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2018年の総括
　2018年における国内の清涼飲料市場は、地震や豪雨
等の災害による影響を受けたものの、猛暑による需要の
増加により、前年を若干上回りました。
　このような中、当社は、中期計画「Growth Roadmap 
for 2020 and Beyond」に基づき、「地域密着の営業
活動とスケールメリットの発揮」、「イノベーションの加速」、
「統合シナジー創出」を目指した取り組みを進め、計画
どおりのシナジー創出などの成果をあげてまいりました。
しかしながら、平成30年７月豪雨による広島県三原市の
本郷工場と、隣接する物流拠点の浸水被害や周辺交通網
の寸断等により、製造・物流コストが増加したことに加え、
アセプティック（無菌充填）製品の需要急増による製品
供給制約の影響もあり、業績は厳しい結果となりま
した。

当社発足後2年間の成果と新たな課題への
対応に向けて
　私は初代社長として、当社の設立と統合という使命を
全うすべくまい進してまいりました。累計120億円の
シナジーの創出、企業理念「THE ROUTE」の策定、
「地域密着」と「顧客起点」を軸とした企業文化の定着、
子会社やコカ･コーラシステム関連会社の統合と再編成
など、2年という短期間での成果に誇りを感じております。
　一方、消費者の嗜好および購買行動の急速な変化や
度重なる自然災害による製品供給制約など、当社は克服
しなければならない課題を認識し、適切に対処して
いかなければなりません。このような状況において、
これまでの成果や対処すべき課題、業績に対する責任
などを総合的に考えた結果、次代の経営陣に当社の
舵取りを託すべきと判断いたしました。
　このたびの定時株主総会において、取締役会の新体制
と、新代表取締役社長カリン・ドラガンの就任を承認

いただきました。ドラガンはコカ･コーラウエストの副社長、
コカ･コーライーストジャパンの社長を経て、直近では
ザ コカ･コーラ カンパニーのボトリング投資グループの
プレジデントとして、世界15カ国のボトラー事業を統括
しておりました。国内外における豊富なマネジメント経験
を有し、今後の当社の舵取りを担うに相応しい人物と
考えております。代表取締役副社長 兼 最高財務責任者
には、ビヨン・ウルゲネスが就任いたします。
　また、取締役会の構成は過半数を社外取締役とし、
これまでより独立性を高めるとともに、ジェンダーや
国際性の面からも多様性のある構成としております。
各取締役は、当社が直面する課題解決に向けた取り組み
への貢献を期待できる経験、知見、能力を有しており、
今後の成長に向け、力強くサポートいただけるものと
考えております。

2019年の見通し
　2019年は、前年の猛暑による需要増の反動、10月に
予定されている消費税率の引き上げによる消費マインド
への影響、当社を含め清涼飲料業界各社が原材料費や
物流コストの上昇を背景に一部製品の価格改定を予定
していることなどから、国内の清涼飲料市場は前年から
若干縮小することが見込まれます。
　このような状況の中、当社は、2019年を「復旧と将来の
成長に向けた基盤再構築の年」と位置づけ、2018年に
発生した製品供給制約や被災からの復旧に取り組んで
まいります。また、製造・物流コストについては高止まり
傾向の継続を見込んでおりますが、2020年以降の成長
軌道への回帰を目指し、徹底した営業活動を実施すると

ともに、製造能力拡張や物流ネットワーク最適化に向けた
投資を実行してまいります。
　さらに、2月1日付で組織改編と執行役員体制変更を
実施するとともに、先述の代表取締役の異動および
取締役体制の変更や、希望退職プログラムの実施を決定
しており、環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる、
効率的な体制構築を図っております。
　中期計画については、目標や実現時期の見直しが必要
であると考えており、新経営陣の下、新たな中期計画の
策定に取り組んでまいります。私は引き続き取締役会長
として、50年にわたりコカ･コーラとともに歩んできた
経験を活かし、新経営陣をサポートしてまいります。

株主のみなさまへのメッセージ
　当社は、積極的な利益還元を行うことを利益配分に
関する基本方針としながら、安定的に配当を行うことを
最優先とし、業績や内部留保を総合的に勘案のうえ、剰余金
の配当を実施する方針です。この方針に従い、2018年
の年間配当金は2017年から6円増配の1株当たり50円
としており、2019年についても、1株当たり50円の配当を
維持する見込みです。
　今後もお客さま、お得意さまをはじめ、すべてのステーク
ホルダーのみなさまから信頼される企業であり続ける
ために、経営の原理である「地域密着」と「顧客起点」に
基づき、事業活動を行ってまいります。
　株主のみなさまにおかれましては、引き続き当社への
ご理解と長きにわたるご支援を賜りますようお願い申し
あげます。

トップメッセージ

株主のみなさまには、平素より当社への厚いご支援を賜り
心より御礼申しあげます。
2018年12月期（1月1日から12月31日まで）の経営概況や業績、
新経営体制などについて、ご報告いたします。
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取締役体制の変更

マネジメント紹介 （2019年3月26日現在）

新取締役体制の概要

本郷工場の移転と2020年春の再稼働を決定 

自己株式の取得

ESG投資指標の「DJSI Asia Pacific」構成銘柄に選定

　当社の持続的な成長およびさらなる企業価値の向上を目指し、取締役体制を変更しました。
　取締役会は、実効性の高い経営監督機能と戦略策定機能に特化すべく、過半数を社外取締役で構成し、これまでより
独立性を高めるとともに、ジェンダーや国際性の面からも多様性のある構成としており、多種多様な議論が可能な
体制となっています。

　平成30年7月豪雨により、当社グループでは、製造・物流拠点、自動販売機等の販売機器、車両、製品在庫等への
被害が発生しました。なかでも、本郷工場（広島県三原市北方）と、隣接する物流拠点は浸水により大きな被害を受け、
本郷工場は操業停止を余儀なくされました。
　このたび、被災し操業を停止していた本郷工場を、同市内に移転し、「広島工場」として2020年春に再稼働することを
決定しました。新工場の移転先として工場用地(広島県三原市沼田西町惣定、シャープ株式会社三原事業所跡地)を
取得しており、2020年春にPETボトル製品製造設備２ラインでの稼働開始を目指し取り組みを進めています。

　中期計画に掲げる効率的な資本構成の確立とROE改善に向け、2018年4月に当社の普通株式1,708万株
（発行済株式総数の8.28％）を公開買付けの手法により取得しました。また、2018年11月には市場買付けの手法により、
250億円/1,080万株を上限とした自己株式の取得を発表し、2019年2月22日までに、250億円/782万株（発行済
株式総数の3.79％）を取得し、本自己株式の取得を終了しました。

　当社は、2018年9月に、世界のESG（環境・社会・ガバナンス）投資の代表的指標
「Dow Jones Sustainability Indices（DJSI）」のアジア・太平洋地域版である
「DJSI Asia Pacific」の構成銘柄に初めて選定されました。引き続き、共創価値
（CSV）を最も重要な経営課題のひとつと位置づけ、社会的責任に関する国際規格で
あるISO26000に則ったCSRをさらに進化させ、「健康」、「環境」、「コミュニティ」
の柱にそって、事業活動を通じた社会課題の解決に取り組んでいきます。

DJSIは、アメリカのS&P Dow Jones Indices社、およびスイスの投資顧問会社RobecoSAM社とが共同開発した株式指標であり、世界の
大手企業3,400社以上を対象に、経済・環境・社会の3つの側面から綿密な調査を実施し、その評価をもとに持続可能性（サステナビリティ）に
優れた企業を選定するものであり、ESG投資の世界的指標として、重要な投資先を選ぶ際の基準となっています。
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■ チェーンストア 〈スーパーマーケット／コンビニエンスストア等〉

■ ベンディング 〈自動販売機〉

■ リテール・フードサービス 〈飲食店／売店等〉

　スーパーマーケットでは、新製品の積極的な展開や「コカ･コーラ」ウィンター
キャンペーン等の実施により、売場の活性化に努めました。また、業態やお得意さま
の状況に応じ、適切な製品（ブランド・容量等）を最適な卸売価格で販売するなど、
きめ細かい営業活動を行うことで、利益を伴う売上収益の増加に取り組みました。
コンビニエンスストアでは、コンビニエンスストア限定製品の販売等により、
売上げ増加を図りました。

　自動販売機の魅力を向上すべく、設置場所に応じた最適な品揃えを徹底
するとともに、自動販売機限定の新製品やキャンペーンを展開しました。また、
スマートフォンアプリ「Coke ON」を通じて限定キャンペーンを実施するとともに、
歩くだけでドリンクがもらえる「Coke ON ウォーク」やキャッシュレス決済が
できる「Coke ON Pay」を開始するなど、お客さまへの新たな価値の提供に
努めました。

　飲食店では、ノンアルコールカクテル「モクテル」など、当社製品を
使用したドリンクメニューを提案することで、当社製品の取り扱い拡大を
図りました。また、売店やホテルでは、観光名所を描いた「コカ・コーラ」
スリムボトル 地域デザインの展開に加え、お得意さまの業態に応じた
販売方法を提案するなど、お得意さまとともにお客さまへのサービス
向上に努めました。

ジョージア Coke ONアプリ限定キャンペーン

ウィンターキャンペーンの売場づくり

スリムボトル 地域デザインの展開

　ゼロカロリー・無糖・ノン
カフェインの炭酸飲料です。
3月に「ザ・タンサン・スト
ロング」と「ザ・タンサン・
レモン」を、5月には「ザ・
タンサン・アップルミント」、
8月には「ザ・タンサン・
ライム」を発売し、4つの
ラインナップで展開して
います。

カナダドライ ザ・タンサン

　日本の職人技で育まれた
水出し抽出によるコーヒー
を使用※しています。低温の
水から丁寧に時間をかけて
じっくりと抽出することで
苦味や酸味、雑味が抑えられ、
日本人が好むすっきりと軽やか
な飲み口が楽しめます。

ジョージア
ジャパン クラフトマン

コカ・コーラ ピーチ

飲料事業
3月26日
発売

 “にごり”のある、特定保健用食品
（トクホ）の緑茶です。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2つの
働きをもつ“Wトクホ”です。トクホで
ありながらも、「綾鷹」ならではの旨み
のある豊かな味わいを実現しました。
食事にも合う製品です。

綾鷹 特選茶 9月24日
発売

5月14日
発売

ノンアルコールカクテル「モクテル」

※水出しコーヒー5％使用

い･ろ･は･す 白桃
い･ろ･は･す 二十世紀梨

　発売6ヵ月で5,000万本を突破
した人気シリーズに、新作「贅沢
しぼりピーチティー」が加わりました。
通常の2倍量の茶葉を使った香り
高い紅茶に、ピーチ100％果汁と
はちみつを加えた、フルーティーな
味覚と自然ですっきりとした甘みを
お楽しみいただけます。

　厳選された日本の天然水
に山梨県産白桃エキスを
加えた「い･ろ･は･す 白桃」
を2月より販売開始。9月には、
まるで本物の梨にかじり
ついたような上質な味わいの
「い･ろ･は･す 二十世紀梨」
を発売、ビタミンB群を
おいしく補給できます。

　東京大学の基礎研究で発見された
“11/19-B1乳酸菌”入りの発酵乳
を使用した、忙しい毎日を過ごす人
にぴったりの乳酸菌入り飲料です。
さっぱりとしたプレーンヨーグルト
の味わいで、健康維持サポート
飲料として、働く人を「中から強く、
ポジティブに」応援します。

紅茶花伝 クラフティー
贅沢しぼりピーチティー

10月15日
発売

ヨーグルスタンド 
B1乳酸菌

10月1日
発売

2月12日
発売

2019年
1月7日
発売

12月3日
発売

主要チャネルの状況

コカ・コーラ スリムボトル
2019年 NEW YEAR デザイン
　新春にふさわしい晴れやかな着物
のような「コカ･コーラ」スリムボトル 
2019年 NEW YEAR デザインを
期間限定発売しました。年末年始に
家族や友達と楽しく過ごすひとときや
新年会、新成人を祝うパーティーに
ぴったり。旅行や帰省のお土産にも
適した製品です。

　2018年1月に発売した
「コカ・コーラ ピーチ」は、
元来、炭酸飲料は男性
飲用者の方が多い中、
たくさんの女性の方に大変
ご好評いただきました。
新たに白桃果汁（1％）を
加え、より香り高く、豊かな
味わいになって再登場。

福ボトルでお年玉キャンペーン
「コカ・コーラ」の新製品＆キャンペーン

2018年の主な新製品

特定保健用食品

特定保健用食品に関する許可表示等の詳細は、https://www.cocacola.co.jp/brands/all-products をご覧ください。

営業活動の状況

　年末年始にぴったりな「コカ･コーラ」福ボトルを
12月24日から期間限定発売しました。70種類の
“福ワード”からかなえたい願いを選ぶことが
できます。また、
LINEポイント
がその場で
当たるおみくじ
を付けました。
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7月1日
発売

　お客さまより「大容量のコラリッチジェルが
欲しい」等のご要望をいただいていた「コラリッチ
EX」、「コラリッチEX スーパーモイストⅡ」の
ビッグサイズを発売しました。通常サイズの
約2.1倍の120gの製品です。製品の箱や
パッケージ、配送箱など資源量を削減すべく
積極的にお客さまにおすすめしたいという想いで、
通常サイズよりお得な価格設定にしております。

　売上収益の約9割を占める通信販売チャネルでは、テレビ通販番組や
公式ショッピングサイトの集客力向上に取り組みました。また、製品の受注や
案内を行うコールセンターにおいて、お客さまの特性やニーズに応じた
製品を提案するなど、きめ細かい営業活動に努めました。

オールインワンジェル
「コラリッチ」シリーズ ビッグサイズ

12月1日
発売

　「シオナガス」の主原料は海藻由来の「アルギン
酸塩」で、「アルギン酸塩」は食事で摂取した
塩分に吸着し、便と一緒に排出されます。外食
などで塩分のセルフコントロールが難しい時、
塩分を気にせずに食事を楽しみたい時に、手軽
な健康習慣としてご利用いただけます。

減塩ではなく“流す”という選択
塩分吸着サプリメント「シオナガス」

　自動販売機を設置する場所が取れない小規模オフィス等
において、小型機材を使って飲料を提供する新しいサービス
を開始しました。スマートフォンによるQRコード決済を採用して
おり、オフィス等での現金管理が不要です。また、決済データの
活用により正確な売上げ・在庫管理が可能となり、売り切れ
なく効率良く製品をお受け取りいただけます。
　本サービスは、2018年は東京都内限定で展開し、順次展開
エリアを拡大していきます。

　日本各地の酒場で提供されるおいしい
レモンサワーのこだわりに学び、「丸ごと
すりおろした」レモンを、お酒にあらかじめ
漬け込む「前割りレモン製法」を採用。
アルコール度数や果汁率の異なる3種類の
ラインナップに加え、2019年2月には
「檸檬堂 鬼レモン」を新たに発売しました。

　より多くの方に「ケール青汁」を楽しんでいただくため、さまざまな取り組みを行って
います。その一環として、ホテルとコラボレーションし、「ケール青汁シリーズ」を使用した
スイーツやパンを販売するなど、通信販売とは異なる販路展開を進めています。2018年
12月には、業務用限定製品として粉末タイプの「キューサイ青汁のある食卓」を新たに
発売しました。今後も、より多くのお客さまに健康をお届けしてまいります。

こだわりレモンサワー
「檸檬堂」を九州限定で発売

テレビ通販番組 公式ショッピングサイト

「塩レモン」

アルコール度数
7％

レモン果汁
7％

「定番レモン」

アルコール度数
5％

レモン果汁
10％

「鬼レモン」

アルコール度数
9％

レモン果汁
17％ 業務用の青汁「キューサイ青汁のある食卓」が新登場

ヘルスケア・スキンケア事業
主要チャネルの状況

2018年の主な新製品

営業活動の状況

　「Coke ON」の新機能として、キャッシュレス決済が
できる「Coke ON Pay」の提供を開始しました。クレジット
カード等の情報を登録し、スマートフォンを「Coke ON 
Pay」対応の自動販売機に接続後、アプリを操作するだけ
で、製品を購入いただけます。
　このほかにも、「Coke ON」は2016年のサービス開始
以降、歩くだけでドリンクがもらえる「Coke ONウォーク」
など、機能・サービスの強化を継続しています。

スマートフォンアプリ「Coke ON」の　
キャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」

小規模オフィス向け新サービス
「Coke mini （コーク ミニ）」

「はちみつレモン」

アルコール度数
3％

レモン果汁
7％

通常の
約2.1倍

身近で便利！ ご用意して
いただくのは
場所と電源だけ！

品揃えはご選択
いただけます！

完全キャッシュ
レスで便利！

簡単な作業の
ご協力により
特典あり！

設置には
費用負担は
ございません！

❻❺❹

❸❷❶

12月1日
発売
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案内を行うコールセンターにおいて、お客さまの特性やニーズに応じた
製品を提案するなど、きめ細かい営業活動に努めました。

オールインワンジェル
「コラリッチ」シリーズ ビッグサイズ

12月1日
発売

　「シオナガス」の主原料は海藻由来の「アルギン
酸塩」で、「アルギン酸塩」は食事で摂取した
塩分に吸着し、便と一緒に排出されます。外食
などで塩分のセルフコントロールが難しい時、
塩分を気にせずに食事を楽しみたい時に、手軽
な健康習慣としてご利用いただけます。

減塩ではなく“流す”という選択
塩分吸着サプリメント「シオナガス」

　自動販売機を設置する場所が取れない小規模オフィス等
において、小型機材を使って飲料を提供する新しいサービス
を開始しました。スマートフォンによるQRコード決済を採用して
おり、オフィス等での現金管理が不要です。また、決済データの
活用により正確な売上げ・在庫管理が可能となり、売り切れ
なく効率良く製品をお受け取りいただけます。
　本サービスは、2018年は東京都内限定で展開し、順次展開
エリアを拡大していきます。

　日本各地の酒場で提供されるおいしい
レモンサワーのこだわりに学び、「丸ごと
すりおろした」レモンを、お酒にあらかじめ
漬け込む「前割りレモン製法」を採用。
アルコール度数や果汁率の異なる3種類の
ラインナップに加え、2019年2月には
「檸檬堂 鬼レモン」を新たに発売しました。

　より多くの方に「ケール青汁」を楽しんでいただくため、さまざまな取り組みを行って
います。その一環として、ホテルとコラボレーションし、「ケール青汁シリーズ」を使用した
スイーツやパンを販売するなど、通信販売とは異なる販路展開を進めています。2018年
12月には、業務用限定製品として粉末タイプの「キューサイ青汁のある食卓」を新たに
発売しました。今後も、より多くのお客さまに健康をお届けしてまいります。

こだわりレモンサワー
「檸檬堂」を九州限定で発売

テレビ通販番組 公式ショッピングサイト

「塩レモン」

アルコール度数
7％

レモン果汁
7％

「定番レモン」

アルコール度数
5％

レモン果汁
10％

「鬼レモン」

アルコール度数
9％

レモン果汁
17％ 業務用の青汁「キューサイ青汁のある食卓」が新登場

ヘルスケア・スキンケア事業
主要チャネルの状況

2018年の主な新製品

営業活動の状況

　「Coke ON」の新機能として、キャッシュレス決済が
できる「Coke ON Pay」の提供を開始しました。クレジット
カード等の情報を登録し、スマートフォンを「Coke ON 
Pay」対応の自動販売機に接続後、アプリを操作するだけ
で、製品を購入いただけます。
　このほかにも、「Coke ON」は2016年のサービス開始
以降、歩くだけでドリンクがもらえる「Coke ONウォーク」
など、機能・サービスの強化を継続しています。

スマートフォンアプリ「Coke ON」の　
キャッシュレス決済機能「Coke ON Pay」

小規模オフィス向け新サービス
「Coke mini （コーク ミニ）」

「はちみつレモン」

アルコール度数
3％

レモン果汁
7％

通常の
約2.1倍

身近で便利！ ご用意して
いただくのは
場所と電源だけ！

品揃えはご選択
いただけます！

完全キャッシュ
レスで便利！

簡単な作業の
ご協力により
特典あり！

設置には
費用負担は
ございません！

❻❺❹

❸❷❶

12月1日
発売
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連結財政状態計算書 （単位：百万円）

科　目

資産

　流動資産

　非流動資産

　資産合計

負債及び資本

負債

　流動負債

　非流動負債

　負債合計

資本

　資本金

　資本剰余金

　利益剰余金

　自己株式

　その他の包括利益累計額

　親会社の所有者に帰属する持分合計

　非支配持分

　資本合計

負債及び資本合計

238,078

639,394

877,472

177,524

119,042

296,566

15,232

450,533

182,418

△72,651

4,915

580,448

458

580,906

877,472

282,170

647,133

929,304

131,950

142,315

274,265

15,232

450,498

184,317

△4,693

9,258

654,611

427

655,038

929,304

前連結会計年度
2017年12月31日現在

当連結会計年度
2018年12月31日現在

連結損益計算書 （単位：百万円）

科　目

売上収益

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

その他の収益

その他の費用

持分法による投資利益（△は損失）

営業利益

金融収益

金融費用

税引前利益

法人所得税費用

当期利益

837,069

424,287

412,782

371,007

1,421

5,614

12

37,594

961

641

37,914

16,031

21,883

21,967
△83

125.53

927,307

475,156

452,151

426,195

2,116

13,385

△5

14,682

830

745

14,767

4,605

10,162

10,117
45

52.68

前連結会計年度
2017年 1 月 1 日から
2017年12月31日まで

当連結会計年度
2018年 1 月 1 日から
2018年12月31日まで

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科　目

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

73,014
△14,299
△26,717

16
32,014
86,728
118,742

51,244
△48,628
△55,835

△12
△53,231
118,742
65,510

前連結会計年度
2017年 1 月 1 日から
2017年12月31日まで

当連結会計年度
2018年 1 月 1 日から
2018年12月31日まで

売上収益

0

400,000

800,000

1,200,000
（百万円）

927,307

2018年12月期

837,069

2017年12月期
0

20,000

40,000

60,000
（百万円）

23,276

2018年12月期

40,177

2017年12月期

0

20

40

60
（円）

44
50

2017年12月期 2018年12月期

事業利益※

親会社の所有者に帰属する当期利益 1株当たり配当金 セグメント情報

0

10,000

20,000

30,000
（百万円）

10,117

2018年12月期

21,967

2017年12月期

2017年4月1日付の経営統合の影響
により、売上収益は前期比で90,238
百万円増加し、927,307百万円となり
ました。

売上収益純増の一方で、飲料事業での
平成30年７月豪雨の被害やアセプティック
製品の需要急増に伴う供給制約等により、
事業利益は前期比で16,901百万円減少
し、23,276百万円となりました。

0

20,000

40,000

60,000
（百万円）

14,682

2018年12月期

37,594

2017年12月期

営業利益

事業利益の減少に加え、飲料事業に
おいて被災した設備や在庫等の除却損
および廃棄損等を計上したこと等により、
営業利益は前期比で22,912百万円減少
し、14,682百万円となりました。

2018年の期末配当金を1株当たり25円
としており、年間配当金は前期から1株
当たり6円増配の50円となります。2019
年についても、1株当たり50円の配当を
維持する見込みです。

営業利益の減少に伴い、親会社の所有者
に帰属する当期利益は前期比で11,850
百万円減少し、10,117百万円となりました。

〈売上収益〉

〈営業利益〉

■飲料事業

■ヘルスケア・
　スキンケア事業

899,863百万円（97.0％）

■飲料事業

8,864百万円（60.4％）

27,444百万円（3.0％）

■ヘルスケア・
　スキンケア事業

5,818百万円（39.6％）
※事業利益は、事業の経常的な業績を計るための指標であり、売上収益から売上原価ならびに販売費及び一般管理費を控除するとともに、
　その他の収益およびその他の費用のうち経常的に発生する損益を加減算したものです。

927,307百万円 23,276百万円 14,682百万円

50円10,117百万円
当期利益の帰属：
　親会社の所有者
　非支配持分

　基本的１株当たり当期利益（円）

連結決算ハイライト 連結財務諸表

　2018年期末決算より、国際財務報告基準（IFRS）に基づき財務情報を開示しております。財務情報の国際的な比較可能性
の向上や、開示内容の充実により、株主・投資家のみなさまに対して、有用性の高い情報を提供していきます。IFRS導入による
日本会計基準からの変更点は「2018年度定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。
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連結財政状態計算書 （単位：百万円）

科　目

資産

　流動資産

　非流動資産

　資産合計

負債及び資本

負債

　流動負債

　非流動負債

　負債合計

資本

　資本金

　資本剰余金

　利益剰余金

　自己株式

　その他の包括利益累計額

　親会社の所有者に帰属する持分合計

　非支配持分

　資本合計

負債及び資本合計

238,078

639,394

877,472

177,524

119,042

296,566

15,232

450,533

182,418

△72,651

4,915

580,448

458

580,906

877,472

282,170

647,133

929,304

131,950

142,315

274,265

15,232

450,498

184,317

△4,693

9,258

654,611

427

655,038

929,304

前連結会計年度
2017年12月31日現在

当連結会計年度
2018年12月31日現在

連結損益計算書 （単位：百万円）

科　目

売上収益

売上原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

その他の収益

その他の費用

持分法による投資利益（△は損失）

営業利益

金融収益

金融費用

税引前利益

法人所得税費用

当期利益

837,069

424,287

412,782

371,007

1,421

5,614

12

37,594

961

641

37,914

16,031

21,883

21,967
△83

125.53

927,307

475,156

452,151

426,195

2,116

13,385

△5

14,682

830

745

14,767

4,605

10,162

10,117
45

52.68

前連結会計年度
2017年 1 月 1 日から
2017年12月31日まで

当連結会計年度
2018年 1 月 1 日から
2018年12月31日まで

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科　目

営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

73,014
△14,299
△26,717

16
32,014
86,728
118,742

51,244
△48,628
△55,835

△12
△53,231
118,742
65,510

前連結会計年度
2017年 1 月 1 日から
2017年12月31日まで

当連結会計年度
2018年 1 月 1 日から
2018年12月31日まで

売上収益

0

400,000

800,000

1,200,000
（百万円）

927,307

2018年12月期

837,069

2017年12月期
0

20,000

40,000

60,000
（百万円）

23,276

2018年12月期

40,177

2017年12月期

0

20

40

60
（円）

44
50

2017年12月期 2018年12月期

事業利益※

親会社の所有者に帰属する当期利益 1株当たり配当金 セグメント情報

0

10,000

20,000

30,000
（百万円）

10,117

2018年12月期

21,967

2017年12月期

2017年4月1日付の経営統合の影響
により、売上収益は前期比で90,238
百万円増加し、927,307百万円となり
ました。

売上収益純増の一方で、飲料事業での
平成30年７月豪雨の被害やアセプティック
製品の需要急増に伴う供給制約等により、
事業利益は前期比で16,901百万円減少
し、23,276百万円となりました。

0

20,000

40,000

60,000
（百万円）

14,682

2018年12月期

37,594

2017年12月期

営業利益

事業利益の減少に加え、飲料事業に
おいて被災した設備や在庫等の除却損
および廃棄損等を計上したこと等により、
営業利益は前期比で22,912百万円減少
し、14,682百万円となりました。

2018年の期末配当金を1株当たり25円
としており、年間配当金は前期から1株
当たり6円増配の50円となります。2019
年についても、1株当たり50円の配当を
維持する見込みです。

営業利益の減少に伴い、親会社の所有者
に帰属する当期利益は前期比で11,850
百万円減少し、10,117百万円となりました。

〈売上収益〉

〈営業利益〉

■飲料事業

■ヘルスケア・
　スキンケア事業

899,863百万円（97.0％）

■飲料事業

8,864百万円（60.4％）

27,444百万円（3.0％）

■ヘルスケア・
　スキンケア事業

5,818百万円（39.6％）
※事業利益は、事業の経常的な業績を計るための指標であり、売上収益から売上原価ならびに販売費及び一般管理費を控除するとともに、
　その他の収益およびその他の費用のうち経常的に発生する損益を加減算したものです。

927,307百万円 23,276百万円 14,682百万円

50円10,117百万円
当期利益の帰属：
　親会社の所有者
　非支配持分

　基本的１株当たり当期利益（円）

連結決算ハイライト 連結財務諸表

　2018年期末決算より、国際財務報告基準（IFRS）に基づき財務情報を開示しております。財務情報の国際的な比較可能性
の向上や、開示内容の充実により、株主・投資家のみなさまに対して、有用性の高い情報を提供していきます。IFRS導入による
日本会計基準からの変更点は「2018年度定時株主総会招集ご通知」をご参照ください。



商 号

本 社 所 在 地

本 店 所 在 地

設 立

資 本 金

連 結 従 業 員 数

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
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.
東京都港区赤坂九丁目7番1号
ミッドタウン・タワー

福岡市東区箱崎七丁目9番66号

1960年12月20日※

152億3千2百万円

17,100名

証 券 コ ー ド

発行可能株式総数

発行済株式総数

株 主 数

1単元の株式数

上 場 取 引 所

2579

500,000千株

206,269千株

66,260名

100株

株式会社東京証券取引所（市場第一部）
証券会員制法人福岡証券取引所

※2018年１月１日 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に商号変更

1211

水資源保護活動の推進

「工場で学ぼう！サマースクール」を開催

ごみゼロ・クリーンウォーク広島

地域社会貢献活動 会社概要（2018年12月31日現在）（2018年12月31日現在）

《工場見学のご案内》

《ホームページのご案内》

「森に学ぼう」プロジェクトinざおう

森林保全に関する協定を締結

　当社は、各工場の水源域において地域行政や森林組合などと協定を
結び、水源涵養活動（森林保全、 草原保全・再生や水田湛水など）を
進めています。また、地域のみなさまと社員を対象に、 水資源保護の
重要性について理解を深めることを目的とした「森に学ぼう」プロジェクト
を開催しています。
　6月には、蔵王工場の水源域である宮城県蔵王町にて、地域の
みなさま、社員とその家族など211名が参加し、1,000本の植林と
木工体験を行いました。10月には、佐賀県、鳥栖市、基山町、佐賀東部
森林組合と森林保全に関する5者間協定を新たに締結し、水源涵養
面積を拡大しました。

　地域の子どもたちとその保護者を対象に、当社工場で「サマー
スクール」を開催しました。通常の工場見学に加え、正しい製品知識や
水分補給の重要性を学んでいただく飲育（いんいく）セミナーと、
オリジナルミックスドリンクづくりを行う特別プログラムです。8日間
で約1,500名の方にご参加いただきました。

　地域に密着した環境美化活動を推進するため、オフィスや工場周辺
をはじめ、河川や海岸の清掃活動に取り組んでいます。 6月には、散乱
ゴミ追放キャンペーンの一環として広島市が開催している「ごみゼロ・
クリーンウォーク広島」に社員とその家族、OBなど154名が参加
しました。

❶蔵王工場
（宮城県刈田郡蔵王町）
TEL：0224-32-3505

❷多摩工場
（東京都東久留米市）
TEL：042-471-0463

❺えびの工場
（宮崎県えびの市）
TEL：0984-25-4211

❸東海工場
（愛知県東海市）
TEL：052-602-0413

❹京都工場
（京都府久世郡久御山町）
TEL：0774-43-5522

　当社ホームページでは、株主・投資家のみなさまに向け、IRイベントスケジュールや財務情報など、
豊富なIR情報を掲載しています。また、ご登録いただいた方へ、決算発表やニュースリリースなどを
タイムリーにお知らせしています。

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

コカ･コーラ ボトラーズジャパン  工場見学 検索

工場見学の開催工場
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　コカ･コーラ社製品の
製造工程を見学いただ
ける工場見学を開催して
います。
　詳細は当社ホームページ
をご覧ください。



商 号

本 社 所 在 地

本 店 所 在 地

設 立

資 本 金

連 結 従 業 員 数

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
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc.
東京都港区赤坂九丁目7番1号
ミッドタウン・タワー

福岡市東区箱崎七丁目9番66号

1960年12月20日※
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証 券 コ ー ド
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※2018年１月１日 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に商号変更
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豊富なIR情報を掲載しています。また、ご登録いただいた方へ、決算発表やニュースリリースなどを
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特別口座について
特別口座とは、2009年1月の株券電子化の際に、株券を証券会社に預託されなかった株主さまならびに単元未満登録株式をお持ちの株主さま
の権利を保全するために、当社が特別に開設した口座のことをいいます。当社は「三井住友信託銀行株式会社」に特別口座を開設しております。

特別口座に記録されている株式については、特別口座のままでは売買できません（単元未満株式を除く）ので、証券会社に
取引口座を開設して、開設された口座に株式を移し替えるお手続き（振替申請）をお勧めします。

特別口座から証券会社の口座への振替申請のお手続きについて

特別口座から証券会社の口座への振替申請のお手続きの流れ お手続きに関するお問い合わせについて

事　業　年　度
定 時 株 主 総 会
基　　準　　日
•定時株主総会
•期 末 配 当
•中 間 配 当

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

毎年1月1日から12月31日まで

毎年3月開催

毎年12月31日
毎年12月31日
毎年 6 月30日
その他必要があるときは、
あらかじめ公告して定めた日

（郵便物送付先）〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社
証券代行部

公 告 の 方 法

（ 電 話 照 会 先 ）TEL 0120-782-031
（ホームページURL）https://www.smtb.jp/

personal/agency/index.html

東京都千代田区
丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
三井住友信託銀行株式会社
証券代行部

電子公告により、当社ホームページ
（https://www.ccbj-holdings.
com/corporate/public_notice/）
に掲載します。ただし、事故その他
やむを得ない事由によって電子
公告による公告ができない場合は、
日本経済新聞に掲載します。

●現在株券をお持ちの株主さまや、以前株券を持っていたが現在所在が分からなくなった株主さまは、特別口座で管理されている可能性がありますので、
当社特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部にお問い合わせください。

株主さま
特別口座から証券
会社の口座へ振替
申請するメリット

株式の売買ができる。

1. 証券口座開設手続き

三井住友信託銀行株式会社

2.特別口座からの
　振替申請 3.振替

証券会社

お手続き内容 お問い合わせ先

特別口座から
証券口座への
振替申請

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）

発行可能株式総数

発行済株式総数

株主数

大株主

500,000千株

206,269千株

66,260名

日本コカ・コーラ株式会社

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）

東洋製罐グループホールディングス株式会社

公益財団法人市村清新技術財団

薩摩酒造株式会社

株式会社千秋社

コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク

三菱重工機械システム株式会社

株式会社ＭＣＡホールディングス

27,956

6,772

6,159

5,607

5,295

4,699

4,088

4,075

3,912

3,408

15.2

3.7

3.4

3.1

2.9

2.6

2.2

2.2

2.1

1.9

株主名 持株数
（千株）

（注1）当社保有の自己株式22,793千株につきましては、上記の表および
持株比率の計算より除いております。

（注2）ザ コカ・コーラカンパニーが日本コカ・コーラ株式会社および
コカ・コーラ ホールディングズ・ウエストジャパン・インク等子会社
を通じて18.4％を保有しています。

所有者別株式数の状況

●金融機関

●証券会社

●その他国内法人

●外国法人等

●個人その他

●自己株式

..................

..................

.........

...............

...............

..................

............................合計 66,260 206,269

73

36

918

588

64,644

1

34,759

3,106

70,764

50,636

24,210

22,793

株式数の構成比

持株比率
（％）

株主数
（名）

所有株式数
（千株）

金融機関
16.9％

証券会社
1.5％

その他国内法人
34.3％

外国法人等
24.5％

個人その他
11.7％

自己株式
11.1％

株式の状況（2018年12月31日現在）株式の状況（2018年12月31日現在） 株主メモ（2018年12月31日現在）株主メモ（2018年12月31日現在）
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　2018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。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・

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

17

19

21

23

24

25

34

2018年12月期
株主優待サービスのご案内株主さまが75株を所有している場合

25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

25株の
買増請求

75株の
買取請求

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

単元未満株式の買増・買取請求のお手続きについて

株式に関するお手続きについて 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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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

17

19

21

23

24

25

34

2018年12月期
株主優待サービスのご案内株主さまが75株を所有している場合

25株
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（購入）
の場合

株主さま

株主さま
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にしたい
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（売却）
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株主のみなさまが
対象となります。



1817 【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）

●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おかれましては、
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いたことから、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28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。

株主優待サービスの内容

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

P19
株主優待サービス
ご利用規約を
ご確認ください

P24
商品カタログから
お選びください

P25～34

保有ポイントを確認する
交換期間：2019年3月27日～9月30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：2019年9月30日（当日消印有効）申込期限：2019年9月30日17時まで

P21～22 P23

2018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
2019年6月28日受付分まで

② 夏季配送商品お受け取り期間
2019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

2019年9月30日（当日消印有効）
・申込専用はがきで申し込む場合
2019年9月30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）

●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。

インターネットでの
お申し込みはこちらです

P21～22

申込専用はがきでの
お申し込みはこちらです

P23

お申し込みの流れ
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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：2019年9月30日17時まで
・夏季配送商品申込期限：2019年6月28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：2019年9月30日17時まで
・夏季配送商品申込期限：2019年6月28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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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P25～34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：2019年9月30日（当日消印有効）
・夏季配送商品申込期限：2019年6月28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。

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
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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P25～34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：2019年9月30日（当日消印有効）
・夏季配送商品申込期限：2019年6月28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。

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
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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・コーラ社の「Coke ON」アプリでお使いになれるドリンクチケットです。全国約30万台
の「Coke ON」対応自販機で、お好きなコカ・コーラ社製品1本と無料で交換になれるチケット
を6枚お送りします。

Coke ON ドリンクチケット（お好きなコカ・コーラ社製品1本）×6枚

・本ドリンクチケットを使用する際は、コカ・コーラ社の「Coke ON」アプリをダウンロードする必要があります。
・Coke ONアプリのご利用には推奨環境があります。iOS9.0以降（iPhone 5s以降）、AndroidOS4.4以降の端末が対象です。推奨環境以外の機種をご利用の場合、ダウンロード
できた場合でも正しい動作や表示が保証できません。詳しくは、「Coke ON」のウェブサイトをご確認ください。（フィーチャーフォンではCoke ONアプリは使用できません）
・本ドリンクチケットの有効期限はお受取りから3か月程度です。詳しい期限は、ドリンクチケット券面に記載いたしますので、有効期限内にご利用ください。
・本ドリンクチケットは換金できません。
・交換された製品の販売価格によらずつり銭はでません。
・本ドリンクチケットを紛失された場合、再発行はいたしません。
・クーポンコードのご利用方法、Coke ON対応自販機、お問い合わせについては、Coke ONアプリをご確認ください。
・普通郵便にてお届けいたします。

15
ポイント

ポイント数 商品名

Coke ON ドリンクチケット
（お好きなコカ・コーラ社製品1本）×6枚

夏季配送通常配送

C001 C505

3 スタンプ獲得!!
ドリンクを購入して

1起動!!アプリを

買うたび
スタンプ

たまると

1本無料!

AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録された
Apple Inc.の商標です。App Store.はApple Inc.のサービス
マークです。Google Playロゴは、Google Inc.の商標です。
スマホ自販機は、日本コカ・コーラ株式会社の登録商標です。

今すぐ、ダウンロード!!

Bluetooth設定をON 必ず製品購入（決済）前に接続してください。接続せずに購入するとスタンプはもらえません。スマホ自販機ご利用の前に

2 近づける!!
スマホを自販機に

のご紹介

株主優待で「Coke ON 
ドリンクチケット」を申し込む。

「Coke ON ドリンクチケット」
をお届け。

「Coke ON ドリンクチケット」 
のQRコードを読み取る。

Coke ON対応自販機で
お好きなコカ・コーラ社製品
と交換。

※夏季配送申込期限は、2019年6月28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

C512

C529

C018

C025

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

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
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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
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マークです。Google Playロゴは、Google Inc.の商標です。
スマホ自販機は、日本コカ・コーラ株式会社の登録商標です。
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と交換。
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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

C512

C529

C018

C025

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

お申し込み受付後、
約1ヵ月でお届け
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2827 【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、2007年6月の発売
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。
そして、2015年6月のリニューアルでは、
さらに「コカ･コーラ」の特別なおいしさを
楽しめる味わいに仕上げ、強い炭酸感、
豊かなコーラの味わいを実現し、「コカ･
コーラ」史上最高のゼロへと進化しました。

「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

C512

C529

C018

C025

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

アクエリアス 18本

アクエリアス 500mlPET×18本

C612

C629

C118

C125

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

C536

C543

C032

C049

夏季配送

コカ・コーラ プラス ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ プラス 11本

コカ・コーラ プラス 470mlPET×11本

コカ・コーラ プラス 16本

コカ・コーラ プラス 470mlPET×16本

C550

C567

C056

C063

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

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の定番、オレンジと
グレープを詰め合わせにしました。

ファンタ詰合せ

［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/
炭酸、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/炭酸、
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：40kcal/100ml●賞味期間：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

お体を気遣う皆さまへ、特定保健用食品
（トクホ）製品の詰合せをご用意しました。

これらの製品に関する許可表示等の詳細は、https://www.ccbji.co.jp/product/ をご覧ください。

特定保健用食品
特保製品詰合せ

［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
［スプライト エクストラ］
●原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）、食塩/炭酸、香
料、酸味料、甘味料（アセスルファムK、スクラロース）、酸化防止剤
（ビタミンC）●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
［綾鷹 特選茶］
●原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）、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
［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

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

C574

C581

C070

C087

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

45
ポイント

30
ポイント

ポイント数 商品名通常配送

特保製品詰合せ 10本
コカ・コーラ プラス 470mlPET×3本
スプライト エクストラ 470mlPET×2本
綾鷹 特選茶 500mlPET×3本
からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×2本

特保製品詰合せ 16本

コカ・コーラ プラス 470mlPET×4本
スプライト エクストラ 470mlPET×4本
綾鷹 特選茶 500mlPET×4本
からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×4本

C636

C643

C132

C149

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

ポイント数 商品名通常配送

ファンタ オレンジ 500mlPET×6本
ファンタ グレープ 500mlPET×6本

ファンタ オレンジ 500mlPET×9本
ファンタ グレープ 500mlPET×9本

C598

C605

C094

C101

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

ファンタ詰合せ 12本

ファンタ詰合せ 18本

商品カタログ　①コカ･コーラ社製品等



2827 【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、2007年6月の発売
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。
そして、2015年6月のリニューアルでは、
さらに「コカ･コーラ」の特別なおいしさを
楽しめる味わいに仕上げ、強い炭酸感、
豊かなコーラの味わいを実現し、「コカ･
コーラ」史上最高のゼロへと進化しました。

「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

C512

C529

C018

C025

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

アクエリアス 18本

アクエリアス 500mlPET×18本

C612

C629

C118

C125

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

C536

C543

C032

C049

夏季配送

コカ・コーラ プラス ポイント数 商品名通常配送

コカ・コーラ プラス 11本

コカ・コーラ プラス 470mlPET×11本

コカ・コーラ プラス 16本

コカ・コーラ プラス 470mlPET×16本

C550

C567

C056

C063

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

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の定番、オレンジと
グレープを詰め合わせにしました。

ファンタ詰合せ

［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/
炭酸、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/炭酸、
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：40kcal/100ml●賞味期間：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

お体を気遣う皆さまへ、特定保健用食品
（トクホ）製品の詰合せをご用意しました。

これらの製品に関する許可表示等の詳細は、https://www.ccbji.co.jp/product/ をご覧ください。

特定保健用食品
特保製品詰合せ

［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
［スプライト エクストラ］
●原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）、食塩/炭酸、香
料、酸味料、甘味料（アセスルファムK、スクラロース）、酸化防止剤
（ビタミンC）●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
［綾鷹 特選茶］
●原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）、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
［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

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

C574

C581

C070

C087

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

45
ポイント

30
ポイント

ポイント数 商品名通常配送

特保製品詰合せ 10本
コカ・コーラ プラス 470mlPET×3本
スプライト エクストラ 470mlPET×2本
綾鷹 特選茶 500mlPET×3本
からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×2本

特保製品詰合せ 16本

コカ・コーラ プラス 470mlPET×4本
スプライト エクストラ 470mlPET×4本
綾鷹 特選茶 500mlPET×4本
からだすこやか茶Ｗ 350mlPET×4本

C636

C643

C132

C149

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

ポイント数 商品名通常配送

ファンタ オレンジ 500mlPET×6本
ファンタ グレープ 500mlPET×6本

ファンタ オレンジ 500mlPET×9本
ファンタ グレープ 500mlPET×9本

C598

C605

C094

C101

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

ファンタ詰合せ 12本

ファンタ詰合せ 18本

商品カタログ　①コカ･コーラ社製品等



※販売中の茶系清涼飲料水の特定保健用食品として
　（2018年8月1日時点）。

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

C750

C767

C256

C263

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

C774

C781

C270

C287

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 11本

爽健美茶 525mlPET×3本
綾鷹 525mlPET×3本
綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×３本
綾鷹 特選茶 500mlPET×2本

お茶詰合せ 18本

爽健美茶 525mlPET×5本
綾鷹 525mlPET×5本
綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×5本
綾鷹 特選茶 500mlPET×3本

C736

C743

C232

C249

夏季配送「爽健美茶」、「綾鷹」、「綾鷹 茶葉の
あまみ」、「綾鷹 特選茶」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、キヌア、タンポポの根、あわ、きび、
ひえ、小豆、キダチアロエの葉、シソの葉、柿の葉、びわの葉、
桑の葉、オリーブの葉、ハマナス/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●賞味期間：製造日より8ヵ月
［綾鷹 特選茶］
●原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）、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

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。誕生25周年という節目を
迎える「爽健美茶」から、過去最多、25種類
の植物素材をブレンドした「25周年特別
限定ブレンド」をお届けします。

茶系飲料
爽健美茶

綾鷹

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

C698

C705

C194

C201

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

C650

C667

C156

C163

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

C674

C681

C170

C187

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

2018年9月24日に発売した「綾鷹 
特選茶」は、日本で唯一※、"にごり"がある
トクホ緑茶で、「綾鷹」ならではの旨みの
ある豊かな味わいを実現しました。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2つの働きをもつ、
"Wトクホ"の特定保健用食品です。
本製品は、血中中性脂肪が高めで脂肪
の多い食事を摂りがちな方、または食後
の血糖値が気になり始めた方に適した
飲料です。

綾鷹
特選茶

ポイント数 商品名通常配送

綾鷹 特選茶 10本

綾鷹 特選茶 500mlPET×10本

綾鷹 特選茶 15本

綾鷹 特選茶 500mlPET×15本

C712

C729

C218

C225

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

「綾鷹 茶葉のあまみ」は、2018年2月
に発売した、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、
低温抽出により苦みを抑えることで、
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。



※販売中の茶系清涼飲料水の特定保健用食品として
　（2018年8月1日時点）。

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

C750

C767

C256

C263

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

C774

C781

C270

C287

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 11本

爽健美茶 525mlPET×3本
綾鷹 525mlPET×3本
綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×３本
綾鷹 特選茶 500mlPET×2本

お茶詰合せ 18本

爽健美茶 525mlPET×5本
綾鷹 525mlPET×5本
綾鷹 茶葉のあまみ 525mlPET×5本
綾鷹 特選茶 500mlPET×3本

C736

C743

C232

C249

夏季配送「爽健美茶」、「綾鷹」、「綾鷹 茶葉の
あまみ」、「綾鷹 特選茶」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、キヌア、タンポポの根、あわ、きび、
ひえ、小豆、キダチアロエの葉、シソの葉、柿の葉、びわの葉、
桑の葉、オリーブの葉、ハマナス/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●賞味期間：製造日より8ヵ月
［綾鷹 特選茶］
●原材料名：食物繊維（難消化性デキストリン）、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

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。誕生25周年という節目を
迎える「爽健美茶」から、過去最多、25種類
の植物素材をブレンドした「25周年特別
限定ブレンド」をお届けします。

茶系飲料
爽健美茶

綾鷹

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

C698

C705

C194

C201

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

C650

C667

C156

C163

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

C674

C681

C170

C187

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

2018年9月24日に発売した「綾鷹 
特選茶」は、日本で唯一※、"にごり"がある
トクホ緑茶で、「綾鷹」ならではの旨みの
ある豊かな味わいを実現しました。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2つの働きをもつ、
"Wトクホ"の特定保健用食品です。
本製品は、血中中性脂肪が高めで脂肪
の多い食事を摂りがちな方、または食後
の血糖値が気になり始めた方に適した
飲料です。

綾鷹
特選茶

ポイント数 商品名通常配送

綾鷹 特選茶 10本

綾鷹 特選茶 500mlPET×10本

綾鷹 特選茶 15本

綾鷹 特選茶 500mlPET×15本

C712

C729

C218

C225

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

「綾鷹 茶葉のあまみ」は、2018年2月
に発売した、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、
低温抽出により苦みを抑えることで、
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。



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 12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
綾鷹 特選茶 500mlPET×1本
い・ろ・は・す 555mlPET×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
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 ジャパン クラフトマン ブラック  500mPET×1本
ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 500mlPET×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
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
綾鷹 特選茶 500mlPET×1本
からだすこやか茶W 350mlPET×１本
スプライト エクストラ 470mlPET×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 ジャパン クラフトマン ブラック  500mPET×1本
ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 500mlPET×1本

C874C370
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 ジャパン クラフトマン カフェラテ 
500mlPET×12本

ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 
500mlPET×18本

C836

C843

C332

C349

夏季配送「ジョージア」独自のドリップ抽出コー
ヒーと、日本人の味覚に合わせて発展
してきた水出し抽出コーヒーを絶妙な
バランスでブレンドしました。雑味の
ないコーヒーになめらかな口当たりの
国産牛乳を加えてすっきりと飲みやすく、
ほのかな甘味が楽しめます。最高のおいし
さを引き出すため、製法と素材のバラ
ンスに徹底してこだわり、苦みの少ない
透き通るようなコクのあるおいしさで
飲み飽きないコーヒーを実現しました。

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア詰合せ 13本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×3本
ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック  500mlPET×5本
ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 500mlPET×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 ジャパン クラフトマン ブラック  500mlPET×7本
ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 500mlPET×7本

C850

C867

C356

C363

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 ジャパン クラフトマン ブラック」、
「ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ」
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：35kcal/100g
●賞味期間：製造日より12ヵ月
[ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック］
●原材料名：コーヒー/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 ジャパン クラフトマン カフェラテ］
●原材料名：牛乳、砂糖、コーヒー、食塩/香料、乳化剤、カゼ
インNa、安定剤（カラギナン）●種類：コーヒー飲料
●エネルギー：29kcal/100ml●賞味期間：製造日より10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
ジャパン クラフトマン カフェラテ ジョージア

ジャパン クラフトマン カフェラテ 12本

ジョージア
ジャパン クラフトマン カフェラテ 18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

C798

C805

C294

C301

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック 
500mlPET×12本

ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック 
500mlPET×18本

C812

C829

C318

C325

夏季配送「ジョージア ジャパン クラフトマン」
は、登場から40年以上にわたり、缶コー
ヒーに関する知見と技術を積み重ねて
きた「ジョージア」独自のドリップ抽出
コーヒーと、日本人の味覚に合わせて
発展してきた水出し抽出コーヒーを
絶妙なバランスでブレンドした新製品
です。苦味をほど良く抑え、すっきりとした
後味で香りと風味豊かなコーヒーの
おいしさを楽しめます。

ジョージア
ジャパン クラフトマン ブラック ジョージア

ジャパン クラフトマン ブラック 12本

ジョージア
ジャパン クラフトマン ブラック 18本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C881C38745
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 12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
綾鷹 特選茶 500mlPET×1本
い・ろ・は・す 555mlPET×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
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 ジャパン クラフトマン ブラック  500mPET×1本
ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 500mlPET×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
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
綾鷹 特選茶 500mlPET×1本
からだすこやか茶W 350mlPET×１本
スプライト エクストラ 470mlPET×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 ジャパン クラフトマン ブラック  500mPET×1本
ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 500mlPET×1本

C874C370
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 ジャパン クラフトマン カフェラテ 
500mlPET×12本

ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 
500mlPET×18本

C836

C843

C332

C349

夏季配送「ジョージア」独自のドリップ抽出コー
ヒーと、日本人の味覚に合わせて発展
してきた水出し抽出コーヒーを絶妙な
バランスでブレンドしました。雑味の
ないコーヒーになめらかな口当たりの
国産牛乳を加えてすっきりと飲みやすく、
ほのかな甘味が楽しめます。最高のおいし
さを引き出すため、製法と素材のバラ
ンスに徹底してこだわり、苦みの少ない
透き通るようなコクのあるおいしさで
飲み飽きないコーヒーを実現しました。

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア詰合せ 13本

ジョージア エメラルドマウンテンブレンド 185g缶×3本
ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック  500mlPET×5本
ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 500mlPET×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 ジャパン クラフトマン ブラック  500mlPET×7本
ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ 500mlPET×7本

C850

C867

C356

C363

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 ジャパン クラフトマン ブラック」、
「ジョージア ジャパン クラフトマン カフェラテ」
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：35kcal/100g
●賞味期間：製造日より12ヵ月
[ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック］
●原材料名：コーヒー/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 ジャパン クラフトマン カフェラテ］
●原材料名：牛乳、砂糖、コーヒー、食塩/香料、乳化剤、カゼ
インNa、安定剤（カラギナン）●種類：コーヒー飲料
●エネルギー：29kcal/100ml●賞味期間：製造日より10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
ジャパン クラフトマン カフェラテ ジョージア

ジャパン クラフトマン カフェラテ 12本

ジョージア
ジャパン クラフトマン カフェラテ 18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

C798

C805

C294

C301

夏季配送

45
ポイント

30
ポイント

45
ポイント

30
ポイント

ポイント数 商品名通常配送

ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック 
500mlPET×12本

ジョージア ジャパン クラフトマン ブラック 
500mlPET×18本

C812

C829

C318

C325

夏季配送「ジョージア ジャパン クラフトマン」
は、登場から40年以上にわたり、缶コー
ヒーに関する知見と技術を積み重ねて
きた「ジョージア」独自のドリップ抽出
コーヒーと、日本人の味覚に合わせて
発展してきた水出し抽出コーヒーを
絶妙なバランスでブレンドした新製品
です。苦味をほど良く抑え、すっきりとした
後味で香りと風味豊かなコーヒーの
おいしさを楽しめます。

ジョージア
ジャパン クラフトマン ブラック ジョージア

ジャパン クラフトマン ブラック 12本

ジョージア
ジャパン クラフトマン ブラック 18本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C881C38745
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
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コカ･コーラグッズ

キューサイ社製品

【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　①コカ･コーラ社製品等 商品カタログ　②社会貢献活動（市村自然塾 九州）への寄付

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。

みなさまのご厚意を地域に根ざした社会貢献のために、有効に生かします。

　「市村自然塾 九州」は、「生きる力を大地から学ぶ」を基本理念とした子どもたちの健全育成、成長を支援する特定非営利活動法人（NPO法人）です。
農業体験、自然学習、共同生活の3つを柱とし、規律、自主性、創造性等の資質を育む場を提供し、青少年の心身の健全育成を支援しています。小学
4年生から中学2年生までの塾生たちは、8ヵ月にわたって佐賀県鳥栖市の豊かな自然の中で週末を仲間たちと過ごし、将来社会を牽引していく
リーダーとなるために必要な多くのことがらを身につけます。当社は2002年の設立当初より、本活動を運営、支援しています。また、本活動は佐賀県
による表彰等、市長や教育委員会をはじめとする地域社会からも、厚い御支持をいただいています。

●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、2019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

ゴーヤの収穫 にんじんの収穫

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

「2017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
　2017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「2017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、
右記のとおり、「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

2,257,200円

18,269,100円

20,526,300円

37,620ポイント

304,485ポイント

342,105ポイント

401名

3,458名

3,859名

C432

45
ポイント

90
ポイント

ポイント数 商品名商品番号

コラリッチEX 55g×1個C425

30
ポイント

ポイント数 商品名商品番号

サーモステンレスタンブラー
セット
サーモステンレスタンブラー420ｍｌ×1個
ＴＯＫＹＯ2020ミニタオル×1枚

C401

ポイント数 商品名商品番号

ステンレスダブル
ウォールボトルセット
ステンレスダブルウォールボトル×1個
ＴＯＫＹＯ2020ミニタオル×1枚

C394 45
ポイント

ポイント数 商品名商品番号

キャンバス保冷トートセット

キャンバス保冷トート×1個
ＴＯＫＹＯ2020ミニタオル×1枚

C418
※写真はイメージです。

キューサイ社の「コラリッチEX」は、コラーゲン※1を300％※2配合し、さらなる
保湿力を実現。さらに、油分を補う美容オイルや年齢肌をケアする美容成分も
配合。角質層深部まで濃厚なうるおいを届けます。
内容量：55g（約1カ月分）・スパチュラ（ヘラ）付
※オールインワン：ひとつで６つの機能（化粧水、乳液、美容オイル、美容液、クリーム、マッサージジェル）
※1 保湿成分　※2 コラーゲンの含有量がコラリッチに比べ300%
・無香料、無着色、無鉱物油、パラベン（防腐剤）無添加

スーパーオールインワン美容ジェルクリーム コラリッチEX

保温保冷効果もあるステンレスタンブラーと
「東京2020オリンピック大会」のエンブレム
をあしらったミニタオルをセットにしてお届け
します。
〔サーモステンレスタンブラー〕サイズ： 直径8.2cm×高さ14cm
　　　　　　　　　　　　　　 素材：ステンレス他
〔ミニタオル〕サイズ：縦20cm×横20cm　素材：綿

サーモステンレスタンブラー・
TOKYO2020ミニタオルセット

500mlの大容量でレジャーやスポーツなど様々な場面
で使えるステンレスダブルウォールボトルと「東京
2020オリンピック大会」のエンブレムをあしらったミニ
タオルをセットにしてお届けします。

〔ステンレスダブルウォールボトル〕サイズ：直径7.3cm×高さ25cm
　　　　　　　　　　　　　　　素材：ステンレス他
〔ミニタオル〕サイズ：縦20cm×横20cm　素材：綿

ステンレスダブルウォールボトル・
TOKYO2020ミニタオルセット

毎日のお買い物やお出かけに便利なキャンバス
保冷トートと「東京2020オリンピック大会」
のエンブレムをあしらったミニタオルをセットに
してお届けします。

〔キャンバス保冷トート〕サイズ：幅40cm×高さ32cm× マチ幅17cm※持ち手含まず
　　　　　　　　　　素材：綿他
〔ミニタオル〕サイズ：縦20cm×横20cm　素材：綿

キャンバス保冷トート・
TOKYO2020ミニタオルセット

【お知らせ】 製品は、リニューアル等により、パッケージおよび仕様等が変更となる場合がございます。
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