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2020 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、2020年３月期の株主優待品について下記のとおり決定いたしましたので、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   

2020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。さらに、500 株以上保有の株主様には、所有株数に応じて「こども商品券」を贈呈い

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から 1 品選択 

500 株以上 

1,000 株未満 

株主様ご優待カタログから 2 品選択 

及び「こども商品券」2,000 円分 

1,000 株以上 
株主様ご優待カタログから 3 品選択 

及び「こども商品券」5,000 円分 

 
（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、株主様からお申込みいただいた後に、順次商品を発送する予定です。 

 

※昨今の新型コロナウイルスの流行に伴う生産の都合により、商品の内容は変更になる場合がご

ざいます。あらかじめご了承ください。 

※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。 

※「こども商品券」は、株主様ご優待カタログより商品をお選びいただき、お申込みいただいた

方にのみ送付いたします。 

会 社 名 株式会社ハピネット 

 代 表 者 名 代表取締役社長 榎本 誠一 

     （コード番号 7552 東証第 1 部） 

問 合 せ 先 取締役常務執行役員経営本部長 

 柴田 亨 

電 話 番 号 03-3847-0410 
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＜2020年３月期 株主様ご優待カタログの内容(26商品)＞ 

―玩具―――――――――――――――――――――――――――――――― 

【１】R/C ホバークラフト ワイルドアタッカー 

 

パワフル走行でガンガン走る！水陸両用のド迫力走行を体感。 
3 つのシーンを走行（陸上、水上、氷上）。 
ハイパワーバッテリーでパワフル走行。 
大型ツインファンでイージーコントロール。最大6 台で走行可能。 

   
  ■ハピネット設立50 周年特別優待品 
 

※8歳以上 

【２】手のり恐竜ジュラミン  
（グリーン、オレンジ、レッド） 

 

『手のり恐竜！ジュラミン！』は３つのセンサーと超小型モーターを
わずか１４ｃｍのボディに搭載された小型電子ペットです。 

  
頭をなでたり、息を吹きかけたり、しっぽを持って揺らしたりする
と、センサーの組み合わせにより色々なリアクションを楽しむことが
出来ます。また、特定の触り方をすることで恐ろしい咆哮がカワイイ
甘えた鳴き声に変わる？！隠しモードも搭載している商品です。 
   
※いずれか1個。カラーはお選びいただけません。 
※6歳以上 

【３】Salon de dooz スペシャルコレクション 

 

Salon de dooz(サロン ド ドゥーズ）シリーズはヘアサロンをコン
セプトにしたCUTE なサプライズアイテムです。 
サロン ド ドゥーズシリーズに限定ドール２体とこれまでにない、手
足が自由に動かせてポージングが自由自在の“スタイリスタズ”エレナ
ちゃんも入った大ボリュームの特別セットが登場です！ 

 
ヘアアクセも6 つも入っており、“ゆめかわカラー”の超キュートなコ
レクションバック付きだから可愛く収納したり、一緒にお出かけも出
来る商品です。 
ボトルも台座もセット限定のスペシャルカラーで、もちろんヘアは香
り付きです。 

 
※6歳以上 

【４】ハグミン フレンズ 
（ユニコーンゆめかわルームセット） 

 

 
ツノが7 色に光るハグミンフレンズ ユニコーンとロッキングホース
で遊んで、プリンセスベッドおやすみが出来るセットです。 
可愛いアクセサリーもいっぱいなので、かわいくおしゃれしよう。 

 
※６歳以上 
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【5】ブロッコ アニマルシリーズ【いずれか1個】 
   サバンナのどうぶつセット 
   トロピカルアニマルセット 
   みずのいきものセット 

 

やわらかい合成樹脂製のパーツと、ジョイントをつかって組み立てる
ことができるパズルブロックです。 
 
ジョイント部分は可動するので、ポーズをつけたり、ごっこ遊びした
りして楽しめます。組み合わせ方を変えることでオリジナルの作品も
つくることができるので、考える力や創造力の向上にも役立ちます。 

 
※いずれか1個。セット内容はお選びいただけません。 
※5歳以上 

 

  

みずのいきものセット 

サバンナのどうぶつセット 

トロピカルアニマルセット 
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―ゲーム―――――――――――――――――――――――――――――――― 

【6】ピクセル パズルパック 3-in-1 
   【Nintendo Switch用ソフト】 

 
 

©2019 Score Studios LLC. All rights reserved. 
Licensed to and published Rainy Frog LLC. 

 
大人気パズルゲーム「ピクセル」シリーズ登場！ 

 
大ボリューム！1,400 問のパズルに挑戦！ 

 
『ピクセル パズルパック 3-in-1』は、「ピクセル ライン DX」「ピ
クセルライン DX ニューパズル500！」「ピクセル カラーズ」3 つ
のパズルゲームを1 つにまとめたお得なパッケージです！ 

 
■ハピネット独占販売商品 

 
※全年齢 

【7】ペトゥーンパーティー 
   【Nintendo Switch用ソフト】 

 
 

© 2017 Petoons Studio SL Publish in JAPAN 
by COSEN Co., Ltd. 

家族・友達、みんなで遊べるパーティーゲーム 
 
■すごろくタイプのボードゲームとミニゲームが盛りだくさん！ 

4 つのすごろくステージと28 種類のミニゲーム+α収録。遊ぶ時間
に応じた3 つのモード(ボード・カップ・ミニゲーム)で楽しめる！ 
 

■楽しいゲームだけじゃないよ。楽しみ方も盛りだくさん！ 
ゲームをより楽しむためのコスチュームも多数収録！ 
すごろくタイプのボードでは、ボスバトルで逆転を目指せるよ！ 
 
■ハピネット独占販売商品 
 
※全年齢 
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―映像音楽ソフト―――――――――――――――――――――――――― 

【8】愛唄 －約束のナクヒト－ [ＤＶＤ] 
【9】愛唄 －約束のナクヒト－ [ブルーレイ] 

 

  
©2019「愛唄」製作委員会 

『キセキ ―あの日のソビト―』のチームが脚本GReeeeN で贈る、名曲
「愛唄」のもう一つの物語。 
 
■横浜流星、清原果耶、飯島寛騎という最注目の若手俳優と成海璃子、財
前直見、富田靖子、中村ゆり、中山美穂といった豪華実力派キャストが織
りなす最強シナジー！ 

 
■監督は『海月姫』『L・DK』シリーズの川村泰祐！ピュア度1000％、
恋の青春物語を描く！ 

【10】惡の華 [ＤＶＤ] 
【11】惡の華 [ブルーレイ] 

 

  
©押見修造／講談社 ©2019 映画『惡の華』製作委員会 

押見修造の伝説的コミックを完全実写映画化！思春期のダークな面をえぐ
り出す、超過激な青春映画。 
 
■翻弄される伊藤健太郎×悪魔な玉城ティナが新境地を開拓！ 
 
■監督は『覚悟はいいかそこの女子。』『片腕マシンガール』『電人ザボ
ーガー』の井口昇監督。原作者と監督のお互いへの尊敬と、作品やキャラ
クターへの愛情が詰まった『惡の華』が誕生！ 
 
■脚本は『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』や『心が叫びた
がってるんだ。』など瑞々しいタッチで青春を描き続ける岡田麿里。 
 

【12】楽園 [ＤＶＤ] 
【13】楽園 [ブルーレイ] 

 

  
© 2019「楽園」委員会 

「悪人」「怒り」吉田修一×『64-ロクヨン-』瀬々敬久 
心えぐられる衝撃のサスペンス大作！ 
 
■綾野 剛・杉咲 花・佐藤浩市を始め、柄本明、村上虹郎、片岡礼子など
演技派豪華キャストが集結 
 
■主題歌はRADWIMPS の野田洋次郎が作詞・作曲・プロデュース、上白
石萌音が歌唱！物語を感動的に彩る！ 
 
■第76 回ヴェネチア国際映画祭“Focus on Japan”、第24 回釜山国際映
画祭「アジア映画の窓」部門 正式出品作品！ 
 

 

  

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 
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【14】泣くな赤鬼 [ＤＶＤ]  
【15】泣くな赤鬼 [ブルーレイ] 

 

  
© 2019「泣くな赤鬼」製作委員会 

『とんび』の重松 清×堤 真一が贈る感動作 
余命半年の元生徒と教師の再会――最後に分かり合えた絆の物語 
 
■堤真一、柳楽優弥、川栄李奈、竜星 涼、キムラ緑子、麻生祐未ら豪華
俳優が集結！ 
 
■『キセキ ーあの日のソビトー』兼重 淳監督の最新作！ 
 
■主題歌は竹原ピストル書き下ろしの楽曲「おーい！おーい！！」 

 

【16】赤毛のアン 初恋 [ＤＶＤ] 
【17】赤毛のアン 初恋 [ブルーレイ] 

 

  
©2017 GABLES 23 PRODUCTIONS INC. 

■モンゴメリの孫娘が製作総指揮、「赤毛のアン」映像化の決定版第2
弾！ 
 
■名優たちと精鋭スタッフが集結！愛すべきアンの魅力あふれる映画に 
 
■物語の舞台は“世界一美しい”プリンス・エドワード島 
 
＜文部科学省選定（少年・青年・家庭向き）＞ 

【18】サムライマラソン スタンダード・エディション [ＤＶＤ] 
【19】サムライマラソン スタンダード・エディション [ブルー

レイ] 

 

  
©“SAMURAI MARATHON 1855”FILM Partners 

佐藤健、小松菜奈、長谷川博己ほか、豪華キャスト共演で贈る幕末エンタ
テインメント。     
 
開国を迫られ、揺れる江戸幕府に不満を抱く安中藩主・板倉勝明。板倉は
藩士を鍛えるために、約58km の道のりを走らせる遠足(とおあし)を開
催するが、幕府から謀反と誤解され…。  
 
■東京2020 参画プログラム。日本で最初のマラソンと言われている「安
政遠足（あんせいとおあし)」を舞台にした原作「幕末まらそん侍」(土橋
章宏)を映画化。 
 

 

  

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 
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【20】ホテル・ムンバイ [ＤＶＤ] 
【21】ホテル・ムンバイ [ブルーレイ] 

 

  
©2018 HOTEL MUMBAI PTY LTD, SCREEN 
AUSTRALIA, SOUTH AUSTRALIAN FILM 
CORPORATION,ADELAIDE FILM FESTIVAL 
AND SCREENWEST INC 

五つ星ホテルで起きたテロからの、奇跡の脱出劇。『ボーダーライン』製作
陣が放つ、衝撃と感動の実話! 
 
■各レビューサイトで絶賛の嵐! 
Yahoo! 4.5 点、Filmarks 4.2 点、映画.com 4.2 点と各レビューサイトで
超高評価! 

【22】バジュランギおじさんと、小さな迷子 [ＤＶＤ]  
【23】バジュランギおじさんと、小さな迷子 [ブルーレイ] 

 

  
©Eros international all rights reserved. 

©SKF all rights reserved. 

インドからパキスタン―700 キロの二人旅が、世界を笑顔に変えていく… 
 
■『ダンガル きっとつよくなる』『バーフバリ 王の凱旋』に次ぐインド映画
世界興収歴代第3 位! 
 
■日本でもその感動的なストーリーが口コミで評判を呼び、90 館を超える劇
場でロングランヒット! リピーター続出! 
 
■映画批評サイトRotten Tomatoes の満足度は驚異の100%をマーク! 各
レビューサイトで絶賛の嵐! 

【24】第43回全英女子オープンゴルフ ～笑顔の覇者・渋野日向子 
栄光の軌跡～ DVD通常版 [ＤＶＤ]  

【25】第43回全英女子オープンゴルフ ～笑顔の覇者・渋野日向子 
栄光の軌跡～ Blu-ray通常版 [ブルーレイ] 

 

  
©The R&A 2019 

渋野日向子の42 年ぶり日本人海外メジャー大会優勝という、歴史的な大会
となった第43 回全英女子オープン。 
 
日本では“しぶこフィーバー”が起き、女子ゴルフ界に熱狂をもたらした。偉
業達成を独自映像で振り返る！ 

 

  

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 
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【26】カノエラナ／盾と矛（初回限定盤）【CD】 

 

  

ハピネット音楽レーベル「蔵前レコーズ」所属カノエラナの 2nd Album。                   
 
独特な着眼点から生まれる歌詞と、その世界観にあわせて色とりどりに変化
する歌声と圧倒的な歌唱力。ギターやピアノの弾き語りはもちろん、バンド
編成の圧巻のライブパフォーマンスとゆる~い佐賀弁トーク炸裂のギャップ
で魅せるステージ。 
 
いま、同世代を中心に支持を集める注目の女性アーティスト、カノエラナの
2nd アルバム! 
 

 

以 上 

ＣＤ 
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