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株主優待券のご利用期限延長に関するお知らせ
当社は、緊急事態宣言発令に伴い、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、飲食店舗において休業も
しくは営業時間の短縮を実施しております。株主の皆様の今後の店舗利用の機会を確保するため、株主優待
券のご利用期限を下記のとおり、それぞれ２カ月間延長することとしましたので、お知らせいたします。
記
１． 株主優待券のご利用期限
有効期限
権利確定および発送月
延長前

延長後

2021 年４月末日まで（※）

2021 年６月末日まで

2022 年２月末日まで

2022 年４月末日まで

2019 年９月末権利確定
①
2020 年２月発送
2020 年９月末権利確定
②
2021 年２月発送
※2020 年９月 20 日付け「株主優待券のご利用期限延長および利用店舗・施設の拡充に関するお知らせ」
において、有効期限を 2021 年２月末までから延長をしております。

※券面記載の有効期限を上記のとおり読み替えることとし、新たな有効期間を記載したご優待券との
交換はいたしません。
2019 年９月末権利確定分の株主優待券

2020 年９月末権利確定分の株主優待券

以 上
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２．優待券ご利用対象店舗・施設（2021 年４月１日時点）
【ホテル（ホテル内レストラン）
】
施設名
1

所在地

ホテル アラマンダ青山

東京都港区北青山２-７-13
東京都港区北青山２-７-13
ホテル アラマンタﾞ青山８Ｆ

２ レストラン ポルトフィーノ
https://hotel-allamanda-aoyama.jp/
【カフェ・ショップ】※コーヒー豆等のショップ
店舗名

所在地

１ キャラバンコーヒー 横浜元町店

神奈川県横浜市中区元町４-177

２ キャラバンコーヒー 紀ノ国屋国立店 ※

東京都国立市中１-16-１

３

キャラバンコーヒー 紀ノ国屋インターナショナ
ル店 ※

東京都港区北青山３-11-７
AO ビルＢ１Ｆ

４ キャラバンコーヒー 紀ノ国屋等々力店 ※

東京都世田谷区等々力７-18-１

５ キャラバンコーヒー 紀ノ国屋吉祥寺店 ※

東京都武蔵野市吉祥寺本町３-７-３
東京都国分寺市南町３-20-３
国分寺マルイＢ１Ｆ
神奈川県横浜市戸塚区品濃町 537-１
オーロラモール東戸塚 ７Ｆ
東京都江戸川区船堀４-１-１
タワーホール船堀１Ｆ
神奈川県川崎市川崎区駅前本町７番地
川崎モアーズＢ２Ｆ
長野県東築摩郡山形村北野尻 7977
アイシティ 21 内
長野県松本市深志２-３-１
井上百貨店Ｂ１Ｆ食鮮館
神奈川県横浜市金沢区幸浦２-26-１
横浜マーチャンダイジングセンター１Ｆ
東京都杉並区阿佐ヶ谷北２-13-３
YOKOKAWA BLD２番館
東京都大田区大森北１-６-16
アトレ大森１Ｆ
東京都港区北青山３-11-７
AO ビルＢ１Ｆ
神奈川県横浜市中区山下町 88
パークホームズ横濱山下町 88 番地１F
北海道札幌市中央区大通西１丁目
桂和大通ビル 50 Ｂ２Ｆ
北海道札幌市中央区北４条西２丁目
さっぽろ東急百貨店 ３Ｆ

６ キャラバンコーヒー 国分寺丸井店
７ キャラバンコーヒー 東戸塚店
８ キャラバンコーヒー 船堀店
９ キャラバンコーヒー 川崎モアーズ店
10 キャラバンコーヒー アイシティ 21 店
11 キャラバンコーヒー 井上本店
12 キャラバンコーヒー YMDC 店
13 キャラバンコーヒー 阿佐ヶ谷店
14 MIKADO-YA 珈琲店 Oomori
15 紀ノ国屋バール イルプリマリオ
16 CARAVAN COFFEE STAND
17 可否茶館 大通店
18 可否茶館 さっぽろ東急店
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北海道札幌市中央区北４条西２丁目
さっぽろ東急百貨店 Ｂ１Ｆ
北海道札幌市厚別区厚別中央２条５丁目６-３
デュオⅡＢ１Ｆ
北海道札幌市手稲区前田１条 11 丁目１-１
西友手稲店１Ｆ
北海道札幌市東区北 31 条東 15 丁目１-１
イオン札幌元町店１Ｆ
北海道札幌市中央区北８条西 14 丁目-28
イオン札幌桑園店１Ｆ
北海道札幌市東区東苗穂２条３-１-１
イオン札幌苗穂店１Ｆ

19 可否茶館 東急店
20 可否茶館 デュオ店
21 可否茶館 手稲店
22 可否茶館 イオン元町店
23 可否茶館 イオン桑園店
24 可否茶館 イオン苗穂店
25 可否茶館 小樽店

北海道小樽市堺町５-30

北海道札幌市中央区南２条西４丁目
地下街ポールタウン
北海道札幌市清田区平岡３条５丁目３-１
可否茶館 イオン平岡店
イオン札幌平岡店２Ｆ
北海道札幌市南区川沿２条２丁目１-１
可否茶館 イオン藻岩店
イオン藻岩店１Ｆ
北海道小樽市築港 11 番
可否茶館 ウイングベイ店
ウイングベイ小樽５番街 １Ｆ
北海道小樽市稲穂２-22-15
可否茶館 JR 小樽駅店
小樽駅構内
長野県長野市南千歳１-１-１
可否茶館 ながの東急店
ながの東急百貨店Ｂ１Ｆ
北海道札幌市中央区南１条西３丁目
ヴァンドーム パリス
札幌三越６Ｆ
北海道札幌市中央区北４条西２丁目
ジェラテリア・ヴェリタ
さっぽろ東急百貨店 Ｂ１Ｆ
北海道河東郡音更町木野大通西 13 丁目１番 11
Low Café
クロスタウンおとふけ内
北海道札幌市白石区南郷通１丁目南８番 10 号
Low Café 白石店
白石ガーデンプレイス地下２Ｆ
https://www.unimat-caravan.co.jp/service/cafe.html

26 可否茶館 ポールタウン店
27
28
29
30
31
32
33
34
35

【レストラン】
店舗名

所在地
東京都中央区銀座７-８-７
GINZA GREEN９Ｆ
東京都港区北青山２-７-13
ホテル アラマンタﾞ青山１Ｆ
大阪府大阪市北区梅田２-２-２
ヒルトンプラザウエスト５Ｆ
神奈川県横浜市西区高島２-18-１
そごう横浜店 10F

１ IL PINOLO 銀座
２ IL PINOLO 青山
３ IL PINOLO 梅田
４ IL PINOLO SKY TERRACE 横浜
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千葉県千葉市中央区新町 1000 番
そごう千葉店 10Ｆ
埼玉県富士見市山室１-1313
ららぽーと富士見３Ｆ
東京都千代田区神田花岡町１-９
アトレ秋葉原２ ２Ｆ
東京都台東区上野７-１-１
アトレ上野１F
神奈川県海老名市扇町 13-１
ららぽーと海老名４Ｆ
東京都港区芝大門２-１-17
MK ビル１Ｆ

５ IL PINOLO LEVITA 千葉
６ IL PINOLO PIZZA BAR 富士見
７ CHELSEA MARKET
８ TRATTORIA PINOLO
９ BAL PINOLO 海老名
10 酒舗 らくだ
11 青山 牛彩

東京都港区南青山２-11-11

東京都港区北青山２-７-13
ホテル アラマンタﾞ青山１Ｆ
東京都渋谷区渋谷１-23-16
13 347CAFE＆LOUNGE
cocoti ３Ｆ
千葉県船橋市本町７-10-２
14 PIZZERIA347
ユニマットガーデンスクエア２Ｆ
千葉県船橋市本町７-10-２
15 琉宮苑
ユニマットガーデンスクエア３Ｆ
https://www.unimat-caravan.co.jp/service/restaurant.html
12 てんぷら 天翔

【パティスリー】
店舗名
1

所在地

ベルグの４月 本店

神奈川県横浜市青葉区美しが丘２-19-５
神奈川県横浜市青葉区美しが丘１-１-２
たまプラーザテラス１Ｆ

２ ベルグの４月 たまプラーザテラス店
https://www.bergue.jp/

＜お問い合わせ先＞
株式会社ユニマット リタイアメント・コミュニティ 総務部 株主優待担当
T E L: ０１２０－３８３－２３３（音声ガイダンス「４」受付時間／平日 9:00～18:00）
Email: ir@unimat-rc.co.jp
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