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2021 年４月２日 

報道関係各位 

 

 

株主優待制度に関するお知らせ 

所有株式数によって当社製品・オンラインショップクーポンを贈呈します 

株主様のご意思により国連 WFP 協会への寄付をご選択いただけます 

 

株式会社 J-オイルミルズ（東京都中央区、代表取締役社長:八馬 史尚 以下当社）は、2021 年２月

５日付プレスリリースにて株主優待制度の変更についてご案内いたしましたが、制度の詳細につきま

して、下記の通り決定いたしましたのでお知らせいたします。 

株主の皆さまからの日頃のご支援に感謝の気持ちを込めて、保有株式数に応じ、ご希望の株主優待

品を選択いただける制度といたしました。 

 

記 

１．株主優待制度の内容 

株主優待の内容をより魅力あるものにするため、2021 年 3 月 31 日現在の株主様への贈呈分から、

当社株式の保有数に応じて、当社製品に加え、公式オンラインショップ(https://shop.j-oil.com/)の

クーポン、あるいは寄付をお選びいただける制度に変更いたしました。 

 

対 象 毎年 3 月 31 日現在の株主名簿に記録された株主様 

所有株数 200 株以上※1 

優待内容 200 株以上 600 株未満※1：3,000 円相当の自社商品を贈呈 

600 株以上 1,000 株未満※1：5,000 円相当の自社商品を贈呈 ※2 

1,000 株以上※1：8,000 円相当の自社商品を贈呈 ※3 

贈呈時期 9 月下旬～10 月上旬（予定） 

※1：2021 年 4 月 1 日に実施いたしました株式分割後の所有株式数を記載しています。 

※2：「3,000 円相当の自社製品に加え 2,000 円の公式オンラインショップクーポン」、「5,000 円相当の自社製品」の贈呈、  

または寄付よりお選びいただけます。 

※3：「3,000 円相当の自社製品に加え 5,000 円の公式オンラインショップクーポン」、「8,000 円相当の自社製品」の贈呈、  

または寄付よりお選びいただけます。 

https://shop.j-oil.com/
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２．ご優待内容の詳細 

 

(１) 200 株以上 600 株※４未満の株主様 

3,000 円相当の自社製品といたしまして「AJINOMOTO オリーブオイル エクストラバージンプレ

ミアム フルーティア」250g を 2 本贈呈いたします。 

 

(２) 600 株以上 1,000 株※４未満の株主様 

以下よりお選びいただけます。 

①3,000 円相当の自社製品 + 2,000 円の公式オンラインショップ クーポン 

  3,000 円相当の自社製品といたしまして「AJINOMOTO オリーブオイル エクストラバージン

プレミアム フルーティア」250g 2 本と、当社公式オンラインショップで利用可能な 2,000 円

のクーポン１枚、送料無料クーポン 1 枚を贈呈いたします。 

②5,000 円相当の自社製品 

5,000 円相当の自社製品といたしまして「AJINOMOTO えごま油」180g 2 本と、「AJINOMOTO 

アマニ油」180g を 3 本贈呈いたします。 

③認定 NPO 法人 国連 WFP 協会への寄付(5,000 円) 

 

(３) 1,000 株以上※４の株主様 

以下よりお選びいただけます。 

①3,000 円相当の自社製品 + 5,000 円の公式オンラインショップ クーポン 

  3,000 円相当の自社製品といたしまして「AJINOMOTO オリーブオイル エクストラバージン

プレミアム フルーティア」250g 2 本と、当社公式オンラインショップで利用可能な 5,000 円

のクーポン１枚、送料無料クーポン 1 枚を贈呈いたします。 

②8,000 円相当の自社製品 

8,000 円相当の自社製品といたしまして「AJINOMOTO オリーブオイル エクストラバージン

プレミアム フルーティア」250g を 2 本、「AJINOMOTO えごま油」180g を 2 本、「AJINOMOTO 

アマニ油」180g を 3 本贈呈いたします。 

③認定 NPO 法人 国連 WFP 協会への寄付(8,000 円) 

※４ 2021 年 4 月 1 日に実施いたしました株式分割後の所有株式数を記載しています。 
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３．優待プログラムのご紹介 

 

(1)自社製品について 

・「AJINOMOTO オリーブオイル エクストラバージンプレミアム フルーティア」 

摘みたてのオリーブをしぼることでフルーティーな香りを際立たせた、製法や原料にこだわった

オリーブオイル エクストラバージンのプレミアムギフトです。 

・「AJINOMOTO えごま油」180g 2 本、「AJINOMOTO アマニ油」180g 3 本 

健康素材として注目の”オメガ 3 系脂肪酸”を豊富に含む、えごま油とアマニ油を組み合わせた健

康オイルギフトです。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）公式オンラインショップについて 

新たな株主優待制度では当社公式オンラインショップでご利用いただけるクーポンを選択頂けま

す。オンラインショップでは、生活者向けに自社製品を中心としたこだわりのオイルを販売すると

ともに、オリジナルレシピや自社サイトならではの新しいオイルの楽しみ方に関する情報を掲載し

ています。 

 

 

 

 

 

 

5,000 円相当の自社製品※５ 

 

J-オイルミルズ公式オンラインショップ https://shop.j-oil.com/ 

※５ 写真と内容・パッケージ等が変更になる場合ございます。 

3,000 円相当の自社製品※５ 

 

https://shop.j-oil.com/
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(３)「認定 NPO 法人 国連 WFP 協会」への寄付について 

WFP 国連世界食糧計画（国連 WFP）の公式支援窓口である認定 NPO 法人 国連 WFP 協会の寄付 

プログラムを通じ、途上国の食料支援に活用されます。 

国連 WFP は、飢餓の撲滅を使命とする国連唯一の食料支援機関で、災害時や紛争時の緊急支援、 

栄養状態の改善、学校給食の提供などを活動の柱に、毎年約 80 カ国で、女性や子どもなど約 1 億人に

食料支援を行っています。 

国連 WFP 協会の取り組みのうち、当社では途上国の子どもたちに栄養のある学校給食を無料で提供

する「学校給食支援」に賛同し、株主様のご意志により優待相当額を寄付※６することを選択いただけ

ます。 

※６ 株主様への領収書の発行はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

 

 

＞＞認定 NPO 法人 国連 WFP 協会の活動に関する詳細は、以下のサイトをご覧ください。 

https://ja.wfp.org/  

＜本件に関する報道機関の皆さまからのお問い合わせ先＞ 

株式会社 J-オイルミルズ コーポレートコミュニケーション部 

広報・IR グループ TEL：03-5148-7103 E-mail：pr@j-oil.com 

 

(c)Mayumi Rui 

https://ja.wfp.org/

