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ごあいさつ

株主様におかれましては、

ますますご清栄のことと拝察申しあげます。

この「株主優待のしおり」は、

株主優待制度のご説明と

株主優待カードや専用ホームページの

ご利用方法をまとめたものです。

ご一読いただき、

株主優待カードをご利用くださいますよう、

お願い申しあげます。

目　次

株主ご優待基準

1

◆株主ご優待期間

◆ご優待内容

◆月間使用限度

権利確定日 映画館ご優待 ご飲食優待割引

映画館
ご優待ポイント

ご飲食
優待割引券
20％引

6ヵ月当りの割当数

1,000株 以上

2,000株   〃

3,000株   〃

4,000株   〃

8,000株   〃

1,000株 以上

2,000株   〃

3,000株   〃

4,000株   〃

8,000株   〃

60

80

100

140

180

140ポイント

200ポイント

260ポイント

380ポイント

560ポイント

平成29年7月末日 平成29年10月～平成30年3月

ご優待
内　容

ご優待
基　準

区　分 映画館ご優待月間使用限度ポイント

5枚

5枚

5枚

5枚

5枚
※1回のご鑑賞におけるご使用ポイントは映画館により異なりますのでご注意ください。
　詳しくは、2、3ページをご覧ください。
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映画館優待施設のご案内

場 所 映画館名 上映映画の種別 ご鑑賞1回あたりの
使用優待ポイント

■ 直営映画館

● お願い
　 1. 日曜・祝日のご利用はご遠慮ください。
　 2. 上映作品により公開日以降1週間程度はご使用いただけない
　 　場合がございます。あらかじめご了承願います。
　 3. 入場券とのお引き換えはチケット売り場にてお手続きください。
　 4. ホール上映・デジタルシネマシステムを活用した演劇やスポーツ
　 　等の中継の場合はご利用いただけませんのであらかじめご了承
　 　願います。

場 所 映画館名 上映映画の種別 ご鑑賞1回あたりの
使用優待ポイント

■ 提携映画館

場 所 映画館名 上映映画の種別 ご鑑賞1回あたりの
使用優待ポイント

洋画ロードショー
および

東宝映画他
20ポイントTOHOシネマズ西宮ＯＳ

TEL ： 050-6868-5051西 宮

■ 共同経営映画館

東宝映画TOHOシネマズなんば・別館
TEL ： 050-6868-5043 10ポイント大 阪

3Ｄ作品につきましては、別途追加料金をお支払いいただくことで、
ご鑑賞いただけます。

（ご注意）
・提携映画館につきましては、東宝配給の邦画作品のみご鑑賞いた
  だけます。
・共同経営映画館及び提携映画館におけるドルビーアトモスまたは
  MX4D上映をご鑑賞の際は、別途追加料金をお支払いいただく
  ことでご鑑賞いただけます。ただし、提携映画館につきましては、
  東宝配給の邦画作品のみに限ります。

優待期間内であっても一部優待映画館を変更させていただくことが
あります。

TOHOシネマズ梅田
TEL ： 050-6868-5022 10ポイント東宝映画大 阪

TOHOシネマズ梅田別館アネックス
TEL ： 050-6868-5022 東宝映画 10ポイント大 阪

東宝映画TOHOシネマズなんば
TEL ： 050-6868-5043 10ポイント大 阪

OSシネマズミント神戸
（8スクリーン）

TEL ： 078-291-5330

洋画ロードショー
および

東宝映画他
10ポイント神 戸

OSシネマズ神戸ハーバーランド
（9スクリーン）

TEL ： 078-360-3788

洋画ロードショー
および

東宝映画他
10ポイント神 戸
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ご優待内容につきましては、半期に一度株主様へ下記の
ような書面にてご通知いたします。 

カードは初回権利確定分にお送りするカード台紙に貼付
しております。
※次回からお送りするカード台紙には貼付されておりません。
当社株式をご所有いただく間は継続してご利用いただけます。
有償・無償を問わず他人への譲渡は固くお断りいたします。

株主優待
カード番号

株主優待
カード番号

◆株主優待カード  ゴールド（金色）

1,000株以上ご所有の株主様に2枚貸与させて
いただきます。
☆ カード種別にかかわらず、1枚のカードでご家族・
　 ご友人もご使用いただけます。

◆株主優待ファミリーカード  ブルー（青色）

1,000株以上ご所有の株主様に1枚貸与させて
いただきます。

本人カード

ファミリー用
カード

ご注意

カードの貸与によるトラブルにつきましては、当社は一切の責任を負い
かねますのでご了承ください。

カード台紙

株主優待のしおり

ご優待割引券

株主優待カード株主ご優待内容通知



1 枚 2 枚 3 枚

保有株式数 ご本人様用カード ファミリーカード 合計枚数

※カード種別にかかわらず、1枚のカードでご家族・ご友人もご利用いただけます。

1,000株以上

カードを紛失された場合や盗難にあった場合には、
速やかに当社へご連絡をお願いいたします。

カードを紛失された場合

ご連絡先

10：00～12：30  13：30～17：30
（土日祝日、年末年始等を除きます）

平日

OS株式会社　人事総務部
Tel．0120-108-505

10：00～21：00

土日
祝日

OSシネマズ ミント神戸
Tel．0120-188-505

カードを紛失された場合や盗難にあった場合には、
仮カードを発行し、送付させていただきます。
なお、本カードの再発行は、次期株主ご優待発送
時に送付いたします。

ご使用可能な優待ポイントをお確かめください。

映画をご鑑賞ください。

株主優待カードをチケット売り場へお持ちください。

●「割当ポイント」とは、半年間でご使用いただけるポイント数の
ことです。次期に繰り越しはできません。

●「月間使用限度」とは、1ヵ月でご使用いただけるポイント数の
ことです。

●カードをお忘れになりますと優待をお受けいただけませんので
ご注意ください。

● 2名様以上の場合でもご使用可能ポイントの範囲内で同伴者
もご利用いただけます。

● 直営館「OSシネマズミント神戸」「OSシネマズ神戸ハーバー
ランド」につきましては、自動券売機で入場券のお引換えが
可能です。ただし、再発行手続き中の仮カードでは自動券売
機をご利用いただけませんので、窓口までお越しください。

●共同経営映画館及び提携映画館では、窓口にカードをご提示
ください。

● 入場チケットで入場口よりお入りください。

1,000株ご所有の株主様の場合･･･

割当ポイントは半年間で140ポイントです。
月間使用限度ポイントは60ポイントです。

76

映画館ご優待について株主優待カード発行枚数

ご注意



ご使用ポイントやポイント残高については、カード利用後チケット
売り場にてお渡しするご使用明細（レシート）に印刷されております
のでご確認ください。
また、下記ご連絡先や株主様専用ホームページ（11～13ページ
をご参照ください）においても、ご確認いただけます。

9

ご優待ポイントのお問い合わせについて自動券売機の操作方法について

お問い合わせ窓口

株主様専用ホームページ

10：00～12：30  13：30～17：30
（土日祝日、年末年始等を除きます）

平日

OS株式会社　人事総務部
Tel．0120-108-505

10：00～21：00

土日
祝日

OSシネマズ ミント神戸

ホームページアドレス

Tel．0120-188-505

https: //www.os-yutai.jp

画面及び音声のガイダンスに従い、操作を進めてください。

ご希望の座席をお選びいただけます。ステップ 1【作品の選択】
ステップ 2【上映時間の選択】
ステップ 3【座席の選択】

ステップ 4【チケットの選択】 をお選びください。株主ご優待

ステップ 5【購入内容確認】 ここまでの選択内容を確認し、次に進んでください。

ステップ 6【お支払い（発券）】

追加精算がなければ、　　　　　　　を選択します。

３Ｄ映画の追加料金等、別途精算が必要な場合は、
ここで支払い方法を選択し、精算します。

同意して発券

より

自動券売機のトップ画面

※直営映画館に設置の自動券売機に限ります。

お進みください。
チケットのご購入

引落し完了後、こちらにポイント情報が表示されます

ここで優待ポイントの引落しを行います。

1

2

ポイントを使用する
チケットをタッチし、
「株主優待ポイント

　をつかう」を選ぶ

株主優待カードを
読み込ませると、
ポイントの引落しが
完了します。

画面をタッチして
ください。

チェック！（
ステップ３）

8
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株主優待カードをご利用の株主様を対象に、ご優待ポイント等を
ご確認いただける専用ホームページをご用意しております。カード
表面に印字された〔株主優待カード番号〕と、同封のカード台紙
に印字された〔パスワード〕を使ってログインしてください。

株主優待カード表面の①14桁のカード番号と、株主優待カ
ード台紙に記載されている②6桁のパスワードを入力いただき、
③「次へ」ボタンをクリックしてログインしてください。

14桁のカード番号
①株主優待カード

②株主優待カード台紙

ホームページアドレス  https://www.os-yutai.jp

6桁のパスワード

① ③
②

※パスワードは半期に一度（6ヵ月に一度）変更いたしております。
　カード台紙に記載のパスワードをご入力ください。

株主様専用ホームページご優待割引券について

◆ご飲食優待割引について
　●優待割引券は１枚で５名様までご利用いただけます。
　●優待割引券は他の割引券・優待券との併用、及びBarS”aluのコース
　　料理にはご利用いただけません。
　●ご利用の際、優待割引券をご精算の前に係員にお渡しください。
　●優待割引券を紛失されましても再発行いたしません。

優待期間内であっても、一部優待店舗や、営業時間等の営業内容を変更
させていただくことがあります。

居酒屋おおえす
　ホワイティうめだ店（大阪・梅田） TEL.06-6361-4330
　大阪市北区角田町梅田地下街2－9
　営業時間　10：15～22：30　
　定休日　奇数月の第3木曜日（但し、ホワイティうめだに準ずる）　
　三宮店（神戸・三宮） TEL.078-321-0507
　神戸市中央区北長挟通1－31－7
　営業時間　平日 16：00～22：30　土 16：00～22：00　日祝 16：00～21：30　　
　定休日　無休（但し、年始特定休業日を除く）

串かつおおえす　
　三宮店（神戸・三宮） TEL.078-321-2837
　神戸市中央区北長挟通1－1－1
　営業時間　平日 15：00～22：30　土日祝 14：00～20：30　　
　定休日　無休（但し、年始特定休業日を除く）
　メトロこうべ店（神戸・新開地） TEL.078-575-3619
　神戸市兵庫区新開地2－3　B1F
　営業時間　10：00～21：00　
　定休日　第3火曜日（但し、地下街に準ずる）

串やきおおえす
　三宮店（神戸・三宮） TEL.078-321-1804
　神戸市中央区北長挟通1－1－1
　営業時間　平日 16：00～22：30　土 16：00～22：00　日祝 16：00～21：30
　定休日　無休（但し、年始特定休業日を除く）

炉端イタリアンバール BarS”alu〈バルザル〉
　三宮ＯＳ店（神戸・三宮） TEL.078-392-3941
　神戸市中央区北長挟通1－1－1
　営業時間　ランチ /12：00～14：30（ラストオーダー14：00）
　　　　　　ディナー/金土・祝前日 17：00～24：00（ラストオーダー23：00）
　　　　　　　　　　　日～木　　　17：00～23：00（ラストオーダー22：00）

店 舗 情 報
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①紛失されたカードのボタンを選択し、②カード紛失登録ボタンを
クリックしてください。

③OKボタンをクリックし、
登録を完了してください。

◆カードを紛失された場合

①

③

②

紛失登録を行った
カードはご利用いた
だけなくなります。
後日、再発行に関
するご案内を郵送
いたします。

カード紛失登録が完了しました。
後日、再発行に関するご案内を郵送いたします。

0000/00/00

0000/00/00

0000/00/00

12

●株主様のカード情報やポイント有効期限、ポイント残高、今月ご
使用可能なポイント数をご確認いただけます。
●また、これまでのご利用履歴もご確認いただけます。

◆ご利用状況の照会について

株主優待カード番号

ポイントの有効期限（ご優待期限）

ご使用後の残りのポイント

①カード情報

②ポイントご利用履歴

ご利用された
カードの種類

ご使用された
ポイント

ご使用後の
残りのポイント

ご利用された場所ご利用内容

①

②

カード番号

ポイント有効期限

ポイント残高

当月ご使用可能ポイント残高

カード番号

ポイント有効期限

ポイント残高

当月ご使用可能ポイント残高

0000/00/00  00：00
0000/00/00  00：00

0000/00/00  00：00
0000/00/00  00：00

当月の月間使用可能ポイント

※1回のご鑑賞におけるご使用ポイントは映画館により
　異なりますのでご注意ください。
　詳しくは『株主様へのお知らせ』ページをご覧ください。

※1回のご鑑賞におけるご使用ポイントは劇場により
　異なりますのでご注意ください。
　詳しくは『株主様へのお知らせ』ページをご覧ください。

保有株式数 月間使用限度
ポイント

6ケ月あたり
ポイント数

株主様専用ホームページ
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ファミリーカードは追加でもらえますか。

追加発行はできかねます。A6.
Q6

入場制限はありますか。

上映作品により、公開日以降1週間程度はご使用いた
だけない場合がございます。あらかじめご了承願います。
また、日曜・祝日および特別興行［＊ホール上映・演劇や
スポーツ等の中継］の場合はご遠慮ください。

A10.
Q10

家族と一緒に映画を観たいのですが可能ですか。

ご鑑賞いただけます。
※月間使用限度ポイントの範囲内となりますのでご注意
　ください。

A8.
Q8

３D（立体映像）映画を観たいのですが可能ですか。

3Ｄ作品につきましては、別途追加料金をお支払いいた
だくことで、ご鑑賞いただけます。

A11.
Q11

●映画館ご優待について

Q13 株主優待カードの提示で飲食店での
優待は受けられますか？

飲食店におきましては、カードでの割引は致しかねます。
必ず、ご飲食優待割引券をご持参ください。

A13.

ポイントの使用期限はありますか。

6ヵ月間有効です。次期ポイントに繰り越せませんので、
期間内でご使用ください。

A9.
Q9

●ご飲食優待について

インターネット予約は可能ですか。

インターネットでのチケットのご予約はできません。A12.
Q12

今回の株主優待ポイントはいつから使えるのですか。

通用期間は平成29年10月1日～平成30年3月31日まで
です。

A1.
Q1 カードを忘れた場合は、優待は受けられますか。

いかなる場合におきましても、カードがなければお受け
いただけません。

A7.
Q7

カードは半期に一度、新しく届くのですか。

カードの発行は初回のご優待発送時に行います。
カードは継続してご利用いただけます。

A3.
Q3

Q4 既に株主優待カードを持っていましたが、
今回新たにカードが送付されました。

名義書換などで株主番号が変更になられた方、権利
確定日までにカード紛失のお手続きが完了されている方
には、新たにカードを送付しております。（古いカードは
お使いになれませんのでご注意ください。）

A4.

Q5 所有株式を全部売却した場合は、
カードはどのようにすればよいですか。

ご自身で破棄いただくか、当社にご返却くださいますよう
お願いいたします。なお、カードは優待期間終了までご
利用いただけます。

A5.

Q2 カードを紛失した場合は、
どのような手続きが必要ですか。

速やかに、下記まで電話でご連絡ください。
［平日］　10：00～12：30　13：30～17：30
（土日祝日、年末年始等を除きます）
　OS株式会社　人事総務部　Tel． 0120-108-505
［土日祝日］　10：00～21：00
　OSシネマズ ミント神戸　Tel． 0120-188-505

A2.

紛失されたカードを他人に悪用されることを防ぐため、カードの利
用停止処理を行います。なお、カードの再発行は次期ご優待ポイ
ント通知と合わせて行いますが、それまでの期間は、仮カードにて
ご優待をお受けいただきます。

●カードについて

よくあるご質問
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第８条（カードの紛失・盗難など）
株主は、カードを紛失、または盗難にあった場合、速やかにご連絡ください。
・ 当社人事総務部への電話による連絡
連絡先 ： 0120-108-505
月曜日～金曜日　10：00～12：30　13：30～17：30
（土日祝日・年末年始等を除く）
・ OSシネマズ ミント神戸への電話による連絡
連絡先 ： 0120-188-505
土日祝日・年末年始等　10：00～21：00
第９条（免責）
カードの盗難、紛失または他人に貸与したことによる不正使用、その他株
主に生じた損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。
２．前条の連絡により、当社がカードの利用停止および無効処理を
行ったことにより生ずる不利益につきましては、当社は一切の責任を
負わないものとします。

３．天災、人災または運営上の都合およびシステムの障害等の発生
により、カードを用いた優待制度の停止もしくは中断による株主の
不利益につきましては、当社は一切の責任を負わないものとします。
第10条（カードの失効）
株主が株主優待基準日における株主名簿の記載または記録において、
別途当社が定める基準を満たさなくなった場合、当該株主は利用資格
を失うものとし、カードの利用はできなくなります。
２．前項に基づき利用資格を失った株主は、自己責任においてカードを
廃棄するか、当社に返却するものとします。なおカードの廃棄費用
もしくは返却費用は株主のご負担とします。
第11条（利用停止処理）
当社は、株主がこの規約に違反、もしくは違反するおそれがある場合、
またはカードの利用が適切に行われていないと判断した場合、カード
の利用停止または無効処理を行うことができるものとします。その場合
に生じる株主の不利益につきましては、当社は一切の責任を負わない
ものとします。
第12条（規約の変更）
当社は、この規約を変更する場合がありますが、その場合変更後の
規約を速やかに株主に通知するものとします。
第13条（お問い合わせ窓口）
この規約またはカードの利用に関するお問い合わせ、ご相談は以下の
お問い合わせ窓口にて受け付けております。
お問い合わせ窓口 ： 当社人事総務部
連　　絡　　先 ： 0120-108-505
月曜日～金曜日  10：00～12：30　　13：30～17：30
（土日祝日・年末年始等を除く）

以　上
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第１条（目的）
この規約は、オーエス株式会社（以下「当社」）が、当社の株主に対
して提供する株主優待制度に用いるために発行するカードの取り扱い
および利用条件等について定めることを目的とします。
第２条（定義）
この規約に用いられる用語の意義は、それぞれ次の各号の通りとします。
（１）「株主優待カード」とは、株主本人用として発行されるカードをいい

ます。
（２）「ファミリーカード」とは、株主の家族用として発行されるカードを

いいます。
（３）「カード」とは、株主優待カードおよびファミリーカードのことをいい

ます。
（４）「株式」とは、当社が発行する普通株式をいいます。
（５）「株主名簿」とは、当社の株主名簿をいいます。
（６）「株主優待基準日」とは、１月末日および７月末日をいいます。
第３条（利用資格）
当社は、毎年株主優待基準日の株主名簿に記載または記録された
株主に対して、別途当社が定める基準に基づき本カードの利用資格を
付与するものとします。
第４条（カードの発行）
当社は、前条に基づき利用資格を付与された株主に対し、株主カードを
1枚発行し貸与するものとします。
２．当社は、前条に基づき利用資格を付与された株主に対し、ファミリ
ーカードを2枚発行し貸与するものとします。

３．継続して利用資格を有する株主に対しては、新たに本カードは発行
しないものとし、既に発行済みの本カードを継続利用するものとします。
４．カードの追加発行はできないものとします。
５．カードの所有権は当社に帰属するものとし、第三者に譲渡してはなら
ないものとします。
第５条（ファミリーカード）
ファミリーカードの貸与を受けた株主は、これを家族または家族に準ずる
者に貸与できるものとします。
２．家族または家族に準ずる者による、ファミリーカードの利用により生
じた不利益、またはその他株主に生じた不利益については、当社は
一切の責任を負わないものとします。
第６条（カードの利用）
株主は、この規約に定める方法および条件によりカードを利用する
ことで、別途当社が定める基準により提供される優待制度を利用する
ことができるものとします。
第７条（カードの再発行）
紛失、盗難によってカードを失った場合、または汚損、破損によって
カード情報が読み取れなくなった場合は、所定の手続きによりカードの
再発行を求めることができるものとします。

株主優待カードご利用規約



本社事務所
大阪市北区角田町1番1号　東阪急ビル5階
Tel．  0120-108-505
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