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平成１８年度中間期の株主優待対象商品について 

幅広いジャンルの作品の中からお好みの商品を贈呈 

２００６年８月３日 
各 位 
 
 
 
 
 

バンダイビジュアル株式会社 
住所：東京都港区東新橋 1-9-2 汐留住友ビル 16F 

社長：川城和実 資本金：21 億 8250 万円 
（東証１部 ４３２５） 

 
バンダイビジュアル（株）は、平成１８年８月末現在の株主様を対象とした平成１８年

度中間期株主優待商品を決定しました（３ページ以降参照）。当社発売のＤＶＤビデオ（一

部ビデオカセット商品あり）５１作品の中から、お好みの商品を所有株式数に応じて、１

～５枚（本）贈呈いたします。また今回は、３０株以上保有の株主様に限りＤＶＤ５枚を

選択する代わりにＤＶＤ－ＢＯＸ１点を選択することも可能とし、ＤＶＤ－ＢＯＸ商品も

ラインナップに加えました。 
今回の株主優待対象商品も、従来同様にあらゆる世代の方のお好みに対応できるよう、

「機動戦士ガンダムＳＥＥＤ ＤＥＳＴＩＮＹ スペシャルエディション」、「．ｈａｃｋ

／／Ｒｏｏｔｓ」をはじめとするＴＶアニメシリーズ、「機動戦士Ｚガンダム」等の劇場ア

ニメ、「欲望」、「闇打つ心臓」等邦画を含む実写作品、キッズ向け作品、名作アニメなど、

様々なジャンルの作品を取り揃えました。また、押井守監督、篠原哲雄監督、長澤雅彦監

督の作品を、特集としてラインナップに加えています。 
 

＜平成１８年度中間期 株主優待対象商品(一部）＞ 
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■株主優待実施対象および贈呈方法 
当社は株主優待を、中間期と期末の年２回実施しております。平成１８年度中間期の株

主優待の対象は、平成１８年８月３１日現在の株主名簿および実質株主名簿に記載または

記録された株主様となります。 

贈呈の対象となる株主様には、１０月上旬頃に株主優待カタログと申込書を送付いたし

ます。申込書に必要事項をご記入の上、１０月３１日（当日消印有効）までにお申し込み

をしていただき、１１月中旬から順次商品を発送する予定です。 
＜スケジュール＞ 

１０月上旬 株主優待カタログおよび申込書送付 

１０月３１日 申込書の受付締切日（当日消印有効） 

１１月中旬 商品発送開始 

※選択していただいた商品の在庫状況によっては、発送が遅れることがございます。 

 
■贈呈基準 
所有株式数に基づく贈呈基準は昨年と同様で、所有株式数が１～４株の方は１枚（本）、

５～９株の方は２枚（本）、１０～１９株の方は３枚（本）、２０～２９株の方は 4 枚（本）、

３０株以上の方は５枚（本）もしくはＤＶＤ-ＢＯＸ1 点を、株主優待対象商品の中からお

選びいただけます。 
 

＜贈呈基準＞ 

所有株式数 優待内容 

１～４株 当社ＤＶＤビデオまたはビデオカセット１枚（本） 

５～９株 当社ＤＶＤビデオまたはビデオカセット２枚（本） 

１０～１９株 当社ＤＶＤビデオまたはビデオカセット３枚（本） 

２０～２９株 当社ＤＶＤビデオまたはビデオカセット４枚（本） 

３０株以上 
当社ＤＶＤビデオまたはビデオカセット５枚（本）

もしくはＤＶＤ－ＢＯＸ１点 

 
 
 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 
バンダイビジュアル株式会社  
社長室 企業広報担当 元洲（もとす）または松尾 
TEL：03-6252-3377 FAX：03-6252-3378 
URL：http://www.bandaivisual.co.jp 
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＜平成 18 年度中間期 株主優待対象商品＞ 
ジャンル タイトル 商品形態

ＴＶアニメ ．ｈａｃｋ//Ｒｏｏｔｓ １～３巻 ＤＶＤ 

ＴＶアニメ ゼーガペイン １～３巻 ＤＶＤ  

ＴＶアニメ よみがえる空 RＥＳＣＵＥ ＷＩＮＧＳ- １～３巻 ＤＶＤ 

ＴＶアニメ かしまし～ガール・ミーツ・ガール～ １～３巻 ＤＶＤ 

ＴＶアニメ 姫様ご用心 １～３巻 ＤＶＤ 

ＴＶアニメ Ｓｉｍｏｕｎ（シムーン） １～３巻 ＤＶＤ 

ＴＶアニメ ふしぎ星の☆ふたご姫 Gyu! １～２巻 ＤＶＤ 

ＴＶアニメ びんちょうタン １～３巻 ＤＶＤ 

ＴＶアニメ ケロロ軍曹セレクション ちょっとだけよ １～３巻 ＤＶＤ 

ＴＶアニメ 機動戦士ガンダム SEED DESTINY ｽﾍﾟｼｬﾙｴﾃﾞｨｼｮﾝ １～２巻 ＤＶＤ 

ＯＶＡ 機動戦士ガンダムＭＳイグルー ―黙示録００７９― １～３巻 ＤＶＤ 

ＯＶＡ リーンの翼 １～３巻 ＤＶＤ 

ＯＶＡ 鬼公子炎魔 １～２巻 ＤＶＤ 

ＴＶ特撮 牙狼＜ＧＡＲＯ＞ １～３巻 ＤＶＤ 

ＴＶ特撮 ウルトラマンメビウス １～３巻 ＤＶＤ 

劇場アニメ 機動戦士Ｚガンダム ―星を継ぐ者― ＤＶＤ 

劇場アニメ 機動戦士ＺガンダムⅡ ―恋人たち― ＤＶＤ 

劇場アニメ 機動戦士ＺガンダムⅢ ―星の鼓動は愛― ＤＶＤ 

劇場アニメ 立喰師列伝 通常版               ＜押井守監督作品＞ ＤＶＤ  

劇場アニメ 機動警察パトレイバー 劇場版        ＜押井守監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場アニメ 機動警察パトレイバー２ the Movie      ＜押井守監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場アニメ GHOST IN THE SHELL 攻殻機動隊      ＜押井守監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場邦画 アヴァロン Avalon                ＜押井守監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場アニメ 人狼 JIN-ROH              ＜押井守原作・脚本作品＞ ＤＶＤ 

劇場邦画 欲望                       ＜篠原哲雄監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場邦画 草の上の仕事                 ＜篠原哲雄監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場邦画 はつ恋                      ＜篠原哲雄監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場邦画 木曜組曲                    ＜篠原哲雄監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場邦画 昭和歌謡大全集                ＜篠原哲雄監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場邦画 深呼吸の必要                 ＜篠原哲雄監督作品＞ ＤＶＤ 

ＯＶ Short Ｃａｋｅｓ                 ＜長澤雅彦監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場邦画 ココニイルコト                  ＜長澤雅彦監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場邦画 卒業                       ＜長澤雅彦監督作品＞ ＤＶＤ 

劇場邦画 ナイチンゲーロ ＤＶＤ 

劇場洋画 世 界 ＤＶＤ 
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ジャンル タイトル 商品形態

ＯＶ Ａｌｌ ＳＭＩＬＥＳ-ＫＳＷ（クォン・サンウ） ＤＶＤ 

劇場邦画 闇打つ心臓 Heart, beating in the dark ＤＶＤ 

劇場邦画 誰も知らない ＤＶＤ 

劇場邦画 TAKESHIS' ＤＶＤ 

キッズ 

  

  

ウルトラマンメビウス 

（「ウルトラマンメビウス 誕生！ウルトラマンメビウス」、 

 「ウルトラマンメビウス 激闘！ウルトラマンヒカリ」）   

ＤＶＤ2 枚で

１セット 

キッズ 

  

  

のりもの探険隊 

 （「のりもの探険隊 まもれ！みんなの新幹線」、 

 「のりもの探険隊 しんかんせん大百科」） 

ＤＶＤ2 枚で

１セット 

キッズ アルプスの少女ハイジ １～１３ ＤＶＤ 

キッズ 世界名作劇場・完結版 アルプス物語 わたしのアンネット 

ＤＶＤ 

または 

ビデオ 

キッズ 世界名作劇場・完結版 牧場の少女カトリ 

ＤＶＤ 

または 

ビデオ 

キッズ 世界名作劇場・完結版 小公女（プリンセス）セーラ 

ＤＶＤ 

または 

ビデオ 

※30 株以上の株主様は、上記リストからＤＶＤ5 枚を選択したいただく代わりに下記リスト

からＤＶＤ－ＢＯＸ1 点を選択していただくことも可能です。 

ジャンル  タイトル 商品形態

ＴＶアニメ ．ｈａｃｋ//ＳＩＧＮ DVD-BOX 
DVD 

ﾎﾞｯｸｽ 

ＴＶアニメ 星方武侠アウトロースター リマスターＢＯＸ 
DVD 

ﾎﾞｯｸｽ 

劇場邦画 押井守シネマ・トリロジー／初期実写作品集 
DVD 

ﾎﾞｯｸｽ 

ＴＶアニメ 聖戦士ダンバイン DVD－BOX  
DVD 

ﾎﾞｯｸｽ 

ＯＶＡ サクラ大戦 帝国華撃団 ＯＶＡ－ＢＯＸ 
DVD 

ﾎﾞｯｸｽ 

ＴＶアニメ サクラ大戦ＴＶ ＤＶＤ－ＢＯＸ 
DVD 

ﾎﾞｯｸｽ 

※上記対象商品は一部変更の可能性があります。 


