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株主優待制度の拡充について 

～ 格安 STM/スマホサービス“LTBMO”コースを新設 ～ 

 

 
当社は、平成 30 年 9 月 30 日現在の株主名簿に記載された 1 単元株（100 株）以上ご所有の株

主の皆様を対象に、株主優待制度を拡充し、新たなコースを追加することといたしましたのでお

知らせいたします。 

 

“LTBMO（リブモ）”は、平成 29 年 2 月のサービス開始以来、競争力ある価格設定に加え、商

品力の向上やサポートの充実に努め、現在、3 万件を超える皆様にご利用いただいております。 

また、平成 29 年 9 月末並びに平成 30 年 3 月末の 2 回限定で実施いたしました「格安 STM／ス

マホサービス“LTBMO”を 1 年間無料でご利用いただける特別コース」（月額 1,880 円、最大

22,560 円相当）にも数多くの株主の皆様からお申込みをいただきました。 

 

今般、“LTBMO”へのご理解を更に深めていただき、株主の皆様の幅広いニーズにお応えする

ことを目的として、従前の 6 種類の株主優待品（アクア商品・QUO カード・レストラン食事券・

TLC ポイント）に加えて、「格安 STM／スマホサービス“LTBMO”月額ご利用料の一定額割引

（6 か月間）コース」を新設します。 

 

当社グループは、TLC（トータルライフコンシェルジュ）のビジョンのもと、エネルギー事業

をはじめ、インターネットやモバイル通信・ソフト開発などの情報通信事業や CATV・アクア

（宅配水）・住宅・保険・セキュリティ・ブライダルなど、人々の暮らしに関わるサービスを総合

的に提供しております。格安 STM サービスにつきましては、今後一層の需要拡大が見込まれてお

り、お客様の暮らしをサポートする商材のひとつである“LTBMO”を積極的に拡販してまいりま

す。 

 

当社は、今後も継続的かつ安定的な配当の継続とともに、魅力ある優待サービスの提供に努め

てまいります。 

以 上 

  



【参考】現在と拡充後の株主優待について 

Ｅコースとして、格安 STM／スマホサービス“LTBMO”月額ご利用料の一定額割引（6 か月

間）コースを新設します 

 

＜現在＞ 

コース 

ご優待品 

名称 
100 株以上 

300 株未満 

300 株以上 

5,000 株未満 
5,000 株以上 

A 
当社グループ 

アクア関連商品*1 

500mℓボトル 12 本 

又は 12ℓボトル 1 本 

2,050 円相当 

500mℓボトル 26 本 

又は 12ℓボトル 2 本 

6,100 円相当 

500mℓボトル 68 本 

又は 12ℓボトル 6 本 

8,200 円相当 

B QUO カード 500 円分 1,500 円分 2,500 円分 

C 
「ヴォーシエル」 

お食事券*2 
1,000 円分 3,000 円分 5,000 円分 

D 
グループ会員サービス

「TLC ポイント」*3 
1,000 ポイント 2,000 ポイント 6,000 ポイント 

共通 
・当社グループ結婚式場 婚礼 10%割引券（割引上限 10 万円） 

・当社グループレストラン「ヴォーシエル」 お食事 20%割引券（12 枚つづり） 

 

＜拡充後＞※赤字が今回拡充する部分 

コース 

ご優待品 

名称 
100 株以上 

300 株未満 

300 株以上 

5,000 株未満 
5,000 株以上 

A 
当社グループ 

アクア関連商品*1 

500mℓボトル 12 本 

又は 12ℓボトル 1 本 

2,050 円相当 

500mℓボトル 26 本 

又は 12ℓボトル 2 本 

6,100 円相当 

500mℓボトル 68 本 

又は 12ℓボトル 6 本 

8,200 円相当 

B QUO カード 500 円分 1,500 円分 2,500 円分 

C 
「ヴォーシエル」 

お食事券*2 
1,000 円分 3,000 円分 5,000 円分 

D 
グループ会員サービス

「TLC ポイント」*3 
1,000 ポイント 2,000 ポイント 6,000 ポイント 

Ｅ 
*6 

格安 STM／スマホ 

サービス“LTBMO”  

月額 350 円割引 

（6 か月間） 

2,100 円相当 

月額 850 円割引 

（6 か月間） 

5,100 円相当 

月額 1,880 円割引 

（6 か月間） 

11,280 円相当 

共通 
・当社グループ結婚式場 婚礼 10%割引券（割引上限 10 万円） 

・当社グループレストラン「ヴォーシエル」 お食事 20%割引券（12 枚つづり） 

 



*1  12ℓ ボトルの贈呈は、当社が提供している宅配水サービスをご契約の方に限ります。 

*2  当社グループが JR 静岡駅前葵タワーで運営するレストラン「ヴォーシエル」（フレンチ）でご利用いただけるお

食事券です。  

*3  TLC ポイントの贈呈は、既存の TLC 会員の方、新規でご入会される方（当社グループが提供する対象サービスの

ご契約が必須）に限ります。 

*6  LTBMO の月額割引は、新規にご契約いただく方、既にご契約（平成 29 年 9 月末並びに平成 30 年 3 月末の株主様

の 2 回限定で実施いたしました「特別コース」も含みます）いただいている方、いずれもご利用可能です。既に特

別コースの割引が適用されている場合、本コースとは重複適用いたしません。現在の割引が終了した翌月から 6 か

月間割引を適用いたします。また、割引額はご利用料金を上限とさせていただきます。 

 

 

 


