主に関して、2017年3月31日までの同社において、6月30日現在
および12月31日現在の年2回のみ同社株主名簿の記載または記録の確認を行ってきており、3月31日現在および
9月30日現在の株主名簿への記載または記録を確認できないが、2017年3月31日までの期間については、特例
として、この年2回の株主名簿において、1単元（100株）以上の記載または記録を確認することで長期保有
優遇制度の適用の可否について判断する。ただし、2017年4月以降は、四半期ごとの株主名簿に記載または
記録があることを長期保有優遇制度の適用条件とする。

ポイントの有効期限は、第8条に掲げる各基準日のサービス利用期間終了時とする。
優待商品と交換されずに有効期限を迎えたポイントについては、第15条に掲げるポイントの寄付の申し出が
あったものとみなし、当社が選定する寄付対象団体に寄付を行う。
ポイントの有効期限内であっても、サービス停止期間中は本サービスを利用できない。

本サービスは、対象者が、パソコンからインターネットを通じ、株主優待サイトにおいて所定の手続きをする
ことにより利用できるものとする。
ただし、インターネットを利用しない対象者については、「株主のみなさまへ」内の「株主優待サービスのご案内」
から商品を選び、申込専用はがきにて利用できるものとする。
インターネットへの接続その他、本サービスを利用するために必要な事項については、対象者において準備
するものとする。当社が推奨環境として提示する以外のOS・ブラウザ環境で本サービスを利用した場合、
サービスを利用できないことがある。推奨環境は株主優待サイト上のご利用ガイドに記載のとおりとする。

当社は、対象者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスで提供する優待商品を変更できる
ものとする。

第三章　　サービスの利用　　　　　　　

次の期間をサービス利用期間とする。このうち第9条各号に掲げる期間についてはサービスを停止することがある。
12月31日基準日のサービス利用期間は、発送日（3月下旬）後の当社が定めた任意の日から9月30日
17時（土曜日、日曜日、祝祭日の場合は直前の平日）までの間

夏季配送商品のサービス利用期間は、発送日（3月下旬）後の当社が定めた任意の日から6月30日17時
（土曜日、日曜日、祝祭日の場合は直前の平日）までの間

次の各号に掲げる期間については、サービス利用期間内であっても当社は本サービスを停止する。
週次メンテナンスのため、毎週1時間
その他臨時メンテナンスの必要が生じた場合、その作業に要する期間

サービスの停止についての情報は、株主優待サイトにおいて掲示する。

対象者が初めて本サービスを利用する時は、次の事項を行わなければならない。
本規約の同意
情報の登録（氏名フリガナ・電話番号・生年月日・性別・メールアドレスなど）

ユーザIDおよびパスワードは、対象者本人のみが利用できるものとし、他人への譲渡または貸与はできない
ものとする。
対象者は、株主優待通知書に記載されたパスワードを速やかに変更し、ユーザIDとともに、自らの責任に
おいて管理しなければならない。

対象者が株主優待通知書を紛失した場合、またはパスワードを失念した場合、対象者の請求により、株主
優待事務局にて本人確認を行ったうえ、ユーザIDおよび再発行したパスワードを登録済みの住所あて書面
の郵送により通知する。
株主優待サイトよりパスワード再発行のお手続きを行った場合は、再発行されたパスワードは、登録されたメール
アドレスへ送信して通知する。
ただし、メールアドレスの登録がない場合は、登録済みの住所あて書面の郵送により通知する。
対象者は、再発行されたパスワードを受領した場合、速やかに変更し、自らの責任において管理しなければ
ならない。

対象者は、その保有するポイントを、優待商品と交換することができる。
対象者は、その保有するポイントを、優待商品との交換にかえて、当社が指定する団体に寄付することができる。

ポイントと交換した通常優待商品は、株主名簿に記録された住所に配送する。
ただし、ポイント交換時に配送先を指定した場合は、指定した住所へ配送する。
配送先は日本国内とする。
ポイントと交換した通常配送商品は、原則として申込受付後1ヵ月程度で株主名簿に記録された住所または
対象者の指定した住所に配送するものとする。
ただし、在庫切れ、天変地異その他の事由により、到着に1ヵ月以上を要する場合がある。
ポイントと交換した夏季配送商品は、7月上旬から中旬に株主名簿に記録された住所または対象者の指定した
住所に配送するものとする。
本サービスにおいて、配送日時の指定はできない。

対象者が、その保有するポイントで寄付を申し出た場合の手続きは、以下のとおりとする。
寄付の対象先は、当社が選定し、株主優待サイトおよび「株主のみなさまへ」内の「株主優待サービスの
ご案内」に掲載した団体等（以下、寄付対象団体という。）とする。
対象者は、当社に対し、株主優待サイトあるいは申込専用はがきにて、寄付対象団体および寄付する
ポイント数を申し出る。
当社は、その期間中に申し出のあったポイントを合計して、1ポイントを60円で換算した金額で、指定された
寄付対象団体に寄付を行う。
寄付の実行は、寄付対象団体の募集の時期にあわせて行うものとする。具体的な時期は、株主優待
サイトおよび「株主のみなさまへ」内の「株主優待サービスのご案内」に掲載する寄付対象団体の説明に
おいて記載する。
寄付の名義は「コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社（株主寄付口）」とし、寄付者個人の
名前は表示しない。
また、寄付者に対し、寄付についての領収書等の発行は行わない。
寄付の結果の報告は、寄付を行った後、当社ホームページにその内容を掲載するとともに、3月下旬に
全株主へ送付する「株主のみなさまへ」に掲載する。

ポイントと商品の交換手続きあるいは寄付の手続きを行った後には、その取り消しまたは変更を行うことは
できない。

ポイントと交換した商品の返品または交換はできないものとする。
ただし、商品に汚損、破損その他、対象者の責によらない瑕疵がある場合は、対象者が商品受け取り後
1週間以内に当社へ申し出ることにより、返品または交換できるものとする。

第四章　　そ　の　他　　　　　　　

株主名簿に記録された住所や氏名などの変更は、取り扱い証券会社（特別口座開設株主については三井住友
信託銀行）において行うものとする。株主名簿に記録された情報は、本サービスでは変更することができない。
株主名簿に記録された対象者の氏名、住所中に、一般にコンピュータにおいて使用される以外の文字が
含まれている場合、本サービスにおいては対象者に同意を得ることなく、一般にコンピュータにおいて使用
される文字に変換して表示する。

本サービスにおいて当社が入手した個人情報については、個人情報に関する法令、規範および当社の個人
情報保護方針に則り適正に管理する。
当社は、株主名簿による株主情報、当サービスにおいて対象者が登録した各種個人情報は、本サービスの
管理運営および本サービスに係る統計資料作成など、本サービスに関連する業務においてのみ使用する。
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を外部に委託することができる。
業務を外部へ委託する場合、当社は委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結のうえ、個人情報の
保護に関し、委託先の適切な監督に努める。

当社は、3ヵ月以上前に公表した上で、サービスを任意に廃止できるものとする。
本サービス廃止の日をもって、対象者の有するポイントは無効となる。
対象者は、当社に対し無効となったポイントについての権利を請求することはできない。

対象者は、第11条に記載したユーザIDおよびパスワードの利用条件を遵守するものとし、対象者のユーザID
およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者の不正利用などによる損害については、当社は
一切その責を負わないものとする。
株主優待通知書および優待商品については、当社は第14条に従い配送するものとし、対象者の転居などに
よる住所変更およびポイント交換時の住所の誤記入（誤入力）による不着については、当社は一切その責を
負わないものとする。

2625 【株主優待に関するお問い合わせ先】 株主優待事務局  TEL 0120-99-5610  受付時間 10：00～17：00（ただし、土日祝日・年末年始を除く）

次ページのご利用規約をご確認ください。

株主優待通知書で株主優待ポイントをご確認ください。

本冊子P27～34に掲載の商品から保有ポイント内で
お好きな商品をお選びください。
（複数選択も可能です。）

●株主優待ポイントは、次回優待へ繰り越すことができませんのであらかじめご了承願います。
●優待商品と交換されずに交換期間を過ぎた株主優待ポイントにつきましては、社会貢献活動（市村自然塾 九州）へ
全ポイント寄付させていただきます。

お受け取り先を株主さまのご登録
ご住所以外に指定される場合
お受け取り先のお名前・ご住所・お電話
番号すべてをご記入ください。
●なお、商品のお受け取り先が2ヵ所以上となる場合は、
　株主優待事務局（TEL 0120-99-5610）までご相談ください。

● お申し込み後の取り消し・変更はできません。
● 配送日時および配送業者の指定はできません。
● 複数商品をお申し込みの場合、別配送になることがございます。
● 商品が在庫切れの場合は、こちらからご連絡いたします。
● 商品は、リニューアル等により、パッケージ、仕様および本数等が
変更となる場合がございます。

● 商品によっては、お受け取り時期が異なる場合がございますので、
あらかじめご了承ください。

赤字の部分がご記入例です● 申込専用はがき記入例　

・通常配送商品申込期限：2018年9月28日（当日消印有効）
・夏季配送商品申込期限：2018年6月29日受付分まで

株主優待通知書を紛失した場合は、株主優待事務局（TEL 0120-99-5610）まで
お問い合わせください。

株主優待通知書付属の申込専用はがきに必要事項をご記入
ください。記入方法は、下の記入例をご覧ください。

同封の個人情報保護シールを申込専用はがきの個人情報
面に貼付し、ご投函ください。

通常配送商品の発送については、お申し込み受付後、1ヵ月程度
かかる場合もございますので、あらかじめご了承願います。
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第一章　　総　　則　　　　　　　

本規約は、当社が実施する株主優待制度および株主優待サービス利用に関する諸条件を定めることを目的と
する。

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用する。
株主優待サービス（以下、本サービスという。）
株主優待ポイントを有する株主が、インターネット上の当社株主優待サイトまたは申込専用はがきで、株主
優待ポイントを優待商品と交換し、優待商品を受け取るサービスをいう。
株主優待ポイント（以下、ポイントという。）
当社が、本サービスを実施するために株主優待ポイント発行基準日における株主に対し、保有株式数と
保有期間に応じて発行するポイントをいう。
株主優待ポイント発行基準日（以下、基準日という。）
基準日は12月31日とする。
株主優待ポイント発行対象者（以下、対象者という。）
基準日における同日最終の当社株主名簿に記録された株主であって、当社株式100株以上を有する
株主とする。
ポイントは、株主名簿に記録された株主番号により区別された株主毎に発行する。
保有株式数
対象者が保有する基準日現在における株主名簿に記録された株式数をいう。
保有株式期間
対象者が、株主名簿に記載された日から基準日まで継続して1単元（100株）以上、当社株式を保有
している期間をいう。
株主優待サイト
当社がインターネット上に開設する株主優待に係るポイント交換手続きや、優待商品の情報提供などを行う
ためのサイトをいう。
優待商品
対象者が保有するポイントと交換するための商品をいう。
サービス利用期間
ポイントと優待商品との交換が可能な期間をいう。
サービス停止期間
メンテナンスその他、本サービスの管理のために、当社が本サービスの提供を停止する期間および時間を
総称していう。
株主優待通知書
対象者に対し、発行するポイント数その他、本サービスを受けるために必要な情報を通知するための書面
をいう。
株主優待通知書は、毎基準日後に、株主名簿に記録された情報に基づき、対象者に送付する。
株主優待通知書には、以下の内容を記載する。
　氏名、住所、保有株式数、ポイント数、ユーザID、パスワード
ユーザID
対象者が本サービス利用に際し、真の対象者であることを識別するために、当社が対象者に割り当てる
符号をいう。
パスワード
対象者が本サービス利用に際し、ユーザIDと組み合わせて、真の対象者であることを識別するために
用いる符号をいう。
夏季配送商品
第8条2項に掲げる期間にポイントと交換できる、特定の商品をいう。（第14条4項に従い配送する。）

当社は、本規約を随時改定することができるものとする。

第二章　　制　　度　　　　　　　

対象者に発行するポイント数は次のとおりとする。
　　　保有株式数 　　　　　　　　　　株主優待ポイント 保有期間3年未満 保有期間3年以上（※）
・100株以上500株未満 45ポイント 75ポイント
・500株以上1,000株未満 60ポイント 105ポイント
・1,000株以上5,000株未満 90ポイント 150ポイント
・5,000株以上 180ポイント 300ポイント
※保有期間3年以上の対象者とは、毎年12月31日現在において、同一の株主番号で3月31日現在、6月30日現在、
　9月30日現在および12月31日現在の株主名簿に継続して13回以上記載または記録されている株主とする
※旧コカ・コーライーストジャパン株式会社の株主に関して、2017年3月31日までの同社において、6月30日現在
および12月31日現在の年2回のみ同社株主名簿の記載または記録の確認を行ってきており、3月31日現在および
9月30日現在の株主名簿への記載または記録を確認できないが、2017年3月31日までの期間については、特例
として、この年2回の株主名簿において、1単元（100株）以上の記載または記録を確認することで長期保有
優遇制度の適用の可否について判断する。ただし、2017年4月以降は、四半期ごとの株主名簿に記載または
記録があることを長期保有優遇制度の適用条件とする。

ポイントの有効期限は、第8条に掲げる各基準日のサービス利用期間終了時とする。
優待商品と交換されずに有効期限を迎えたポイントについては、第15条に掲げるポイントの寄付の申し出が
あったものとみなし、当社が選定する寄付対象団体に寄付を行う。
ポイントの有効期限内であっても、サービス停止期間中は本サービスを利用できない。

本サービスは、対象者が、パソコンからインターネットを通じ、株主優待サイトにおいて所定の手続きをする
ことにより利用できるものとする。
ただし、インターネットを利用しない対象者については、「株主のみなさまへ」内の「株主優待サービスのご案内」
から商品を選び、申込専用はがきにて利用できるものとする。
インターネットへの接続その他、本サービスを利用するために必要な事項については、対象者において準備
するものとする。当社が推奨環境として提示する以外のOS・ブラウザ環境で本サービスを利用した場合、
サービスを利用できないことがある。推奨環境は株主優待サイト上のご利用ガイドに記載のとおりとする。

当社は、対象者への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスで提供する優待商品を変更できる
ものとする。

第三章　　サービスの利用　　　　　　　

次の期間をサービス利用期間とする。このうち第9条各号に掲げる期間についてはサービスを停止することがある。
12月31日基準日のサービス利用期間は、発送日（3月下旬）後の当社が定めた任意の日から9月30日
17時（土曜日、日曜日、祝祭日の場合は直前の平日）までの間

夏季配送商品のサービス利用期間は、発送日（3月下旬）後の当社が定めた任意の日から6月30日17時
（土曜日、日曜日、祝祭日の場合は直前の平日）までの間

次の各号に掲げる期間については、サービス利用期間内であっても当社は本サービスを停止する。
週次メンテナンスのため、毎週1時間
その他臨時メンテナンスの必要が生じた場合、その作業に要する期間

サービスの停止についての情報は、株主優待サイトにおいて掲示する。

対象者が初めて本サービスを利用する時は、次の事項を行わなければならない。
本規約の同意
情報の登録（氏名フリガナ・電話番号・生年月日・性別・メールアドレスなど）

ユーザIDおよびパスワードは、対象者本人のみが利用できるものとし、他人への譲渡または貸与はできない
ものとする。
対象者は、株主優待通知書に記載されたパスワードを速やかに変更し、ユーザIDとともに、自らの責任に
おいて管理しなければならない。

対象者が株主優待通知書を紛失した場合、またはパスワードを失念した場合、対象者の請求により、株主
優待事務局にて本人確認を行ったうえ、ユーザIDおよび再発行したパスワードを登録済みの住所あて書面
の郵送により通知する。
株主優待サイトよりパスワード再発行のお手続きを行った場合は、再発行されたパスワードは、登録されたメール
アドレスへ送信して通知する。
ただし、メールアドレスの登録がない場合は、登録済みの住所あて書面の郵送により通知する。
対象者は、再発行されたパスワードを受領した場合、速やかに変更し、自らの責任において管理しなければ
ならない。

対象者は、その保有するポイントを、優待商品と交換することができる。
対象者は、その保有するポイントを、優待商品との交換にかえて、当社が指定する団体に寄付することができる。

ポイントと交換した通常優待商品は、株主名簿に記録された住所に配送する。
ただし、ポイント交換時に配送先を指定した場合は、指定した住所へ配送する。
配送先は日本国内とする。
ポイントと交換した通常配送商品は、原則として申込受付後1ヵ月程度で株主名簿に記録された住所または
対象者の指定した住所に配送するものとする。
ただし、在庫切れ、天変地異その他の事由により、到着に1ヵ月以上を要する場合がある。
ポイントと交換した夏季配送商品は、7月上旬から中旬に株主名簿に記録された住所または対象者の指定した
住所に配送するものとする。
本サービスにおいて、配送日時の指定はできない。

対象者が、その保有するポイントで寄付を申し出た場合の手続きは、以下のとおりとする。
寄付の対象先は、当社が選定し、株主優待サイトおよび「株主のみなさまへ」内の「株主優待サービスの
ご案内」に掲載した団体等（以下、寄付対象団体という。）とする。
対象者は、当社に対し、株主優待サイトあるいは申込専用はがきにて、寄付対象団体および寄付する
ポイント数を申し出る。
当社は、その期間中に申し出のあったポイントを合計して、1ポイントを60円で換算した金額で、指定された
寄付対象団体に寄付を行う。
寄付の実行は、寄付対象団体の募集の時期にあわせて行うものとする。具体的な時期は、株主優待
サイトおよび「株主のみなさまへ」内の「株主優待サービスのご案内」に掲載する寄付対象団体の説明に
おいて記載する。
寄付の名義は「コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社（株主寄付口）」とし、寄付者個人の
名前は表示しない。
また、寄付者に対し、寄付についての領収書等の発行は行わない。
寄付の結果の報告は、寄付を行った後、当社ホームページにその内容を掲載するとともに、3月下旬に
全株主へ送付する「株主のみなさまへ」に掲載する。

ポイントと商品の交換手続きあるいは寄付の手続きを行った後には、その取り消しまたは変更を行うことは
できない。

ポイントと交換した商品の返品または交換はできないものとする。
ただし、商品に汚損、破損その他、対象者の責によらない瑕疵がある場合は、対象者が商品受け取り後
1週間以内に当社へ申し出ることにより、返品または交換できるものとする。

第四章　　そ　の　他　　　　　　　

株主名簿に記録された住所や氏名などの変更は、取り扱い証券会社（特別口座開設株主については三井住友
信託銀行）において行うものとする。株主名簿に記録された情報は、本サービスでは変更することができない。
株主名簿に記録された対象者の氏名、住所中に、一般にコンピュータにおいて使用される以外の文字が
含まれている場合、本サービスにおいては対象者に同意を得ることなく、一般にコンピュータにおいて使用
される文字に変換して表示する。

本サービスにおいて当社が入手した個人情報については、個人情報に関する法令、規範および当社の個人
情報保護方針に則り適正に管理する。
当社は、株主名簿による株主情報、当サービスにおいて対象者が登録した各種個人情報は、本サービスの
管理運営および本サービスに係る統計資料作成など、本サービスに関連する業務においてのみ使用する。
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を外部に委託することができる。
業務を外部へ委託する場合、当社は委託先との間で個人情報保護に関する契約を締結のうえ、個人情報の
保護に関し、委託先の適切な監督に努める。

当社は、3ヵ月以上前に公表した上で、サービスを任意に廃止できるものとする。
本サービス廃止の日をもって、対象者の有するポイントは無効となる。
対象者は、当社に対し無効となったポイントについての権利を請求することはできない。

対象者は、第11条に記載したユーザIDおよびパスワードの利用条件を遵守するものとし、対象者のユーザID
およびパスワードの管理不十分、使用上の過誤または第三者の不正利用などによる損害については、当社は
一切その責を負わないものとする。
株主優待通知書および優待商品については、当社は第14条に従い配送するものとし、対象者の転居などに
よる住所変更およびポイント交換時の住所の誤記入（誤入力）による不着については、当社は一切その責を
負わないものとする。
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ザ・タンサン・ストロング 21本

ザ・タンサン・ストロング 490mlPET×21本

45
ポイント

30
ポイント

【お願い】 製品には賞味期間がありますので、賞味期間内にお飲みいただきますようお願いいたします。 【お知らせ】 製品は、リニューアル等によりパッケージ、仕様および本数等が変更となる場合がございます。

1886年に米国ジョージア州アトランタ
で誕生した「コカ･コーラ」は、今も昔も
変わらず、炭酸の刺激と独特の味わいで、
のどの渇きを癒すだけでなく、ココロと
カラダの両方をリフレッシュし、前向きな
楽しい気分へとスイッチしてくれます。

スポーツ飲料「アクエリアス（Aquarius）」
は、1983年4月に発売を開始しました。
その名前は、英語で星座の水がめ座を意味
します。また、Aquaにはラテン語で、水、
液体の意味があり、水分や電解質などを
カラダに供給するアイソトニック飲料の
イメージにピッタリの語感をもっています。

「コカ･コーラ ゼロ」は、「コカ･コーラ」
ならではの味わいを炭酸の強い刺激と
ともに糖類ゼロ、カロリーゼロで味わえる
製品として、2005年に米国で発売され
ました。2007年6月の日本発売以来、
「コカ･コーラ」ならではの特別なおいしさ
を、カロリーゼロ・保存料ゼロ・合成香料
ゼロで提供してきました。

「コカ・コーラ プラス」は、食事から
摂取した脂肪の吸収を抑え、食後の
血中中性脂肪の上昇をおだやかにする
難消化性デキストリン（食物繊維）を
配合した、おいしさと機能性を兼ね備えた
「コカ・コーラ」史上初の特定保健用
食品です。

ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ 12本

コカ・コーラ 500mlPET×12本

コカ・コーラ 18本

コカ・コーラ 500mlPET×18本

C501

C518

C007

C014

夏季配送

炭酸飲料

スポーツ飲料

コカ･コーラ

アクエリアス

コカ・コーラ ゼロ

ポイント数 商品名通常配送

アクエリアス 12本

アクエリアス 500mlPET×12本

ザ・タンサン・ストロング 14本

ザ・タンサン・ストロング 490mlPET×14本

アクエリアス 18本

アクエリアス 500mlPET×18本

C625

C632

C121

C138

夏季配送

ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ ゼロ 12本

コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×12本

コカ・コーラ ゼロ 18本

コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×18本

C525

C532

C021

C038

夏季配送

コカ・コーラ プラス

「ザ・タンサン・ストロング」は、2018年
3月新発売の日本コカ・コーラ史上最高
のガスボリュームで、“刺激”と“おいしさ”
が両立した、ゼロカロリー・無糖・ノン
カフェインの究極の強炭酸水です。“水”
に加えさらに“泡”までろ過を重ねて磨き
上げ、キレのある究極の炭酸水のおいしさ
を追求して作られました。

ザ・タンサン・ストロング
お申し込み
受付後、
約1ヵ月で
お届け

7月上旬～
中旬頃に
お届け

ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ詰合せ 12本
コカ・コーラ 500mlPET×4本
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×４本
コカ・コーラ プラス 470mlPET×4本

コカ・コーラ詰合せ 18本
コカ・コーラ 500mlPET×6本
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×6本
コカ・コーラ プラス 470mlPET×6本

C563

C570

C069

C076

夏季配送「コカ・コーラ」、「コカ・コーラ ゼロ」、
「コカ・コーラ プラス」を詰合せにしました。
［コカ・コーラ］
●原材料名：糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）/炭酸、力ラメル
色素、酸味料、香料、カフェイン●種類：炭酸飲料
●エネルギー：45kcal/100ml●賞味期間：製造日より５ヵ月
［コカ・コーラ ゼロ］ 
●原材料名：炭酸、力ラメル色素、酸味料、甘味料（スクラロース、
アセスルファムK）、香料、カフェイン●種類：炭酸飲料
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より５ヵ月
［コカ・コーラ プラス］
●原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）/炭酸、力ラメル色素、
酸味料、甘味料（アスパルテーム、Ｌ－フェニルアラニン化合物、
アセスルファムK、スクラロース）、香料、カフェイン●種類：炭酸飲料
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より５ヵ月

コカ・コーラ詰合せ

ポイント数 商品名通常配送

C587

C594

C083

C090

夏季配送

ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ プラス 12本

コカ・コーラ プラス 470mlPET×12本

コカ・コーラ プラス 18本

コカ・コーラ プラス 470mlPET×18本

C549

C556

C045

C052

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

30
ポイント

商品カタログ　①コカ･コーラ社製品等

フルーティーなおいしさと弾ける楽しさをお届け
する「ファンタ」と、「ザ・タンサン・ストロング」を
詰合せにしました。

炭酸飲料詰合せ

［ファンタ オレンジ］
●原材料名：果糖ぶどう糖液糖、オレンジ果汁、オレンジエキス、
香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、甘味料（ステビア）
●種類：炭酸飲料●エネルギー：46kcal/100ml
●賞味期間：製造日より5ヵ月
［ファンタ グレープ］
●原材料名：果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス、
香料、酸味料、着色料（カラメル、アントシアニン）、保存料（安息
香酸Na）、甘味料（ステビア）、ビタミンB6●種類：炭酸飲料
●エネルギー：46kcal/100ml●賞味期間：製造日より５ヵ月
［ザ・タンサン・ストロング］
●原材料：炭酸、炭酸水素Na、クエン酸Na、リン酸K、リン酸Na
●種類：炭酸飲料●エネルギー：0kcal/100ml
●賞味期限：製造日より5ヵ月

［アクエリアス］
●原材料名：果糖ぶどう糖液糖、塩化Na 、クエン酸、香料、クエン酸
Na 、アルギニン、塩化K 、硫酸Mｇ、乳酸Ca 、酸化防止剤
（ビタミンC ）、甘味料（スクラロース）、イソロイシン、バリン、ロイシン
●種類：清涼飲料水●エネルギー：19kcal/100ml
●賞味期間：製造日より８ヵ月

ポイント数 商品名通常配送

炭酸飲料詰合せ 13本
ファンタ オレンジ 500mlPET×４本
ファンタ グレープ 500mlPET×４本
ザ・タンサン・ストロング 490mlPET×５本

炭酸飲料詰合せ 20本
ファンタ オレンジ 500mlPET×６本
ファンタ グレープ 500mlPET×６本
ザ・タンサン・ストロング 490mlPET×８本

C601

C618

C107

C114

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

※夏季配送申込期限は、2018年6月29日受付分までとなっております。

通常配送と夏季配送の商品番号が異なります。○商品番号の見方について
ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ12本

コカ・コーラ 500mlPET×12本

コカ・コーラ18本

コカ・コーラ 500mlPET×18本

C501

C518

C007

C014

夏季配送

夏季配送の
商品番号はこちら
［ピンク枠］です

通常配送の
商品番号はこちら
［ベージュ枠］です

ご注意ください
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ザ・タンサン・ストロング 21本

ザ・タンサン・ストロング 490mlPET×21本

45
ポイント

30
ポイント

【お願い】 製品には賞味期間がありますので、賞味期間内にお飲みいただきますようお願いいたします。 【お知らせ】 製品は、リニューアル等によりパッケージ、仕様および本数等が変更となる場合がございます。

1886年に米国ジョージア州アトランタ
で誕生した「コカ･コーラ」は、今も昔も
変わらず、炭酸の刺激と独特の味わいで、
のどの渇きを癒すだけでなく、ココロと
カラダの両方をリフレッシュし、前向きな
楽しい気分へとスイッチしてくれます。

スポーツ飲料「アクエリアス（Aquarius）」
は、1983年4月に発売を開始しました。
その名前は、英語で星座の水がめ座を意味
します。また、Aquaにはラテン語で、水、
液体の意味があり、水分や電解質などを
カラダに供給するアイソトニック飲料の
イメージにピッタリの語感をもっています。

「コカ･コーラ ゼロ」は、「コカ･コーラ」
ならではの味わいを炭酸の強い刺激と
ともに糖類ゼロ、カロリーゼロで味わえる
製品として、2005年に米国で発売され
ました。2007年6月の日本発売以来、
「コカ･コーラ」ならではの特別なおいしさ
を、カロリーゼロ・保存料ゼロ・合成香料
ゼロで提供してきました。

「コカ・コーラ プラス」は、食事から
摂取した脂肪の吸収を抑え、食後の
血中中性脂肪の上昇をおだやかにする
難消化性デキストリン（食物繊維）を
配合した、おいしさと機能性を兼ね備えた
「コカ・コーラ」史上初の特定保健用
食品です。

ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ 12本

コカ・コーラ 500mlPET×12本

コカ・コーラ 18本

コカ・コーラ 500mlPET×18本

C501

C518

C007

C014

夏季配送

炭酸飲料

スポーツ飲料

コカ･コーラ

アクエリアス

コカ・コーラ ゼロ

ポイント数 商品名通常配送

アクエリアス 12本

アクエリアス 500mlPET×12本

ザ・タンサン・ストロング 14本

ザ・タンサン・ストロング 490mlPET×14本

アクエリアス 18本

アクエリアス 500mlPET×18本

C625

C632

C121

C138

夏季配送

ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ ゼロ 12本

コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×12本

コカ・コーラ ゼロ 18本

コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×18本

C525

C532

C021

C038

夏季配送

コカ・コーラ プラス

「ザ・タンサン・ストロング」は、2018年
3月新発売の日本コカ・コーラ史上最高
のガスボリュームで、“刺激”と“おいしさ”
が両立した、ゼロカロリー・無糖・ノン
カフェインの究極の強炭酸水です。“水”
に加えさらに“泡”までろ過を重ねて磨き
上げ、キレのある究極の炭酸水のおいしさ
を追求して作られました。

ザ・タンサン・ストロング
お申し込み
受付後、
約1ヵ月で
お届け

7月上旬～
中旬頃に
お届け

ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ詰合せ 12本
コカ・コーラ 500mlPET×4本
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×４本
コカ・コーラ プラス 470mlPET×4本

コカ・コーラ詰合せ 18本
コカ・コーラ 500mlPET×6本
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×6本
コカ・コーラ プラス 470mlPET×6本

C563

C570

C069

C076

夏季配送「コカ・コーラ」、「コカ・コーラ ゼロ」、
「コカ・コーラ プラス」を詰合せにしました。
［コカ・コーラ］
●原材料名：糖類（果糖ぶどう糖液糖、砂糖）/炭酸、力ラメル
色素、酸味料、香料、カフェイン●種類：炭酸飲料
●エネルギー：45kcal/100ml●賞味期間：製造日より５ヵ月
［コカ・コーラ ゼロ］ 
●原材料名：炭酸、力ラメル色素、酸味料、甘味料（スクラロース、
アセスルファムK）、香料、カフェイン●種類：炭酸飲料
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より５ヵ月
［コカ・コーラ プラス］
●原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）/炭酸、力ラメル色素、
酸味料、甘味料（アスパルテーム、Ｌ－フェニルアラニン化合物、
アセスルファムK、スクラロース）、香料、カフェイン●種類：炭酸飲料
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より５ヵ月

コカ・コーラ詰合せ

ポイント数 商品名通常配送

C587

C594

C083

C090

夏季配送

ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ プラス 12本

コカ・コーラ プラス 470mlPET×12本

コカ・コーラ プラス 18本

コカ・コーラ プラス 470mlPET×18本

C549

C556

C045

C052

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

30
ポイント

商品カタログ　①コカ･コーラ社製品等

フルーティーなおいしさと弾ける楽しさをお届け
する「ファンタ」と、「ザ・タンサン・ストロング」を
詰合せにしました。

炭酸飲料詰合せ

［ファンタ オレンジ］
●原材料名：果糖ぶどう糖液糖、オレンジ果汁、オレンジエキス、
香料、酸味料、ビタミンC、カロチン色素、甘味料（ステビア）
●種類：炭酸飲料●エネルギー：46kcal/100ml
●賞味期間：製造日より5ヵ月
［ファンタ グレープ］
●原材料名：果糖ぶどう糖液糖、ぶどう果汁、ぶどうエキス、
香料、酸味料、着色料（カラメル、アントシアニン）、保存料（安息
香酸Na）、甘味料（ステビア）、ビタミンB6●種類：炭酸飲料
●エネルギー：46kcal/100ml●賞味期間：製造日より５ヵ月
［ザ・タンサン・ストロング］
●原材料：炭酸、炭酸水素Na、クエン酸Na、リン酸K、リン酸Na
●種類：炭酸飲料●エネルギー：0kcal/100ml
●賞味期限：製造日より5ヵ月

［アクエリアス］
●原材料名：果糖ぶどう糖液糖、塩化Na 、クエン酸、香料、クエン酸
Na 、アルギニン、塩化K 、硫酸Mｇ、乳酸Ca 、酸化防止剤
（ビタミンC ）、甘味料（スクラロース）、イソロイシン、バリン、ロイシン
●種類：清涼飲料水●エネルギー：19kcal/100ml
●賞味期間：製造日より８ヵ月

ポイント数 商品名通常配送

炭酸飲料詰合せ 13本
ファンタ オレンジ 500mlPET×４本
ファンタ グレープ 500mlPET×４本
ザ・タンサン・ストロング 490mlPET×５本

炭酸飲料詰合せ 20本
ファンタ オレンジ 500mlPET×６本
ファンタ グレープ 500mlPET×６本
ザ・タンサン・ストロング 490mlPET×８本

C601

C618

C107

C114

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

※夏季配送申込期限は、2018年6月29日受付分までとなっております。

通常配送と夏季配送の商品番号が異なります。○商品番号の見方について
ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ12本

コカ・コーラ 500mlPET×12本

コカ・コーラ18本

コカ・コーラ 500mlPET×18本

C501

C518

C007

C014

夏季配送

夏季配送の
商品番号はこちら
［ピンク枠］です

通常配送の
商品番号はこちら
［ベージュ枠］です

ご注意ください



3029 【お願い】 製品には賞味期間がありますので、賞味期間内にお飲みいただきますようお願いいたします。 【お知らせ】 製品は、リニューアル等によりパッケージ、仕様および本数等が変更となる場合がございます。

水

果汁飲料

ポイント数 商品名通常配送

い・ろ・は・す 14本

い・ろ・は・す 555mlPET×14本

い・ろ・は・す 21本

い・ろ・は・す 555mlPET×21本

C763

C770

C269

C276

夏季配送「い・ろ・は・す」は、おいしさも環境も大切
にする水を愛する水ブランドです。
日本古来の「いろは歌」の最初の三文字
と、健康と環境を志向するキーワード
「LOHAS（ロハス）」を掛け合わせ、
やわらかな語感のひらがなの名で、国産
の天然水であることを表現しています。
「い・ろ・は・す」の水は、厳選された水源
からの恵み、地元育ちの天然水だから
いつでもおいしく味わっていただけます。

ポイント数 商品名通常配送

ミニッツメイド詰合せ 12本

ミニッツメイド 朝の健康果実 ピンクグレープフルーツ・ブレンド 
350mlPET×４本
ミニッツメイド 朝の健康果実 オレンジ・ブレンド  350mlPET×４本
ミニッツメイド 朝の健康果実 カシス＆グレープ 350mlPET×４本

ミニッツメイド詰合せ 18本

ミニッツメイド 朝の健康果実 ピンクグレープフルーツ・ブレンド 
350mlPET×６本
ミニッツメイド 朝の健康果実 オレンジ・ブレンド  350mlPET×６本
ミニッツメイド 朝の健康果実 カシス＆グレープ 350mlPET×６本

C787

C794

C283

C290

夏季配送「ミニッツメイド」は、1945年米国マサ
チューセッツ州で誕生しました。太陽と大地
の恵みをたっぷり受けた果実の豊かな
味わいとさっぱりとした飲みやすさが
世界中で愛されている、100％果汁飲料です。

ミニッツメイド詰合せ
（100％果汁飲料）

［ミニッツメイド 朝の健康果実 ピンクグレープフルーツ・ブレンド］
●原材料名：果実（グレープフルーツ、りんご、ぶどう）、香料、
野菜色素、カラメル色素、ビオチン●種類：果実ミックスジュース
（濃縮還元）●エネルギー：49kcal/100ml●賞味期間：製造日
より５ヵ月
［ミニッツメイド 朝の健康果実 オレンジ・ブレンド］
●原材料名：果実（オレンジ、ぶどう、りんご、うんしゅうみかん、
レモン）、香料、ビオチン●種類：果実ミックスジュース（濃縮還元）
●エネルギー：49kcal/100ml●賞味期間：製造日より５ヵ月
［ミニッツメイド 朝の健康果実 カシス＆グレープ］
●原材料名：果実（ぶどう、カシス）、香料、ブドウ果皮色素、
ビオチン●種類：果実ミックスジュース（濃縮還元）
●エネルギー：51kcal/100ml●賞味期間：製造日より６ヵ月

い･ろ･は･す

［い･ろ･は･す］●原材料名：水（鉱水）●種類：ナチュラルミネラルウォーター●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より18ヵ月

ポイント数 商品名通常配送

お茶詰合せ 12本

爽健美茶 525mlPET×２本
綾鷹 525mlPET×２本
綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×３本
からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×３本
紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 410mlPET×２本

お茶詰合せ 18本

爽健美茶 525mlPET×３本
綾鷹 525mlPET×３本
綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×４本
からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×４本
紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 410mlPET×４本

C749

C756

C245

C252

夏季配送「爽健美茶」、「綾鷹」、「綾鷹 茶葉のあまみ」、
「からだすこやか茶Ｗ」、「紅茶花伝 クラフティー 
贅沢しぼりオレンジティー」を詰合せにしました。
［爽健美茶］
●原材料名：ハトムギ、玄米（発芽玄米２%）、大麦、どくだみ、
はぶ茶、チコリー、月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、
杜仲葉、ヨモギ、ビタミンC●種類：清涼飲料水
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より10ヵ月
［綾鷹］
●原材料名：緑茶（国産）,ビタミンＣ●種類：緑茶（清涼飲料水）
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より８ヵ月
［綾鷹 茶葉のあまみ］
●原材料：緑茶（国産）／ビタミンＣ●種類：緑茶
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期限：製造日より8ヵ月
［からだすこやか茶Ｗ］
●原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）、ほうじ茶、烏龍茶、
紅茶/ビタミンＣ●種類：清涼飲料水
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より10ヵ月
［紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー］
●原材料：果汁（オレンジ、りんご）、果糖ぶどう糖液糖、紅茶、
はちみつ／香料、酸味料、ビタミンＣ●種類：紅茶飲料
●エネルギー：27kcal/100ml●賞味期限：製造日より6ヵ月

お茶詰合せ

「爽健美茶」は、1993年、「爽やかさ、
健やかさ、美しさをもたらしてくれる
無糖茶」というユニークなコンセプト
で発売を開始して以来、澄み切った
香ばしさで、無糖茶の定番として幅広い
層から愛されています。

茶系飲料
爽健美茶

綾鷹

「綾鷹 茶葉のあまみ」は、2018年2月
新発売した、京都の創業450年の老舗
茶舗「上林春松本店」監修の緑茶です。
豊かな“あまみ”の厳選茶葉を使用し、
低温抽出により苦味を抑えることで、
茶葉本来の持つ豊かな“あまみ”を味わう
ことができます。インパクトのある煎茶
の香りで気分転換にお楽しみください。

綾鷹
茶葉のあまみ

ポイント数 商品名通常配送

綾鷹 茶葉のあまみ 12本

綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×12本

綾鷹 茶葉のあまみ 18本

綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×18本

C687

C694

C183

C190

夏季配送

ポイント数 商品名通常配送

爽健美茶 12本

爽健美茶 525mlPET×12本

爽健美茶 18本

爽健美茶 525mlPET×18本

C649

C656

C145

C152

夏季配送

ポイント数 商品名通常配送

綾鷹 12本

綾鷹 525mlPET×12本

綾鷹 18本

綾鷹 525mlPET×18本

C663

C670

C169

C176

夏季配送「綾鷹」は、創業450年の歴史を持ち、将軍家
へ茶葉を納めていた宇治の老舗茶舗「上林
春松本店（かんばやししゅんしょうほんてん）」
が明治時代に販売を開始した高級玉露の
名称に由来しています。上林春松本店社が
認定した厳選国産茶葉を使用し、ふくよかな
旨みと香り豊かな味わいを実現しました。
「にごりのある、急須で淹れたような本格的
な緑茶の味わい」をぜひお楽しみください。 

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

「紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジ
ティー」は、2018年3月新発売の紅茶です。
100%手摘みセイロン茶葉を通常の2倍を
使用し、じっくり低温抽出しているため、
豊かな紅茶の香り、味わいがあります。また、
フルーツの果肉の部分のみを使って贅沢に
絞った100%果汁を使用し、仕上げにはちみつ
を加えたやさしい甘さの味わいです。素材や
製法にこだわった、すっきりした味わいの
大人の紅茶をぜひお試しください。

紅茶花伝 クラフティー
贅沢しぼりオレンジティー

ポイント数 商品名通常配送

紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 12本

紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 410mlPET×12本

紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 18本

紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 410mlPET×18本

C725

C732

C221

C238

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

「からだすこやか茶Ｗ」は、植物由来の
食物繊維・難消化性デキストリンの働き
により、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収を
おだやかにする」という2つの働きをもつ
特定保健用食品のブレンド茶です。
2014年の発売以来、「脂肪にも糖にも
働く"Ｗトクホ"」として、多くのお客さま
にご愛飲いただいております。

からだすこやか茶W ポイント数 商品名通常配送

からだすこやか茶Ｗ 12本

からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×12本

からだすこやか茶Ｗ 18本

からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×18本

C701

C718

C207

C214

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

商品カタログ　①コカ･コーラ社製品等

3029 【お願い】 製品には賞味期間がありますので、賞味期間内にお飲みいただきますようお願いいたします。 【お知らせ】 製品は、リニューアル等によりパッケージ、仕様および本数等が変更となる場合がございます。

水

果汁飲料

ポイント数 商品名通常配送

い・ろ・は・す 14本

い・ろ・は・す 555mlPET×14本

い・ろ・は・す 21本

い・ろ・は・す 555mlPET×21本

C763

C770

C269

C276

夏季配送「い・ろ・は・す」は、おいしさも環境も大切
にする水を愛する水ブランドです。
日本古来の「いろは歌」の最初の三文字
と、健康と環境を志向するキーワード
「LOHAS（ロハス）」を掛け合わせ、
やわらかな語感のひらがなの名で、国産
の天然水であることを表現しています。
「い・ろ・は・す」の水は、厳選された水源
からの恵み、地元育ちの天然水だから
いつでもおいしく味わっていただけます。

ポイント数 商品名通常配送

ミニッツメイド詰合せ 12本

ミニッツメイド 朝の健康果実 ピンクグレープフルーツ・ブレンド 
350mlPET×４本
ミニッツメイド 朝の健康果実 オレンジ・ブレンド  350mlPET×４本
ミニッツメイド 朝の健康果実 カシス＆グレープ 350mlPET×４本

ミニッツメイド詰合せ 18本

ミニッツメイド 朝の健康果実 ピンクグレープフルーツ・ブレンド 
350mlPET×６本
ミニッツメイド 朝の健康果実 オレンジ・ブレンド  350mlPET×６本
ミニッツメイド 朝の健康果実 カシス＆グレープ 350mlPET×６本

C787

C794

C283

C290

夏季配送「ミニッツメイド」は、1945年米国マサ
チューセッツ州で誕生しました。太陽と大地
の恵みをたっぷり受けた果実の豊かな
味わいとさっぱりとした飲みやすさが
世界中で愛されている、100％果汁飲料です。

ミニッツメイド詰合せ
（100％果汁飲料）

［ミニッツメイド 朝の健康果実 ピンクグレープフルーツ・ブレンド］
●原材料名：果実（グレープフルーツ、りんご、ぶどう）、香料、
野菜色素、カラメル色素、ビオチン●種類：果実ミックスジュース
（濃縮還元）●エネルギー：49kcal/100ml●賞味期間：製造日
より５ヵ月
［ミニッツメイド 朝の健康果実 オレンジ・ブレンド］
●原材料名：果実（オレンジ、ぶどう、りんご、うんしゅうみかん、
レモン）、香料、ビオチン●種類：果実ミックスジュース（濃縮還元）
●エネルギー：49kcal/100ml●賞味期間：製造日より５ヵ月
［ミニッツメイド 朝の健康果実 カシス＆グレープ］
●原材料名：果実（ぶどう、カシス）、香料、ブドウ果皮色素、
ビオチン●種類：果実ミックスジュース（濃縮還元）
●エネルギー：51kcal/100ml●賞味期間：製造日より６ヵ月

い･ろ･は･す

［い･ろ･は･す］●原材料名：水（鉱水）●種類：ナチュラルミネラルウォーター●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より18ヵ月

ポイント数 商品名通常配送

お茶詰合せ 12本

爽健美茶 525mlPET×２本
綾鷹 525mlPET×２本
綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×３本
からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×３本
紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 410mlPET×２本

お茶詰合せ 18本

爽健美茶 525mlPET×３本
綾鷹 525mlPET×３本
綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×４本
からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×４本
紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 410mlPET×４本

C749

C756

C245

C252

夏季配送「爽健美茶」、「綾鷹」、「綾鷹 茶葉のあまみ」、
「からだすこやか茶Ｗ」、「紅茶花伝 クラフティー 
贅沢しぼりオレンジティー」を詰合せにしました。
［爽健美茶］
●原材料名：ハトムギ、玄米（発芽玄米２%）、大麦、どくだみ、
はぶ茶、チコリー、月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、
杜仲葉、ヨモギ、ビタミンC●種類：清涼飲料水
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より10ヵ月
［綾鷹］
●原材料名：緑茶（国産）,ビタミンＣ●種類：緑茶（清涼飲料水）
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より８ヵ月
［綾鷹 茶葉のあまみ］
●原材料：緑茶（国産）／ビタミンＣ●種類：緑茶
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期限：製造日より8ヵ月
［からだすこやか茶Ｗ］
●原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）、ほうじ茶、烏龍茶、
紅茶/ビタミンＣ●種類：清涼飲料水
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より10ヵ月
［紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー］
●原材料：果汁（オレンジ、りんご）、果糖ぶどう糖液糖、紅茶、
はちみつ／香料、酸味料、ビタミンＣ●種類：紅茶飲料
●エネルギー：27kcal/100ml●賞味期限：製造日より6ヵ月

お茶詰合せ

「爽健美茶」は、1993年、「爽やかさ、
健やかさ、美しさをもたらしてくれる
無糖茶」というユニークなコンセプト
で発売を開始して以来、澄み切った
香ばしさで、無糖茶の定番として幅広い
層から愛されています。

茶系飲料
爽健美茶

綾鷹

「綾鷹 茶葉のあまみ」は、2018年2月
新発売した、京都の創業450年の老舗
茶舗「上林春松本店」監修の緑茶です。
豊かな“あまみ”の厳選茶葉を使用し、
低温抽出により苦味を抑えることで、
茶葉本来の持つ豊かな“あまみ”を味わう
ことができます。インパクトのある煎茶
の香りで気分転換にお楽しみください。

綾鷹
茶葉のあまみ

ポイント数 商品名通常配送

綾鷹 茶葉のあまみ 12本

綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×12本

綾鷹 茶葉のあまみ 18本

綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×18本

C687

C694

C183

C190

夏季配送

ポイント数 商品名通常配送

爽健美茶 12本

爽健美茶 525mlPET×12本

爽健美茶 18本

爽健美茶 525mlPET×18本

C649

C656

C145

C152

夏季配送

ポイント数 商品名通常配送

綾鷹 12本

綾鷹 525mlPET×12本

綾鷹 18本

綾鷹 525mlPET×18本

C663

C670

C169

C176

夏季配送「綾鷹」は、創業450年の歴史を持ち、将軍家
へ茶葉を納めていた宇治の老舗茶舗「上林
春松本店（かんばやししゅんしょうほんてん）」
が明治時代に販売を開始した高級玉露の
名称に由来しています。上林春松本店社が
認定した厳選国産茶葉を使用し、ふくよかな
旨みと香り豊かな味わいを実現しました。
「にごりのある、急須で淹れたような本格的
な緑茶の味わい」をぜひお楽しみください。 

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

「紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジ
ティー」は、2018年3月新発売の紅茶です。
100%手摘みセイロン茶葉を通常の2倍を
使用し、じっくり低温抽出しているため、
豊かな紅茶の香り、味わいがあります。また、
フルーツの果肉の部分のみを使って贅沢に
絞った100%果汁を使用し、仕上げにはちみつ
を加えたやさしい甘さの味わいです。素材や
製法にこだわった、すっきりした味わいの
大人の紅茶をぜひお試しください。

紅茶花伝 クラフティー
贅沢しぼりオレンジティー

ポイント数 商品名通常配送

紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 12本

紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 410mlPET×12本

紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 18本

紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 410mlPET×18本

C725

C732

C221

C238

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

「からだすこやか茶Ｗ」は、植物由来の
食物繊維・難消化性デキストリンの働き
により、「脂肪の吸収を抑え、糖の吸収を
おだやかにする」という2つの働きをもつ
特定保健用食品のブレンド茶です。
2014年の発売以来、「脂肪にも糖にも
働く"Ｗトクホ"」として、多くのお客さま
にご愛飲いただいております。

からだすこやか茶W ポイント数 商品名通常配送

からだすこやか茶Ｗ 12本

からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×12本

からだすこやか茶Ｗ 18本

からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×18本

C701

C718

C207

C214

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

商品カタログ　①コカ･コーラ社製品等



3231 【お願い】 製品には賞味期間がありますので、賞味期間内にお飲みいただきますようお願いいたします。 【お知らせ】 製品は、リニューアル等によりパッケージ、仕様および本数等が変更となる場合がございます。

ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ社製品詰合せ 13本

コカ・コーラ 500mlPET×１本
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×１本
ファンタ グレープ 500mlPET×１本
アクエリアス 500mlPET×１本
爽健美茶 525mlPET×１本
綾鷹 525mlPET×１本
からだすこやか茶W 350mlPET×１本
い・ろ・は・す 555mlPET×１本
ミニッツメイド 朝の健康果実 ピンクグレープフルーツ・ブレンド 350mlPET×１本
ミニッツメイド 朝の健康果実 カシス＆グレープ 350mlPET×１本
ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×1本
ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×１本
ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 290mlボトル缶×１本

コカ・コーラ 500mlPET×１本
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×１本
コカ・コーラ プラス 470mlPET×1本
ザ・タンサン・ストロング 490mlPET×1本
ファンタ オレンジ 500mlPET×１本
ファンタ グレープ 500mlPET×１本
アクエリアス 500mlPET×１本
爽健美茶 525mlPET×１本
綾鷹 525mlPET×１本
綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×１本
からだすこやか茶W 350mlPET×１本
紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 410mlPET×１本
い・ろ・は・す 555mlPET×１本
ミニッツメイド 朝の健康果実 ピンクグレープフルーツ・ブレンド 350mlPET×１本
ミニッツメイド 朝の健康果実 オレンジ・ブレンド 350mlPET×１本
ミニッツメイド 朝の健康果実 カシス＆グレープ 350mlPET×１本
ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×1本
ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×１本
ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 290mlボトル缶×１本

C887C383
夏季配送

コカ･コーラ社製品詰合せ
コカ･コーラ社製品詰合せ

コーヒー飲料
1975年に発売を開始して以来、幅広い層の
みなさまに愛され続けている「ジョージア」は、
コーヒーのNo.1ブランドです。その中でも、
ロングセラー「ジョージア エメラルドマウンテン
ブレンド」は、コロンビア産希少高級豆「エメラルド
マウンテン」使用。「中煎り」、「深煎り」の2種類の
レベルで焙煎、ブレンドすることで、豆本来の
コク深い味わいを実現しています。また粉乳
を一切使わず牛乳100%を使用することで、
上質なミルク感が味わえます。

お年寄りからお子さままで幅広い年齢層のお客さまに愛されているコカ･コーラ社製品の味をお楽しみください。

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア ザ・プレミアム 微糖 13本

ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×13本

ジョージア ザ・プレミアム 微糖 19本

ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×19本

C825

C832

C321

C338

夏季配送「ジョージア ザ・プレミアム 微糖」は、2017年3月
の製品フルリニューアルで、ブラジル産最高等級
豆を含め、通常より30％多く豆を使用、また、
牛乳100%と北海道産生クリームを加えています。
コーヒー豆の良いところだけを抽出する超贅沢
ドリップで上質な香りを引き出し、さらに、焙煎豆
から搾ったコーヒーオイルで豆本来の豊かな
香りを加えることで、ジョージア微糖史上、最高の
コクと香りを実現しました。

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 
290mlボトル缶×13本

ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 
290mlボトル缶×19本

C849

C856

C345

C352

夏季配送「ジョージア ヨーロピアン 香るブラック」は、
スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」
と共同開発し、1つ1つの工程にこだわった
ことで、「淹れたてのような香り」を実現
しました。

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア詰合せ 14本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×４本
ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×５本
ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 290mlボトル缶×５本

ジョージア詰合せ 20本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×６本
ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×７本
ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 290mlボトル缶×７本

C863

C870

C369

C376

夏季配送「ジョージア エメラルドマウンテン
ブレンド」、「ジョージア ザ・プレミアム 
微糖」、「ジョージア ヨーロピアン 香る
ブラック」を詰合せにしました。
[ジョージア エメラルドマウンテンブレンド］
●原材料：牛乳、コーヒー、砂糖、香料、ガゼインNa、乳化剤
●種類：コーヒー●エネルギー：35 kcal/100g
●賞味期限：製造日より12ヵ月
[ジョージア ザ・プレミアム 微糖］
●原材料名：牛乳、コーヒー、砂糖、クリーム、デキストリン、
コーヒーオイル、香料、カゼインNa、乳化剤、シリコーン、甘味料
（アセスルファムK）●種類：コーヒー
●エネルギー：21kcal/100ml●賞味期間：製造日より12ヵ月
[ジョージア ヨーロピアン 香るブラック］
●原材料名：コーヒー（コロンビア26％、ブラジル25％、
グアテマラ25％）、香料●種類：コーヒー
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より12ヵ月

ジョージア詰合せ

ジョージア
エメラルドマウンテンブレンド

ジョージア 
ヨーロピアン 香るブラック

ジョージア 
ザ・プレミアム 微糖

ジョージア 
ヨーロピアン 香るブラック 13本

ジョージア 
ヨーロピアン 香るブラック 19本

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 15本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×15本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 22本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×22本

C801

C818

C307

C314

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

コカ・コーラ社製品詰合せ 19本C894C39045
ポイント

30
ポイント

30
ポイント

商品カタログ　①コカ･コーラ社製品等

3231 【お願い】 製品には賞味期間がありますので、賞味期間内にお飲みいただきますようお願いいたします。 【お知らせ】 製品は、リニューアル等によりパッケージ、仕様および本数等が変更となる場合がございます。

ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ社製品詰合せ 13本

コカ・コーラ 500mlPET×１本
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×１本
ファンタ グレープ 500mlPET×１本
アクエリアス 500mlPET×１本
爽健美茶 525mlPET×１本
綾鷹 525mlPET×１本
からだすこやか茶W 350mlPET×１本
い・ろ・は・す 555mlPET×１本
ミニッツメイド 朝の健康果実 ピンクグレープフルーツ・ブレンド 350mlPET×１本
ミニッツメイド 朝の健康果実 カシス＆グレープ 350mlPET×１本
ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×1本
ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×１本
ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 290mlボトル缶×１本

コカ・コーラ 500mlPET×１本
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×１本
コカ・コーラ プラス 470mlPET×1本
ザ・タンサン・ストロング 490mlPET×1本
ファンタ オレンジ 500mlPET×１本
ファンタ グレープ 500mlPET×１本
アクエリアス 500mlPET×１本
爽健美茶 525mlPET×１本
綾鷹 525mlPET×１本
綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×１本
からだすこやか茶W 350mlPET×１本
紅茶花伝 クラフティー 贅沢しぼりオレンジティー 410mlPET×１本
い・ろ・は・す 555mlPET×１本
ミニッツメイド 朝の健康果実 ピンクグレープフルーツ・ブレンド 350mlPET×１本
ミニッツメイド 朝の健康果実 オレンジ・ブレンド 350mlPET×１本
ミニッツメイド 朝の健康果実 カシス＆グレープ 350mlPET×１本
ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×1本
ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×１本
ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 290mlボトル缶×１本

C887C383
夏季配送

コカ･コーラ社製品詰合せ
コカ･コーラ社製品詰合せ

コーヒー飲料
1975年に発売を開始して以来、幅広い層の
みなさまに愛され続けている「ジョージア」は、
コーヒーのNo.1ブランドです。その中でも、
ロングセラー「ジョージア エメラルドマウンテン
ブレンド」は、コロンビア産希少高級豆「エメラルド
マウンテン」使用。「中煎り」、「深煎り」の2種類の
レベルで焙煎、ブレンドすることで、豆本来の
コク深い味わいを実現しています。また粉乳
を一切使わず牛乳100%を使用することで、
上質なミルク感が味わえます。

お年寄りからお子さままで幅広い年齢層のお客さまに愛されているコカ･コーラ社製品の味をお楽しみください。

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア ザ・プレミアム 微糖 13本

ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×13本

ジョージア ザ・プレミアム 微糖 19本

ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×19本

C825

C832

C321

C338

夏季配送「ジョージア ザ・プレミアム 微糖」は、2017年3月
の製品フルリニューアルで、ブラジル産最高等級
豆を含め、通常より30％多く豆を使用、また、
牛乳100%と北海道産生クリームを加えています。
コーヒー豆の良いところだけを抽出する超贅沢
ドリップで上質な香りを引き出し、さらに、焙煎豆
から搾ったコーヒーオイルで豆本来の豊かな
香りを加えることで、ジョージア微糖史上、最高の
コクと香りを実現しました。

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 
290mlボトル缶×13本

ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 
290mlボトル缶×19本

C849

C856

C345

C352

夏季配送「ジョージア ヨーロピアン 香るブラック」は、
スペシャルティコーヒー専門店「猿田彦珈琲」
と共同開発し、1つ1つの工程にこだわった
ことで、「淹れたてのような香り」を実現
しました。

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア詰合せ 14本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×４本
ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×５本
ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 290mlボトル缶×５本

ジョージア詰合せ 20本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×６本
ジョージア ザ・プレミアム 微糖 260mlボトル缶×７本
ジョージア ヨーロピアン 香るブラック 290mlボトル缶×７本

C863

C870

C369

C376

夏季配送「ジョージア エメラルドマウンテン
ブレンド」、「ジョージア ザ・プレミアム 
微糖」、「ジョージア ヨーロピアン 香る
ブラック」を詰合せにしました。
[ジョージア エメラルドマウンテンブレンド］
●原材料：牛乳、コーヒー、砂糖、香料、ガゼインNa、乳化剤
●種類：コーヒー●エネルギー：35 kcal/100g
●賞味期限：製造日より12ヵ月
[ジョージア ザ・プレミアム 微糖］
●原材料名：牛乳、コーヒー、砂糖、クリーム、デキストリン、
コーヒーオイル、香料、カゼインNa、乳化剤、シリコーン、甘味料
（アセスルファムK）●種類：コーヒー
●エネルギー：21kcal/100ml●賞味期間：製造日より12ヵ月
[ジョージア ヨーロピアン 香るブラック］
●原材料名：コーヒー（コロンビア26％、ブラジル25％、
グアテマラ25％）、香料●種類：コーヒー
●エネルギー：0kcal/100ml●賞味期間：製造日より12ヵ月

ジョージア詰合せ

ジョージア
エメラルドマウンテンブレンド

ジョージア 
ヨーロピアン 香るブラック

ジョージア 
ザ・プレミアム 微糖

ジョージア 
ヨーロピアン 香るブラック 13本

ジョージア 
ヨーロピアン 香るブラック 19本

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 15本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×15本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 22本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×22本

C801

C818

C307

C314

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

コカ・コーラ社製品詰合せ 19本C894C39045
ポイント

30
ポイント

30
ポイント

商品カタログ　①コカ･コーラ社製品等



3433

コカ･コーラグッズ

【お願い】 製品には賞味期間がありますので、賞味期間内にお飲みいただきますようお願いいたします。 【株主優待に関するお問い合わせ先】 株主優待事務局  TEL 0120-99-5610  受付時間 10：00～17：00（ただし、土日祝日・年末年始を除く）

商品カタログ　②社会貢献活動（市村自然塾 九州）への寄付

コカ･コーラ バスタオル
コカ・コーラ 
東京2020オリンピック大会
フェイスタオル

ポイント数 商品名通常配送

タオル 45ポイントセット

タオル 30ポイントセット

コカ・コーラ バスタオル×１枚　
コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会フェイスタオル×１枚
コカ・コーラ 500mlPET×４本、
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×４本

コカ・コーラ バスタオル×１枚　
コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会フェイスタオル×１枚
コカ・コーラ 500mlPET×１本、
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×１本

C901

C918

C407

C414

夏季配送

［コカ･コーラ バスタオル］
［コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会フェイスタオル］

●サイズ：縦60cm×横120cm　●素材：綿100％
●サイズ：縦34cm×横80cm　●素材：綿100％

コカ・コーラ 
東京2020オリンピック
大会マグカップ

ポイント数 商品名通常配送

マグカップ 30ポイントセット

マグカップ 45ポイントセット

コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会マグカップ×２個
コカ・コーラ 500mlPET×4本、
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×4本

コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会マグカップ×２個
コカ・コーラ 500mlPET×1本、
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×1本

C925

C932

C421

C438

夏季配送

［コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会マグカップ］●サイズ：直径7.9cm×高さ9.2cm ●素材：陶器

株主優待では、株主優待ポイントを「市村自然塾 九州」へ寄付していただくことができます。

　市村自然塾 九州は、当社および株式会社リコーがリコー三愛グループの創業者である市村清の生誕100周年を記念して設立
した特定非営利活動法人（NPO）です。市村自然塾 九州は「生きる力を大地から学ぶ」を基本理念に、農作業を中心とした自然体験
活動、寝食を共にした共同生活を通じて子どもたちの健全な育成、成長を支援しています。

●1ポイント= 60円として寄付いたします。
●15ポイント単位での寄付となります。
●ポイント交換期間内に使用されなかった株主優待ポイントにつきましては、社会貢献活動（市村自然塾 九州）へ全ポイント寄付させていただきます。
●期間中に社会貢献活動（市村自然塾 九州）への寄付としてお申し込みいただいた株主優待ポイント分の金額およびポイント交換期間内に使用されなかった
株主優待ポイント分の金額の合計額を「コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社（株主寄付口）」として、2018年10月に寄付いたします。
（株主さま名義での寄付にはなりません。）

15
ポイント

活動の一例

オクラの収穫 レタスの収穫

ポイント数 商品名 商品番号

社会貢献活動（市村自然塾 九州）への寄付

「2016年12月期 株主優待」における社会貢献活動への寄付のご報告
　2016年12月31日現在で100株以上保有の株主さまに贈呈いたしました「2016年12月期 株主優待」におきまして、
社会貢献活動（市村自然塾 九州）に対し、寄付をお申し込みいただいた株主優待ポイントおよびポイント交換期間内に使用
されなかった株主優待ポイント分の金額を、以下のとおり、「コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社（株主寄付口）」として
寄付させていただきましたので、ご報告申しあげます。
　「市村自然塾 九州」は、株主さまからの寄付金を運営費の一部とさせていただき、活動のさらなる充実を目指してまいり
ます。誠にありがとうございました。

人　数 合計ポイント 寄付金額

寄付お申し込み

ポイント未交換

合　計

1,406,700円

8,284,500円

9,691,200円

23,445ポイント

138,075ポイント

161,520ポイント

229名

1,607名

1,836名

C445

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

商品カタログ　①コカ･コーラ社製品等

45
ポイント

30
ポイント

「コカ・コーラ」のロゴをあしらった
バスタオルと「東京2020オリンピック
大会」のエンブレムをあしらった
フェイスタオルのセットです。
「コカ・コーラ」、「コカ・コーラ ゼロ」
と一緒にお届けします。

「コカ・コーラ」のロゴと「東京2020
オリンピック大会」のエンブレムを
あしらったマグカップセットです。
「コカ・コーラ」、「コカ・コーラ ゼロ」
と一緒にお届けします。

3433

コカ･コーラグッズ

【お願い】 製品には賞味期間がありますので、賞味期間内にお飲みいただきますようお願いいたします。 【株主優待に関するお問い合わせ先】 株主優待事務局  TEL 0120-99-5610  受付時間 10：00～17：00（ただし、土日祝日・年末年始を除く）

商品カタログ　②社会貢献活動（市村自然塾 九州）への寄付

コカ･コーラ バスタオル
コカ・コーラ 
東京2020オリンピック大会
フェイスタオル

ポイント数 商品名通常配送

タオル 45ポイントセット

タオル 30ポイントセット

コカ・コーラ バスタオル×１枚　
コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会フェイスタオル×１枚
コカ・コーラ 500mlPET×４本、
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×４本

コカ・コーラ バスタオル×１枚　
コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会フェイスタオル×１枚
コカ・コーラ 500mlPET×１本、
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×１本

C901

C918

C407

C414

夏季配送

［コカ･コーラ バスタオル］
［コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会フェイスタオル］

●サイズ：縦60cm×横120cm　●素材：綿100％
●サイズ：縦34cm×横80cm　●素材：綿100％

コカ・コーラ 
東京2020オリンピック
大会マグカップ

ポイント数 商品名通常配送

マグカップ 30ポイントセット

マグカップ 45ポイントセット

コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会マグカップ×２個
コカ・コーラ 500mlPET×4本、
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×4本

コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会マグカップ×２個
コカ・コーラ 500mlPET×1本、
コカ・コーラ ゼロ 500mlPET×1本

C925

C932

C421

C438

夏季配送

［コカ・コーラ 東京2020オリンピック大会マグカップ］●サイズ：直径7.9cm×高さ9.2cm ●素材：陶器

株主優待では、株主優待ポイントを「市村自然塾 九州」へ寄付していただくことができます。

　市村自然塾 九州は、当社および株式会社リコーがリコー三愛グループの創業者である市村清の生誕100周年を記念して設立
した特定非営利活動法人（NPO）です。市村自然塾 九州は「生きる力を大地から学ぶ」を基本理念に、農作業を中心とした自然体験
活動、寝食を共にした共同生活を通じて子どもたちの健全な育成、成長を支援しています。

●1ポイント= 60円として寄付いたします。
●15ポイント単位での寄付となります。
●ポイント交換期間内に使用されなかった株主優待ポイントにつきましては、社会貢献活動（市村自然塾 九州）へ全ポイント寄付させていただきます。
●期間中に社会貢献活動（市村自然塾 九州）への寄付としてお申し込みいただいた株主優待ポイント分の金額およびポイント交換期間内に使用されなかった
株主優待ポイント分の金額の合計額を「コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会社（株主寄付口）」として、2018年10月に寄付いたします。
（株主さま名義での寄付にはなりません。）

15
ポイント

活動の一例

オクラの収穫 レタスの収穫

ポイント数 商品名 商品番号

社会貢献活動（市村自然塾 九州）への寄付

「2016年12月期 株主優待」における社会貢献活動への寄付のご報告
　2016年12月31日現在で100株以上保有の株主さまに贈呈いたしました「2016年12月期 株主優待」におきまして、
社会貢献活動（市村自然塾 九州）に対し、寄付をお申し込みいただいた株主優待ポイントおよびポイント交換期間内に使用
されなかった株主優待ポイント分の金額を、以下のとおり、「コカ･コーラ ボトラーズジャパン株式会社（株主寄付口）」として
寄付させていただきましたので、ご報告申しあげます。
　「市村自然塾 九州」は、株主さまからの寄付金を運営費の一部とさせていただき、活動のさらなる充実を目指してまいり
ます。誠にありがとうございました。

人　数 合計ポイント 寄付金額

寄付お申し込み

ポイント未交換

合　計

1,406,700円

8,284,500円

9,691,200円

23,445ポイント

138,075ポイント

161,520ポイント

229名

1,607名

1,836名

C445

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

商品カタログ　①コカ･コーラ社製品等

45
ポイント

30
ポイント

「コカ・コーラ」のロゴをあしらった
バスタオルと「東京2020オリンピック
大会」のエンブレムをあしらった
フェイスタオルのセットです。
「コカ・コーラ」、「コカ・コーラ ゼロ」
と一緒にお届けします。

「コカ・コーラ」のロゴと「東京2020
オリンピック大会」のエンブレムを
あしらったマグカップセットです。
「コカ・コーラ」、「コカ・コーラ ゼロ」
と一緒にお届けします。




