
1 株主になる 2 株主優待通知が
送られてくる

（3月下旬～4月上旬にお届け）

3 株主優待ポイントを
株主優待商品と
交換する

4 株主優待商品が
届く
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　毎年12月31日現在で当社株式を100株以上保有する株主さまに対し、保有株式数と保有期間に応じて、
「株主優待ポイント」を翌年3月下旬に贈呈いたします。「株主優待ポイント」（1ポイント60円相当）は、当社
ホームページの株主優待サイトや商品カタログの中から、コカ･コーラ社製品詰合せや社会貢献活動への
寄付などお好きな株主優待商品と交換いただくことができます。

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。

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）

株主優待サービスについて株式に関するお知らせ

コカ・コーラ 
東京2020オリンピック
フェイスタオル
マグカップ

社会貢献活動
（市村自然塾 九州）
への寄付※

コカ・コーラ社
製品詰合せ

　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。

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 

株主優待に関するお問い合わせ先 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株主優待事務局
TEL 0120-99-5610　受付時間 10：00～17：00（土日祝日・年末年始を除く）

●株主優待サイト
●商品カタログ
 からお選びください。

※「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、共同生活を通じて子どもたちの健全な育成・成長を支援するために設立された
　特定非営利活動法人（NPO）

株主優待商品例
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株主優待サービスについて

【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　翌年3月下旬

株主優待ポイントの概要

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月末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
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