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平成 28 年３月 10 日 

各  位 

 

 

 

株主優待品の内容決定に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成28年３月10日開催の取締役会において、平成28年３月期の株主優待品について下記の

とおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．株主優待制度の内容 

（１）対象株主   

平成28年３月31日の最終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１単元

（100株）以上保有の株主様 

 

（２）優待品 

株主様ご優待カタログの中から、当社オリジナル・独占販売商品を所有株式数に応じて贈

呈いたします。 

 

所有株式数 内容 

100 株以上 

500 株未満 
株主様ご優待カタログの中からお好みの商品 １品 

500 株以上 

1,000 株未満 
株主様ご優待カタログの中からお好みの商品 ２品 

1,000 株以上 株主様ご優待カタログの中からお好みの商品 ３品 

 

（３）贈呈時期・贈呈方法   

株主様ご優待カタログを招集通知と同封の上、６月上旬頃に株主様のお手元に届くよう送

付し、株主様から選択商品・その他必要事項を記入したはがき用紙をご返信いただいた後に、

順次商品を発送する予定です。 

※選択いただいた商品の在庫状況、発送状況によって、お届けまでにひと月程度お時間を 

いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

 

会 社 名 株 式 会 社 ハ ピ ネ ッ ト 

代 表 者 名 代表取締役社長 石川 徹郎

（コード番号 7552 東証第１部） 

問 合 せ 先 執行役員経営本部長 

 柴田 亨 

電 話 番 号 03-3847-0410 
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＜平成 2８年３⽉期 株主様ご優待カタログの内容(21 商品)＞（予定） 
 
―玩玩具具―――――――――――――――――――――――――――――――― 
 

【１】R/C うんてんしちゃお パトロールカー 

 お⼦さまが⼤好きな働く⾞、パトカーのラジオコントロール
カーです。 
初めてでも簡単に操作できるよう、コントローラーをハンドル
タイプにすることで運転⼿になりきって遊ぶことができます。
サイレンやクラクションを鳴らしたり、ヘッドライトを光らせ
たり、初⼼者向けながら多彩なギミックを搭載した本格的R/C
カーです。 
 

【２】ガールズピースコレクション2 種セット 
・ABC ビーズ 
・なかよしミサンガ 

 

⼥の⼦が⼤好きなビーズ遊び、ミサンガ作りが楽しめるメイキ
ングホビーのセットです！分かりやすい作り⽅説明書も⼊って
います。 
「ＡＢＣビーズ」はカラフルでポップなビーズが1,100 個と盛
りだくさん！アルファベットで⾃分の名前や好きな⾔葉が作れ
ます。 
「なかよしミサンガ」は作りやすいあみこみツール付き！いろ
いろな模様のミサンガを作っておしゃれに楽しめます。 

【３】1/20 RC ニッサン フェアレディ Z 
 ザナヴィ ニスモ 

 
 

 

昨年のご好評にお応えして再登場!! 
キビキビと疾⾛する、1/20 スケール・レーシングマシンのラ
ジオコントロールカーです。ヘッドライトの点灯・消灯等、細
部にまでこだわったリアルなディテールで、カーファン、レー
スファンも納得の出来栄えとなっています。 
4 種類のバンド切り替え機能が付き、【４】の「カルソニック イ
ンパル」ともあわせ、最⼤4 台まで同時⾛⾏が可能です。 
 

【４】1/20 RC ニッサン フェアレディ Z  
カルソニック インパル 

 
 

昨年のご好評にお応えして再登場!! 
キビキビと疾⾛する、1/20 スケール・レーシングマシンのラ
ジオコントロールカーです。ヘッドライトの点灯・消灯等細部
にまでこだわったリアルなディテールで、カーファン、レース
ファンも納得の出来栄えとなっています。 
4 種類のバンド切り替え機能が付き、【３】の「ザナヴィ ニス
モ」ともあわせ、最⼤4 台まで同時⾛⾏が可能です。 
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【5】『ピタゴラスイッチ』2 種セット  
・ピタゴラ ゴール１号 
・荷物をのせるとはしるでスー 

 

 
 

「ピタゴラスイッチ」ⓒNHK・NED

NHK E テレ『ピタゴラスイッチ』に登場する『ピタゴラ装置』
のゴールが待望の玩具商品化！ 1/1 スケールで再現しました。
ゴールするとロゴ旗が⽴ち、おなじみの「ピタゴラスイッチ〜
♪」というゴールサウンドが流れます。 
「ねずみのスー」のプルバックカーは、荷台に何も載せていな
いときは⽌まったままですが、荷物を載せると⾛りだす仕組み
です。 
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―ゲゲーームム――――――――――――――――――――――――――――――― 
 
※※おお遊遊びびいいたただだくくににはは、、ニニンンテテンンドドーー33DDSS シシリリーーズズ本本体体（（NNeeww ニニンンテテンンドドーー33DDSS//NNeeww  33DDSS  LLLL//33DDSS//  

33DDSS  LLLL））ののいいずずれれかかがが必必要要でですす。。  
 

【6】１２歳。 〜ほんとのキモチ〜 

 
©まいた菜穂/⼩学館 © Happinet

昨年のご好評にお応えして再登場!! 
雑誌『ちゃお』（⼩学館)で⼈気連載中の少⼥まんが｢１２歳。｣
が、恋愛アドベンチャーゲームに。 
主⼈公の花⽇や結⾐になってドキドキの初恋を体験！⼥の⼦向
け恋愛ゲームブランド「ぷちコイ❤」の第１弾タイトルです。
 

【ニンテンドー3DS ⽤ソフト】

【７】創作アリスと王⼦さま！ 

 
 

©能登⼭けいこ/⼩学館 © Happinet

あなただけの王⼦さまと運命の恋をしよう！
ちゃおコミックス⼈気作品「キミは宙のすべて」の原作者である
能登⼭けいこ先⽣によるキャラクターデザイン＆監修の、ぷちコ
イ♥シミュレーションです。 
イラストを描くことが好きな主⼈公になって、中学校の3 年間
で恋と趣味をがんばる⾃分だけの物語を体験できます。 
 

【ニンテンドー3DS ⽤ソフト】

【８】ちゃおイラストクラブ 

 
 

©久世みずき/篠塚ひろむ/中原杏/まいた菜穂/

⼋神千歳/やぶうち優/⼩学館 © Happinet

イラストが、可愛く！上⼿に！！みんなで！！！描けちゃう
イラストゲームが誕⽣しました。 
イラストがかわいく描けるオリジナルイラストとちゃおの⼈気
6 作品を収録！ 
イラストが上⼿に描ける本格的なマジカルパレット！ 
イラストがみんなで描けて、簡単におひろめ&交換も可能です。

【ニンテンドー3DS ⽤ソフト】

【９】ニコ☆プチガールズランウェイ 

 

©Shinchosya © Happinet

⼥⼦⼩学⽣から絶⼤な⽀持を得ているナンバー１おしゃれ雑誌
「ニコ☆プチ」がゲームになりました。 
⼈気18 ブランドのリアルアイテムも登場！ 
ファッション・ネイル・メイクなど、おしゃれがいっぱい楽しめ
ちゃう！かわいくファッションコーディネートができるランウ
ェイゲーム誕⽣です。 

【ニンテンドー3DS ⽤ソフト】
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―映映像像ソソフフトト――――――――――――――――――――――――――――― 
 
※※ごご覧覧いいたただだくくににはは、、DDVVDD ももししくくははブブルルーーレレイイのの再再⽣⽣機機器器がが必必要要でですす。。  

  

【10】ピース オブ ケイク [ＤＶＤ] 
【11】ピース オブ ケイク [ブルーレイ]

ジョージ朝倉による伝説的恋愛コミックを超豪華スタッフ&キャ
ストで待望の映画化。 
現代⼥性の切ない恋や仕事におけるリアルな⼼情を描いた、本気の
恋がしたくなる“超”共感ラブストーリー。多部未華⼦、綾野剛、松
坂桃李、⽊村⽂乃、光宗薫、菅⽥将暉、柄本佑、峯⽥和伸ら個性豊
かな⼈気俳優陣が出演しています。 

※劇場公開時PG12 指定作品

【12】海⽉姫 [ＤＶＤ] 
【13】海⽉姫 [ブルーレイ] 

東村アキコの⼤ヒット漫画を映画化。 
主演は能年玲奈他、菅⽥将暉、⻑⾕川博⼰、池脇千鶴、太⽥莉菜、
⾺場園梓(アジアン)、篠原ともえ。加えて⽚瀬那奈、速⽔もこみち、
平泉成といった個性豊かな俳優達が集結。豪華キャスト&旬なクリ
エイター達で贈る、極上エンタテイメント作品です。 

【14】新宿スワン [ＤＶＤ] 
【15】新宿スワン [ブルーレイ] 

 

⼥をアゲて、男を上げろ。⽣きのこれ！歌舞伎町スカウトバトル。
アテもなく歌舞伎町を彷徨う⾦髪・天パー・⼀⽂無しの⽩⿃⿓彦（綾
野剛）が⾜を踏み⼊れた裏社会。ハンパな覚悟じゃ⽣き残れない⽣
存競争の中で、⿓彦の⼤いなる冒険がはじまる…！ 
ヤングマガジン（講談社）で熱狂的な⼈気を誇ったモンスターコミ
ックを、『クローズ』シリーズのプロデューサー⼭本⼜⼀朗と奇才・
園⼦温監督が鈴⽊おさむを脚本に迎えついに完全実写化しました。

※劇場公開時PG12 指定作品

【16】明烏 [ＤＶＤ] 
【17】明烏 [ブルーレイ] 

ドラマ「アオイホノオ」「勇者ヨシヒコ」シリーズ、映画『HK/
変態仮⾯』などで⼈気を博す福⽥監督が、ホストクラブを舞台に描
いたシチュエーションコメディ。「明烏」「品川⼼中」など古典落
語の演⽬をベースに、借⾦返済に追われるホストと頼りにならない
仲間たちの慌ただしい12 時間を描く。『暗殺教室』『海⽉姫』な
どで活躍⽬覚ましい菅⽥将暉がナオキ役で主演を務めています。 

 

ブルーレイＤＶＤ

ブルーレイＤＶＤ

ブルーレイＤＶＤ

ブルーレイＤＶＤ
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【18】シン・シティ 復讐の⼥神 [ＤＶＤ] 
【19】シン・シティ 復讐の⼥神 [ブルーレイ]

2005 年、“究極の刺激”と激賞された前作『シン・シティ』ですら、
序章に過ぎなかった―。世界が熱狂した前作から9 年、<新章>が
ついに登場です！ロバート・ロドリゲス×フランク・ミラーの⻩⾦
コンビと豪華キャスト集結により、罪の街シン・シティの復讐劇が
全編クライマックスの超娯楽作へと進化を遂げました。 
 

※劇場公開時R15 指定作品

【20】奇跡のひと マリーとマルグリット [ＤＶＤ] 

 

 

秋篠宮紀⼦妃殿下、佳⼦内親王殿下ご臨席の下で試写会が開催さ
れるなど、各⽅⾯で注⽬を集めた本作。 
三重苦で⽣まれた少⼥マリー・ウルタンに、余命いくばくもない
修道⼥マルグリットが伝えたかったのは、⾔葉の⼒、世界の輝き、
そして⽣きる喜びの全てだった―。 
19 世紀末、フランスに実在した“もうひとつ”のヘレン・ケラー
物語です。 

【21】劇場版 アイカツ！(通常版) [ＤＶＤ] 

 

 

「アイカツ!」初の完全オリジナル新作劇場版!2 年間に渡ってTV
アニメシリーズの主役をつとめたアイドル・星宮いちごの集⼤成
とも⾔える今回のストーリーは、ファミリー層からアニメファン
層まで幅広い観客の⽀持を集め、ぴあ初⽇満⾜度ランキング第 1
位を獲得。何度も劇場へ⾜を運ぶリピーターを⽣み出しました。
スターライト学園の他、ドリームアカデミーのアイドルたちも総
出演!アイカツ!史上最⾼にアツいステージが、いよいよはじまり
ます! 

 

以上 

ＤＶＤ 

ＤＶＤ 

ブルーレイＤＶＤ


