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2023年３月９日 

各  位 

 

 

 

株主優待品の内容決定に関するお知らせ 
 

 

当社は、2023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   

2023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。 

 

※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 東証プライム市場） 

問 合 せ 先 取締役執行役員経営企画室長 

 石丸 裕之 

電 話 番 号 03-3847-0410 
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＜2023 年３月期 株主様ご優待カタログの内容（21 商品）＞ 

―玩具――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【１】1/22 R/C トヨタ ランドクルーザー GR SPORT 

 

ハピネットオリジナルR/C第1弾、SUV最強ランドクルーザーの1/22
スケール R/C カーです。高い防水・防塵機能を搭載。さらに登坂能力
もあり、水たまりや悪路、坂道を疾走します。汚れても水洗いできるの
で、屋内屋外ともに快適な操作が可能です。 
安定の 2.4GHz 仕様で複数台の同時走行可能、前進時にヘッドライト
が点灯します。 
 
■仕様／セット内容 
・周波数：2.4GHz 
・使用電池（別売り）：本体／単三乾電池×4 本 
           コントローラー／単三乾電池×2 本 
・セット内容：本体×1、コントローラー×1、取扱説明書×1 
 
※対象年齢：6 歳以上 
 

【２】R/C うんてんしちゃお きゅうきゅうしゃ 

 

お子様が大好きな働く車、救急車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
したことで、運転手になりきって遊ぶことができます。ウィンカーやラ
イトを光らせたり、クラクションやサイレンを鳴らしたりなど、本物の
ような運転遊びが楽しめます。 
 
■仕様／セット内容 
・周波数：2.4GHz 
・使用電池（別売り）：本体／単三乾電池×4 本 
            コントローラー／単三乾電池×3 本 
・セット内容：本体×1、コントローラー×1、取扱説明書×1 
 
※対象年齢：5 歳以上 

 

【３】R/C うんてんしちゃお タウンバス 

 

お子様が大好きな働く車、タウンバス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
したことで、運転手になりきって遊ぶことができます。ウィンカーやラ
イトを光らせたり、クラクションや車内放送を鳴らしたりなど、本物の
ような運転遊びが楽しめます。 
 
■仕様／セット内容 
・周波数：2.4GHz 
・使用電池（別売り）：本体／単三乾電池×4 本 
            コントローラー／単三乾電池×3 本 
・セット内容：本体×1、コントローラー×1、取扱説明書×1 
 
※対象年齢：5 歳以上 
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【4】すみっコde ミサンガ よくばりパーティーセットDX 

 

©2021 San-X Co. Ltd. All Rights Reserved. 

大人気キャラクター『すみっコぐらし』のオリジナルミサンガを作れる
セットです。すみっコチャームは15 個、カラー糸は60 本と盛りだく
さん！キャラクターにピッタリな色合いを選んで、大・小サイズのビー
ズをアクセントに自分だけのミサンガを作りましょう！ 
初級編・中級編・上級編の 3 種類の作り方が載った説明書も入ってい
ます。 
 
■仕様／セット内容 
・セット内容：すみっコミサンガツール×1、すみっコチャーム×15、 

すみっコカラー糸×60、すみっコカラービーズ 大・小 
作り方説明書×1 

 
※対象年齢：6 歳以上 

 

【5】しゃぼんドリーム【いずれか1 個】（ブルー、ピンク）  

ノズルにしゃぼん玉液を付けてトリガーを引くと、約3,000 個のしゃ
ぼん玉が噴射します。電動タイプなので簡単に遊べます。 
公園や広場で遊んだら人気者間違いなし！しゃぼん玉液付属ですぐに
遊べます。 
4 つのLED ライトが付いているので、暗いところでも光って綺麗です。 
 
■仕様／セット内容 
・屋外専用 
・使用電池（別売り）：本体／単三乾電池×6 本 
・セット内容：本体×1、専用トレイ×1、取扱説明書×1 
       （付属：しゃぼん玉液×3） 
 

※いずれか1 個。色はお選びいただけません。 

※対象年齢：6 歳以上 
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―ゲーム―――――――――――――――――――――――――――――――― 

【6】ミュータント タートルズ：シュレッダーの復讐 

スペシャルエディション 

【Nintendo Switch™用ソフト】 

 
© 2022-2023 Viacom Overseas Holdings 
C.V. All Rights Reserved. Teenage Mutant 

Ninja Turtles and all related titles, logos and 
characters are trademarks of Viacom 

Overseas Holdings C.V. Nickelodeon and all 
related titles, logos and characters are 

trademarks of Viacom International Inc. 
© 2022-2023 Dotemu, All rights reserved. 

Game developed by Tribute Games. 
Licensed to and Published in Japan by 

HAPPINET CORPORATION. 

日本でもおなじみ、世界的人気の『ミュータント タートルズ』が最新ゲー
ムで帰ってきた！ 
80～90 年代にアニメを見ていた世代も、今のゲームユーザーも誰でも一
緒に楽しめる、完全新作ベルトスクロールアクションゲーム。 
アニメのような2D グラフィックで描かれたタートルズと仲間たちで、宿
敵シュレッダーの野望を打ち砕こう。 
 
＜パッケージ版2 大特典付き＞ 
①オリジナルサウンドトラックCD1 枚 
②『T.M.N.T』アクリルジオラマスタンド 
 
※対象年齢：12 歳以上 
 

【7】ミュータント タートルズ：シュレッダーの復讐 

スペシャルエディション 

【PlayStation®4 用ソフト】 

 
© 2022-2023 Viacom Overseas Holdings 
C.V. All Rights Reserved. Teenage Mutant 

Ninja Turtles and all related titles, logos and 
characters are trademarks of Viacom 

Overseas Holdings C.V. Nickelodeon and all 
related titles, logos and characters are 

trademarks of Viacom International Inc. 
© 2022-2023 Dotemu, All rights reserved. 

Game developed by Tribute Games. 
Licensed to and Published in Japan by 

HAPPINET CORPORATION. 

日本でもおなじみ、世界的人気の『ミュータント タートルズ』が最新ゲー
ムで帰ってきた！ 
80～90 年代にアニメを見ていた世代も、今のゲームユーザーも誰でも一
緒に楽しめる、完全新作ベルトスクロールアクションゲーム。 
アニメのような2D グラフィックで描かれたタートルズと仲間たちで、宿
敵シュレッダーの野望を打ち砕こう。 
 
＜パッケージ版2 大特典付き＞ 
①オリジナルサウンドトラックCD1 枚 
②『T.M.N.T』アクリルジオラマスタンド 
 
※対象年齢：12 歳以上 
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【8】ボクらの消しゴム落とし 新学期 

＋オールシーズンエンジョイセット 

  【Nintendo Switch™用ソフト】 

 
© 2022 SAT-BOX， All rights reserved. 

Nintendo Switch™で好評配信中の 3 つのダウンロードソフトが一つに
なったパッケージソフトです。 
 
【収録タイトル】 
■ボクらの消しゴム落とし 新学期 
懐かしの遊び"消しゴム落とし"が登場！相手の消しゴムを机の上から弾
き飛ばせ！ 
色々なモードで1 人～最大6 人まで、手軽に楽しめる遊びがいっぱい！ 
『新学期』になって生まれ変わった消しゴム落としで友達や家族と、みん
なで一緒に盛り上がろう！ 
■ボクらの大夏まつり 
夏まつりを舞台にした『あそび』が盛りだくさん！ 
全10 種類のお祭りをテーマにした『あそび』が登場！みんなでお祭りを
あそびつくそう！ 
■ボクらのウィンタースポーツ 
冬でも熱く『あそび』尽くそう！雪上や氷上のスポーツが大集合！ 
10 種類のウィンタースポーツが楽しめる！ 
 
※対象年齢：全年齢 
 

 

Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。 

"プレイステーション ファミリーマーク"、"PlayStation"、"PS4 ロゴ"および"PS4"は株式会社ソニー・インタラク

ティブエンタテインメントの登録商標または商標です。 
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―映像音楽ソフト――――――――――――――――――――――――― 

【9】ホリック xxxHOLiC [ＤＶＤ] 

【10】ホリック xxxHOLiC [ブルーレイ] 

 

  
©2022 映画「ホリック」製作委員会 

©CLAMP・ShigatsuTsuitachi CO.,LTD./講談社 

監督：蜷川実花×神木隆之介 柴咲コウ CLAMP の伝説的大ヒットコミック、
初の実写映画化！妖しく美しい、新体感ビジュアルファンタジー！ 
 
■累計1400 万部超・CLAMP の伝説的大ヒットコミックを、蜷川実花監督
が初実写映画化！ 
■構想10 年！原作の世界観を、圧巻ビジュアルで映像化。異空間へ誘う、
“新体感ビジュアルファンタジー”がここに誕生！ 
■神木隆之介、柴咲コウW 主演！SixTONES の松村北斗、玉城ティナ、吉
岡里帆、磯村勇斗など、旬なキャスト陣が集結。 

【11】ハウ [ＤＶＤ] 

【12】ハウ [ブルーレイ] 

 

  
©2022「ハウ」製作委員会 

主人公・民夫を演じるのは田中圭。ワンと鳴けない犬と、ちょっぴり気弱な青
年の絆を描いた至福の感動作。 
突如離れ離れになった2 人は果たして再会できるのか？そして、映画史上最も
切なく、優しい結末とは――？ 
 
■ハウを演じたのは、俳優犬・ベック。初出演とは思えない、堂々たる演技が
随所に見られる。そして心優しい犬・ハウに寄り添うもう1 人の主人公・民夫
を演じるのは田中圭。ハウと本気で心を通わせ合い、ミラクルで愛おしい瞬間
を作り出す。 
■キャストも実力派揃い。池田エライザ、野間口徹、渡辺真起子、長澤樹、モ
トーラ世理奈、利重剛、伊勢志摩、市川実和子、田畑智子、石橋蓮司、宮本信
子―といった世代を超えた豪華な顔ぶれが実現。 
 

【13】PLAN 75 [ＤＶＤ] 

【14】PLAN 75 [ブルーレイ] 

 

  

©2022『PLAN 75』製作委員会 

/Urban Factory/Fusee 

第75 回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門正式出品、カメラドール特別表
彰！ 
75 歳以上が自らの生死を選択できる制度＜プラン75＞。「生きる」という
究極のテーマを全世代に問いかける衝撃作！ 
 
■第75 回カンヌ国際映画祭「ある視点」部門正式出品、カメラドール特別
表彰という快挙を達成！ 
■主人公を演じるのは倍賞千恵子。＜プラン75＞に携わる若者には磯村勇
斗、河合優実を配し、他にたかお鷹やステファニー・アリアン、大方斐紗子、
串田和美らが顔を揃えた。 
 

 

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 
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【15】カモン カモン [ＤＶＤ] 

【16】カモン カモン [ブルーレイ] 

 

  
©2021 Be Funny When You Can LLC. All 

Rights Reserved. 

ホアキン・フェニックス主演×マイク・ミルズ監督×A24 製作 
アカデミー賞®常連チームが贈る最高に愛おしい物語。 
 
■世界が絶賛！タイム誌ほか有力誌がこぞって年間トップ 10 映画に選
出！ 
■『ジョーカー』でアカデミー賞®主演男優賞に輝いた名優ホアキン・フェ
ニックスが次なる出演作に選んだのは、心温まるヒューマンドラマ！ 
■注目の新星ウディ・ノーマンとホアキン、ふたりの天才が見せるケミスト
リーは最大の見どころ！ 
 
 

【17】355 [ＤＶＤ] 

【18】355 [ブルーレイ] 

 

  
©2020 UNIVERSAL STUDIOS. ©355 Film 

Rights, LLC 2021 All rights reserved. 

輝かしい受賞歴とカリスマ性を兼ね備えた女優 5 人が豪華共演。各国の女
性エージェントが集結！！国際テロ組織から秘密兵器を奪還せよ！危険な
ミッションに挑むスパイアクション。 
 
■ジェシカ・チャステイン、ペネロペ・クルス、ファン・ビンビン、ダイ
アン・クルーガー、ルピタ・ニョンゴ、実力とカリスマ性を兼ね備えた主
演級のスター5 人が女性エージェント・チームを結成！ 
■5 ヵ国から集結したスゴ腕の女性エージェント・チームが、世界秩序を脅
かす巨大な危機に立ち向かうスパイ・アクション！ 
 
※対象年齢：PG12（12 歳未満の方は、保護者の助言・指導が必要です） 
 

【19】映画デリシャスパーティ♡プリキュア 

夢みる♡お子さまランチ！ [ＤＶＤ] 

 

 
©2022 映画デリシャスパーティ♡プリキュア 

製作委員会 

 

舞台は「デリシャスパーティ♡プリキュア」の面々が暮らすおいしーなタ
ウンに突然現れた “お子さまランチ”のテーマパーク＜ドリーミア＞。何で
もあそび放題＆たべ放題の＜ドリーミア＞を主人公・和実ゆいたちが思い切
り楽しんでいると、園内で異変が起きる。キュアプレシャスたちと、小さな
エナジー妖精、コメコメが起こす大きな奇跡を描きます。 
 
また「デリシャスパーティ♡プリキュア」、「トロピカル～ジュ！プリキュ
ア」、「ヒーリングっど♥プリキュア」、「スター☆トゥインクルプリキュア」
の 4 シリーズが登場し、一緒に特別なお子さまランチを作る、同時上映「わ
たしだけのお子さまランチ」を収録。 

 

  

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 

ＤＶＤ 
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【20】ちいかわ 通常版 1＆2【2 枚セット】 [DVD] 

  

 

©ナガノ / ちいかわ製作委員会 

イラストレーター・ナガノが描く「なんか小さくてかわいいやつ」、通称“ち
いかわ”。 
2020 年よりTwitter で漫画連載が始まり、2021 年に単行本が刊行される
と、そのかわいいキャラクターとシュールなストーリーに魅了される人が続
出。アパレルブランドや人気少年漫画など多数コラボが実施され、『日本キャ
ラクター大賞2022』グランプリを受賞する等、男女問わず人気が広がって
いる今話題のキャラクター。 
そして2022 年、動画工房制作でついにアニメ化！！ 
 
通常版 1＜第1 話～第20 話収録＞ 
通常版 2＜第21 話～第40 話収録＞ 

【21】朗読喫茶 噺の籠 ～あらすじで聴く文学全集～ 

【3 枚セット】 [ＣＤ] 

 

 

 
©噺 RECORD/Happinet Music 

©2022 揺(OCTA) 

長く愛され続ける日本近現代の名作文学を、人気・実力を兼ね備える、ベテ
ランから新進気鋭の若手まで、バラエティに富んだ豪華声優陣が朗読しま
す。 
 
収録内容：作品名（作者名）声優名 
 
グスコーブドリの伝記（宮沢賢治）下野紘 
詩集「野原に寝る」（萩原朔太郎 他）阿部敦 
夜明け前（島崎藤村）高塚智人 
 
あらくれ（徳田秋声）永塚拓馬 
詩集「永訣の朝」（宮沢賢治 他）森川智之 
金色夜叉（尾崎紅葉）葉山翔太 
 
放浪記（林芙美子）森久保祥太郎 
ごんぎつね・てぶくろを買いに（新美南吉）諏訪部順一 
一房の葡萄（有島武郎）中島ヨシキ 
 

以 上 

ＤＶＤ 

ＣＤ 


