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株主優待券のご案内

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、皆様からの日頃のご支援への感謝の気持ちを込めて、第２四半期末の８月末日現在、並びに、決算期
末の２月末日現在で１単元（100株）以上の弊社株式を保有頂いております株主様を対象に、下記の通り、
株主優待券をお届けしております。
平成28年２月29日から、株主優待券の対象となるブランドを拡大し、その割引金額の上限も引上げてご利
用頂けるように致しました。また、長期的に弊社株式をご所有頂きました株主様には、更に優待内容を拡大
させて頂きます。
TSIホールディングスのより幅広い商品をお楽しみ頂ければ幸甚に存じます。
末筆ではございますが、末永くご支援ご愛顧を賜りますよう心からお願い申し上げます。

敬具
記

１．ご優待の内容
弊社グループ各社が運営する各ECサイトで購入頂く商品について、20％割引となる優待券又は1,000
円の金券をご進呈します（一部ブランドを除く）。尚、ナノ・ユニバースについてはECサイトでなく実
店舗にて割引を実施致します。具体的なご利用方法並びにご利用上限額は、本ガイドブックの各ご案内
頁をご参照下さい。

２．進呈枚数
３年未満保有の株主様 ３年以上保有の株主様（※）
　100株以上所有：　１冊 　100株以上所有：　２冊
　500株以上所有：　２冊 　500株以上所有：　３冊
1,000株以上所有：　３冊 1,000株以上所有：　４冊

（※）�３年以上とは、平成28年２月29日から起算して、以降、毎年２月末日及び８月末日の株主
名簿に同一株主番号で３年以上（７回以上）継続して記載又は記録され、かつ同期間の保
有株式数が継続して所定の株式数以上であることを条件と致します。

３．進呈時期と有効期間
進呈時期 有効期間

第２四半期末の株主様 11月末 12月１日～５月31日
決算期末の株主様 ５月末 ６月１日～11月30日
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グループ直営オンラインショッピングサイトTSI

ミックスドットトウキョウ

当社グループの最旬アイテムやトレンド情報が満載な「MIX.Tokyo」。
株主優待をご利用頂くと、レディス、メンズ、生活雑貨など、多彩なブランドの商品を20%割引でご購入頂けます。
ぜひこの機会に株主優待券を使って、お得にオンラインショッピングをお楽しみください。

当社グループが運営するオンラインショッピングサイト
「MIX.Tokyo」でのお買い物※に対し、20%割引となる
【優待券】を進呈します。

※1 ご利用に当たっては、「MIX.Tokyo」への会員登録が必要です。（入会金・年会費等は一切かかりません。） / ※2 他の割引制度とは併用できません。 / ※3 与信限度を上限額とする
30万円に対してのみ20%割引となります。 / ※4 店頭ではご利用になれません。

ご優待の内容

取り扱いブランドMIX.Tokyo

優待券のご利用方法

こちらに優待ID、優待PASSを
ご入力してください。

「適用ボタン」をクリックすると合計
金額に優待割引が適用されます。

「注文を確定する」ボタンをクリック
してご注文完了となります。

お手元に株主優待券をご準備ください。1 ご希望の商品を選定頂き、レジへお進みください。
必要事項を入力後「支払い方法を選択する」ボタンをクリック
して次ページへとお進みください。

4

会員登録がお済みの方はご登録頂いているメールアドレスと
パスワードでログインしてください。
登録がお済みでない方は、新規にご登録ください。

3

お支払い方法を選択後に「キャンペーン･クーポンの利用を選択」欄
にて「株主優待券を使用する」を選択して頂き、お持ちの優待券に
記載されている優待ID、優待PASSを入力してください。

5

と了完でクッリクをンタボ」るす定確を文注「、き頂み進おをジーペ
なります。

6

「MIX.Tokyo」へアクセスしてください。

MIX.Tokyo http://mix.tokyo検索

2

ご利用例【10万円のお買い物をした場合】

10万円（税込）-割引額（10万円（税込）   20%）=合計金額8万円

新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。

「優待券のご利用方法」ページへは最下部にある
「株主様ご優待」をクリックしてください。

「優待券のご利用方法」ページへはサイト最下部にある「株主様ご優待」をクリック
してください。

なお詳しくは「MIX.Tokyo」サイト内の「優待券のご利用方法」
ページをご覧ください。

※
新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。

株主様ご優待券でご利用できるブランド

1
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「Zio Bernardo ONLINE SHOP」、「PEARLY GATES ONLINE SHOP」、「NEW BALANCE GOLF 
ONLINE STORE」は、当社が運営するオンラインショッピングサイトです。流行に左右されない先端をいく
カジュアルウェア、ゴルフウェアを20%割引でご購入頂けます。ぜひこの機会に株主優待券を使って、お得に
オンラインショッピングをお楽しみください。

当社が運営するオンラインショッピングサイト「Zio Bernardo 

ONLINE SHOP」、「PEARLY GATES ONLINE SHOP」、
「NEW BALANCE GOLF ONLINE STORE」でのお買い物
※に対し、20%割引となる【優待券】を進呈します。

※1 ご利用に当たっては、「G&S PREMIUM CLUB」への会員登録が必要です。（入会金・年会費等は一切かかりません。） / ※2 キャロウェイアパレルの商品は割引対象外です。
※3 他の割引制度とは併用できません。 / ※4 与信限度を上限額とする 30万円に対してのみ20%割引となります。 / ※5 店頭ではご利用になれません。

ご優待の内容

優待対象ブランド

優待券のご利用方法

ご利用例【10万円のお買い物をした場合】

10万円（税込）- 割引額（10万円（税込）   20%）=合計金額8万円

PEARLY GATESで優待券をご利用の場合

お手元に株主優待券をご準備ください。1

「PEARLY GATES ONLINE SHOP」へアクセスしてください。2

会員登録がお済みの方はご登録頂いているメールアドレスとパ
スワードでログインしてください。
登録がお済みでない方は、新規にご登録ください。

3

新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。

NEW BALANCE GOLFで優待券をご利用の場合

お手元に株主優待券をご準備ください。1

「NEW BALANCE GOLF ONLINE STORE」へアクセスしてください。2

会員登録がお済みの方はご登録頂いているメールアドレスとパ
スワードでログインしてください。
登録がお済みでない方は、新規にご登録ください。

3

新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。

※キャロウェイアパレルは対象外です。

Zio Bernardoで優待券をご利用の場合

お手元に株主優待券をご準備ください。1

「Zio Bernardo ONLINE SHOP」へアクセスしてください。2

3 会員登録がお済みの方はご登録頂いているメールアドレスとパ
スワードでログインしてください。
登録がお済みでない方は、新規にご登録ください。

新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。

商品合計金額に対して優待割引が
適用されていることが確認できます。

ご希望の商品を選定頂き、カートへお進みください。4

こちらに優待ID（クーポン番号）を
ご入力してください。

カートに追加された商品の下に商品優待ID（クーポン番号）を入
力する欄がございますので、お持ちの優待券に記載されている商
品優待ID（クーポン番号）をご入力して下さい。ご入力後、「この内
容で登録する」ボタンをクリックして下さい。

5

正しい商品優待ID（クーポン番号）が入力されますとカート内の
合計金額に割引が適用されていることが確認できます。

6

ページをお進み頂き、「注文を確定する」ボタンをクリックでご注
文完了となります。

7

※実際のカート画面と若干異なる場合がございます。 
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上質な素材と洗練されたデザインを融合し、着心地と機能性を追求したシンプルでモダンな商品を提供する
「マーガレット・ハウエル」。
株主優待をご利用頂くと、ウィメンズ、メンズ、ハウスホールドグッズなどの商品を20%割引でご購入頂けます。
是非この機会に株主優待券を使って、お得にオンラインショッピングをお楽しみください。

当社グループが運営するオンラインショッピングサイト
「マーガレット・ハウエル」でのお買い物※に対し、20%割引
となる【優待券】を進呈します。

※1 ご利用に当たっては、「アングローバルメンバーズ」への会員登録が必要です。（入会金・年会費等は一切かかりません。） / ※2 他の割引制度とは併用できません。 / ※3 与信限度
を上限額とする 30万円に対してのみ20%割引となります。 / ※4 店頭ではご利用になれません。

ご優待の内容

マーガレット・ハウエル 取り扱いレーベル

優待券のご利用方法

お手元に株主優待券をご準備ください。1

会員登録がお済みの方はご登録頂いているメールアドレスとパ
スワードでログインしてください。
登録がお済みでない方は、新規にご登録ください。

3

http://www.margarethowell.jp

マーガレット・ハウエル 検索

「マーガレット・ハウエル オンラインストア」へアクセスしてく
ださい。

2

ご利用例【10万円のお買い物をした場合】

10万円（税込）- 割引額（10万円（税込）   20%）=合計金額8万円

新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。

新規会員登録はこちら
から行えます。

ログインはこちら
から行えます。

商品合計金額に対して優待割引が
適用されていることが確認できます。

ご希望の商品を選定頂き、カートへお進みください。4

こちらに優待ID（クーポン番号）を
ご入力してください。

カートに追加された商品の下に商品優待ID（クーポン番号）を入
力する欄がございますので、お持ちの優待券に記載されている商
品優待ID（クーポン番号）をご入力して下さい。ご入力後、「この内
容で登録する」ボタンをクリックして下さい。

5

正しい商品優待ID（クーポン番号）が入力されますとカート内の
合計金額に割引が適用されていることが確認できます。

6

ページをお進み頂き、「注文を確定する」ボタンをクリックでご注
文完了となります。

7

※実際のカート画面と若干異なる場合がございます。 
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上質な素材と洗練されたデザインを融合し、着心地と機能性を追求したシンプルでモダンな商品を提供する
「マーガレット・ハウエル」。
株主優待をご利用頂くと、ウィメンズ、メンズ、ハウスホールドグッズなどの商品を20%割引でご購入頂けます。
是非この機会に株主優待券を使って、お得にオンラインショッピングをお楽しみください。

当社グループが運営するオンラインショッピングサイト
「マーガレット・ハウエル」でのお買い物※に対し、20%割引
となる【優待券】を進呈します。

※1 ご利用に当たっては、「アングローバルメンバーズ」への会員登録が必要です。（入会金・年会費等は一切かかりません。） / ※2 他の割引制度とは併用できません。 / ※3 与信限度
を上限額とする 30万円に対してのみ20%割引となります。 / ※4 店頭ではご利用になれません。

ご優待の内容

マーガレット・ハウエル 取り扱いレーベル

優待券のご利用方法

お手元に株主優待券をご準備ください。1

会員登録がお済みの方はご登録頂いているメールアドレスとパ
スワードでログインしてください。
登録がお済みでない方は、新規にご登録ください。

3

http://www.margarethowell.jp

マーガレット・ハウエル 検索

「マーガレット・ハウエル オンラインストア」へアクセスしてく
ださい。

2

ご利用例【10万円のお買い物をした場合】

10万円（税込）- 割引額（10万円（税込）   20%）=合計金額8万円

新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。

新規会員登録はこちら
から行えます。

ログインはこちら
から行えます。

商品合計金額に対して優待割引が
適用されていることが確認できます。

ご希望の商品を選定頂き、カートへお進みください。4

こちらに優待ID（クーポン番号）を
ご入力してください。

カートに追加された商品の下に商品優待ID（クーポン番号）を入
力する欄がございますので、お持ちの優待券に記載されている商
品優待ID（クーポン番号）をご入力して下さい。ご入力後、「この内
容で登録する」ボタンをクリックして下さい。

5

正しい商品優待ID（クーポン番号）が入力されますとカート内の
合計金額に割引が適用されていることが確認できます。

6

ページをお進み頂き、「注文を確定する」ボタンをクリックでご注
文完了となります。

7

※実際のカート画面と若干異なる場合がございます。 
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オリジナルブランドの｢ROSE BUD｣と｢ROSE BUD COUPLES｣をはじめ、世界中からセレクトした
インポートのシューズ・バッグ・アクセサリーから、モード感溢れるドレスやデニムなどフルアイテムの揃う商品
を 20% 割引でご購入頂けます。
ぜひこの機会に株主優待券を使って、お得にオンラインショッピングをお楽しみください。

オンラインショッピングサイト｢ROSE BUD ONLINE 
STORE｣でのお買い物※に対し、20%割引となる【優待
券】を進呈します。

※1 ご利用に当たっては、「ROSE BUD ONLINE STORE」への会員登録が必要です。（入会金・年会費等は一切かかりません。） / ※2 他の割引制度とは併用できません。 / ※3 与

信限度を上限額とする 30万円に対してのみ20%割引となります。 / ※4 店頭ではご利用になれません。

ご優待の内容

取り扱いブランド

優待券のご利用方法

商品合計金額に対して優待割引が
適用されていることが確認できます。

お手元に株主優待券をご準備ください。1 ご希望の商品を選定頂き、カートへお進みください。4

会員登録がお済みの方はご登録頂いているメールアドレスとパ
スワードでログインしてください。
登録がお済みでない方は、新規にご登録ください。

3

こちらに優待ID（クーポン番号）を
ご入力してください。

カートに追加された商品の下に商品優待ID（クーポン番号）を入
力する欄がございますので、お持ちの優待件に記載されている商
品優待ID（クーポン番号）をご入力して下さい。ご入力後、「この内
容で登録する」ボタンをクリックして下さい。

5

正しい商品優待ID（クーポン番号）が入力されますとカート内の
合計金額に割引が適用されていることが確認できます。

6

ページをお進み頂き、「注文を確定する」ボタンをクリックでご注
文完了となります。

7

http://www.rosebud-web.com/

ローズバッド 検索

ROSE BUD ONLINE STORE へアクセスしてください。2

ご利用例【10万円のお買い物をした場合】

10万円（税込）- 割引額（10万円（税込）   20%）=合計金額8万円x

新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。

新規会員登録はこちら
から行えます。

ログインはこちら
から行えます。

※実際のカート画面と若干異なる場合がございます。 
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オリジナルブランドの｢ROSE BUD｣と｢ROSE BUD COUPLES｣をはじめ、世界中からセレクトした
インポートのシューズ・バッグ・アクセサリーから、モード感溢れるドレスやデニムなどフルアイテムの揃う商品
を 20% 割引でご購入頂けます。
ぜひこの機会に株主優待券を使って、お得にオンラインショッピングをお楽しみください。

オンラインショッピングサイト｢ROSE BUD ONLINE 
STORE｣でのお買い物※に対し、20%割引となる【優待
券】を進呈します。

※1 ご利用に当たっては、「ROSE BUD ONLINE STORE」への会員登録が必要です。（入会金・年会費等は一切かかりません。） / ※2 他の割引制度とは併用できません。 / ※3 与

信限度を上限額とする 30万円に対してのみ20%割引となります。 / ※4 店頭ではご利用になれません。

ご優待の内容

取り扱いブランド

優待券のご利用方法

商品合計金額に対して優待割引が
適用されていることが確認できます。

お手元に株主優待券をご準備ください。1 ご希望の商品を選定頂き、カートへお進みください。4

会員登録がお済みの方はご登録頂いているメールアドレスとパ
スワードでログインしてください。
登録がお済みでない方は、新規にご登録ください。

3

こちらに優待ID（クーポン番号）を
ご入力してください。

カートに追加された商品の下に商品優待ID（クーポン番号）を入
力する欄がございますので、お持ちの優待件に記載されている商
品優待ID（クーポン番号）をご入力して下さい。ご入力後、「この内
容で登録する」ボタンをクリックして下さい。

5

正しい商品優待ID（クーポン番号）が入力されますとカート内の
合計金額に割引が適用されていることが確認できます。

6

ページをお進み頂き、「注文を確定する」ボタンをクリックでご注
文完了となります。

7

http://www.rosebud-web.com/

ローズバッド 検索

ROSE BUD ONLINE STORE へアクセスしてください。2

ご利用例【10万円のお買い物をした場合】

10万円（税込）- 割引額（10万円（税込）   20%）=合計金額8万円x

新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。

新規会員登録はこちら
から行えます。

ログインはこちら
から行えます。

※実際のカート画面と若干異なる場合がございます。 
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グループ直営オンラインショッピングサイトTSI

ミックスドットトウキョウ

当社グループの最旬アイテムやトレンド情報が満載な「MIX.Tokyo」。
株主優待をご利用頂くと、レディス、メンズ、生活雑貨など、多彩なブランドの商品を20%割引でご購入頂けます。
ぜひこの機会に株主優待券を使って、お得にオンラインショッピングをお楽しみください。

当社グループが運営するオンラインショッピングサイト
「MIX.Tokyo」でのお買い物※に対し、20%割引となる
【優待券】を進呈します。

※1 ご利用に当たっては、「MIX.Tokyo」への会員登録が必要です。（入会金・年会費等は一切かかりません。） / ※2 他の割引制度とは併用できません。 / ※3 与信限度を上限額とする
30万円に対してのみ20%割引となります。 / ※4 店頭ではご利用になれません。

ご優待の内容

取り扱いブランドMIX.Tokyo

優待券のご利用方法

こちらに優待ID、優待PASSを
ご入力してください。

「適用ボタン」をクリックすると合計
金額に優待割引が適用されます。

「注文を確定する」ボタンをクリック
してご注文完了となります。

お手元に株主優待券をご準備ください。1 ご希望の商品を選定頂き、レジへお進みください。
必要事項を入力後「支払い方法を選択する」ボタンをクリック
して次ページへとお進みください。

4

会員登録がお済みの方はご登録頂いているメールアドレスと
パスワードでログインしてください。
登録がお済みでない方は、新規にご登録ください。

3

お支払い方法を選択後に「キャンペーン･クーポンの利用を選択」欄
にて「株主優待券を使用する」を選択して頂き、お持ちの優待券に
記載されている優待ID、優待PASSを入力してください。

5

と了完でクッリクをンタボ」るす定確を文注「、き頂み進おをジーペ
なります。

6

「MIX.Tokyo」へアクセスしてください。

MIX.Tokyo http://mix.tokyo検索

2

ご利用例【10万円のお買い物をした場合】

10万円（税込）-割引額（10万円（税込）   20%）=合計金額8万円

新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。

「優待券のご利用方法」ページへは最下部にある
「株主様ご優待」をクリックしてください。

「優待券のご利用方法」ページへはサイト最下部にある「株主様ご優待」をクリック
してください。

なお詳しくは「MIX.Tokyo」サイト内の「優待券のご利用方法」
ページをご覧ください。

※
新規会員登録、ログインは
こちらから行えます。
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