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株主優待制度の優待特典変更に関するお知らせ

当社は、株主優待制度について、下記のとおり優待特典変更を決定いたしましたので、

お知らせいたします。

記

１．優待特典変更の目的

当社は、当社株式を 100 株以上ご所有の株主の皆様を対象に、株式会社大丸松坂屋百

貨店および関係百貨店（全国 17 店舗）でご利用いただける「大丸・松坂屋お買い物ご

優待カード」と株式会社パルコが運営する PARCO（全国 18 店舗）でご利用いただける「パ

ルコお買い物ご優待券」を発行いたしております。

このたび、株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅

力を高め、中長期にわたり株式を保有していただける株主様の増加を図ること、また、

多くの株主様に当社グループ事業に対するご理解を一層深めていただくことを目的と

して、株式会社パルコの PARCO 店舗における優待特典を変更することといたします。

２．変更する優待特典の内容

２月末・８月末時点で当社株式を 100 株以上ご所有の株主様のうち、ご希望される株

主様に対し、現在の「パルコお買い物ご優待券」に代わるものといたしまして、株式会

社パルコが運営する PARCO（全国 18 店舗）の店頭およびネット通販 PARCO ONLINE STORE

でのお買い物（一部のショップ、商品、サービス等を除く）が請求時に５％割引となる

「パルコお買い物ご優待カード（クレジットカード）」を発行いたします。申込につき

ましては、株主様１名につき１枚、18 歳以上の方（高校生を除く）で連絡可能な方に限

りお申込みいただけます。入会金、年会費につきましては無料となります。本カードの

有効期限は、お届け日から翌年５月末日までとなります。本カードをお申込いただき、

発行後も当社株式を 100 株以上継続して保有いただいている株主様につきましては、有

効期限満了前までに更新カードをお届けいたします。

３．適用開始日

2021 年２月 28 日現在の株主名簿に記載された株主様より適用いたします。

以 上
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～PARCO でのショッピングをいつもお得に～

『パルコお買い物ご優待カード』誕生

◆１年間いつでも５％OFF!!

PARCO でのショッピングやお食事、ネット通販 PARCO ONLINE STORE にて『パルコお

買い物ご優待カード』をご利用いただきますと、ご請求時にご利用金額の５％を割引い

たします。

※ なお、一部のショップ、商品、サービス等につきましてはご優待割引対象外となり

ます。

◆PARCO 店舗内のギャラリー入場料が無料!!

『パルコお買い物ご優待カード』のご提示で、PARCO 店舗内のギャラリーにて開催の有

料文化催事に株主様とご同伴者１名様まで無料でご入場いただけます。

※なお、一部の有料文化催事は、ご優待の対象外となる場合がございます。

◆入会金・年会費 無料!!

２月末日・８月末日現在の「Ｊ．フロント リテイリング」株主名簿にて 100 株以上

保有を確認された株主様へ、当社より「パルコお買い物ご優待カード」お申込みのご案

内をさせていただきます。

お申込みは、株主様ご本人に限らせていただき、18 歳以上（高校生は除く）であれば、

どなたでもお申込みいただけます。

入会にあたり、入会金・年会費はいただきません。なお、株式会社クレディセゾンに

おける所定の審査により、お申込みの意に添えない場合もございます。
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◆ご利用店舗紹介

 渋谷 PARCO

～次世代型商業施設、新生渋谷 PARCO～

特定の年齢層や性別の方にターゲットを絞らず、感性で消費をする「新しいこと、

人と違うこと、面白いこと、個性を追求する」都市生活者に向けて 2019 年 11 月に

グランドオープン。

新たなニーズを創造し、新しい消費提案・価値観を提供する渋谷 PARCO は、「FASHION」

「ART & CULTURE」「ENTERTAINMENT」「FOOD」「TECHNOLOGY」の５つの柱で構成した個性

溢れるショップ約 180 店が出店。

 心斎橋 PARCO

大阪・心斎橋の新たなランドマークを目指し約９年ぶりの再出店。

ファッションビル、百貨店の枠を超え、さらに「モノとコト」「日常とアート」

「リアルとテクノロジー」が、ボーダーレスに交わり、総出店数約 170 店舗による

「NEW COMPLEX ビル」として 2020 年 11 月にオープン。

 上記以外の各 PARCO 店舗でもご利用いただけます。

札幌 PARCO、仙台 PARCO、池袋 PARCO、錦糸町 PARCO、吉祥寺 PARCO、

調布 PARCO、ひばりが丘 PARCO、津田沼 PARCO、新所沢 PARCO、浦和 PARCO、

松本 PARCO、静岡 PARCO、名古屋 PARCO、広島 PARCO、福岡 PARCO、

PARCO_ya 上野

 PARCO ONLINE STORE

全国の PARCO 店舗で取り扱っているファッションアイテム、インテリアなどをオン

ラインで購入いただける PARCO 公式通販サイトです。

購入したいがお店に行く時間が無いとき、お店で迷った商品を購入したいとき、商

品をお店で受け取りたいときなど、お客様の様々なライフスタイルに合わせてご利用

いただけます。
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◆カード概要

カード名称 パルコお買い物ご優待カード

発行会社 株式会社クレディセゾン

お申込み条件 Ｊ．フロント リテイリング株主であること

毎年２月末日・８月末日現在の株主名簿に 100 株以上保有が確認

された個人株主であること

18 歳以上（高校生を除く）の方で連絡可能な方であること

入会金・年会費 無料

国際ブランド Mastercard

カード有効期限 お申込み日にかかわらずお届け日から翌年５月末日まで

優待サービス パルコ店舗、PARCO ONLINE STORE でのショッピングがご請求時に

５％割引

※一部のショップ、商品、サービス等につきましては優待割引対

象外となります。

付帯サービス ポイントプログラム「永久不滅ポイント」

セゾン優待加盟店（全国の店舗・施設利用可）

※ パルコお買い物ご優待カードは、株式会社クレディセゾンがＪ.フロント リテイリング株式会社、

株式会社パルコと提携し発行するクレジットカードです。

※ お申込みのご案内は以下の株主様に郵送させていただきます。

・毎年２月末日現在の株主名簿に記録された 100 株以上保有の株主様。

・毎年８月末日現在の株主名簿に記録された 100 株以上保有の株主様のうち、その年の３月以降に

新たに 100 株以上保有された株主様。

※ カードのお届けがお申込みの翌年となった場合、カード有効期限はその年の５月末日となります。

例）2021 年 12 月にお申込みいただき、カードのお届けが 2022 年１月となった場合、カードの有

効期限は 2022 年５月末日となります。

※ ２月末日現在の「Ｊ.フロント リテイリング」株主名簿にて、株主番号の変更が無く 100 株以上

の継続保有を確認された株主様には、有効期限満了前に更新カードをお届けいたします。

※ パルコお買い物ご優待カードのご提示による店頭での現金値引はいたしかねます。
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（ご参考）

＜ 現行の当社株主優待制度の概要 ＞

当社は、毎年２月末日現在 100 株以上ご所有の株主様を対象に以下のご優待を行います。

Ｊ．フロントリテイリング株主様

大丸・松坂屋ご優待カード

当社グループ百貨店でのお買い物につき、10％割引

（一部除外品あり）いたします。

ご所有株式数、保有期間に応じて、ご利用限度額を

設定いたしております。

当社グループ百貨店やパルコで開催する有料文化催

事に株主様ご本人と同伴者１名様まで、無料で入場

（一部対象外あり）いただけます。

Ｊ．フロントリテイリング株主様

パルコお買い物ご優待券

パルコ（全国 18 店舗）における現金によるお買い物

につき、税込 2,000 円ごとに 100 円分としてご利用

いただけます。

＜ 2021 年３月以降の当社株主優待制度の概要 ＞

当社は、毎年２月末日現在 100 株以上ご所有の株主様を対象に以下のご優待を行います。

ただし、『パルコお買い物ご優待カード』につきましては、希望される株主様のみに発行

をいたします。

Ｊ．フロントリテイリング株主様

大丸・松坂屋ご優待カード

当社グループ百貨店でのお買い物につき、10％割引

（一部除外品あり）いたします。

ご所有株式数、保有期間に応じて、ご利用限度額を

設定いたしております。

当社グループ百貨店やパルコで開催する有料文化催

事に株主様ご本人と同伴者１名様まで、無料で入場

（一部対象外あり）いただけます。

Ｊ．フロントリテイリング株主様

パルコお買い物ご優待カード

（クレジットカード）

パルコ（全国 18 店舗）の店頭やネット通販 PARCO

ONLINE STORE でのお買い物につき、５％割引（一部

除外品あり）いたします。

※『Ｊ．フロントリテイリング株主様 パルコお買い物ご優待券』は、2021 年５月 31 日

をもちまして、廃止いたします。


