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2022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、2022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   

2022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 東証第 1部） 

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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＜2022 年３月期 株主様ご優待カタログの内容（22 商品）＞ 

―玩具――――――――――――――――――――――――――――――――― 

【１】1/14 R/C Mercedes-Benz G55 AMG 

（メルセデスベンツG55AMG） 

 

不屈の人気を誇る「ベンツG５５」の１／１４スケールR/C カーです。
重厚感あるブラックボディと細部のインテリアまでしっかりと再現さ
れています。 
安定の 2.4GHz 仕様・オール乾電池仕様で屋内屋外ともに快適な操作
が可能です。前進・後退・右左折のフルアクションで、前進時にヘッド
ライト、後退時にテール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×5 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 パトロールカー 

 

お子様が大好きな働く車、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
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 しょうぼうしゃ 

 

お子様が大好きな働く車、消防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 
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【４】ミニカーR/C【2 個セット】 

 
※商品ラインナップはイメージです 

前進、後退、左右へ動かすことが出来る手のひらサイズ（1/58 サイズ）
の本格 R/C カーです。前進でヘッドライト、後退でテールランプが点
灯し、コントローラーから充電可能です。 
缶型パッケージに本体、コントローラー、三角コーンがオールインワン
で同梱され、どこでも持ち運べてすぐに遊べます。 
 
■仕様／セット内容 
・周波数：40MHz、27MHz 
・使用電池：本体／充電式ニッケル水素バッテリー 

コントローラー／単三乾電池ｘ2 本（別売り） 
・セット内容：本体×1、コントローラー×1、アンテナ×1、 
       三角コーン×4、取扱説明書×1 
 

※2 個セット。セット内容はお選びいただけません。 

※対象年齢：６歳以上 

 

【5】くみたてホイール【いずれか1 個】 

  （R/C 消防はしご車、R/C ショベルカー、R/C 放水車、R/C パワーローダー） 

 
電動ドライバーで分解＆組み立てあそびができ、さらに電動ドライバー
を本体にセットして前進後退の R/C 遊びもできる、子どもたちの大好
きな要素が詰まった組み立てR/C カートイです。 
ドライバーはゆっくり回転し、車も角の取れた優しいフォルムで安心安
全な設計です。 
 
■仕様／セット内容 
・周波数：2.4GHz 
・使用電池：本体／LR44×3 個（付属） 

電動ドリル兼コントローラー／単三乾電池ｘ4 本（別売り） 
・パーツ数：消防はしご車33 パーツ、ショベルカー27 パーツ、 
      放水車30 パーツ、パワーローダー26 パーツ 
・セット内容：本体×1、電動ドリル兼コントローラー×１、 

取扱説明書×1 
 

※いずれか1 個。種類はお選びいただけません。 

※対象年齢：3 歳以上 
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【6】PUI PUI モルカー モルカー de ミサンガ 

©見里朝希 JGH・シンエイ動画/モルカーズ 

大人気アニメ『PUI PUI モルカー』のオリジナルミサンガを作れるセッ
トです。モルカーチャームは5 種類、ひものカラーは20 色と盛りだく
さん！キャラクターにピッタリな色合いを選んで、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！ 
基本編・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：モルカーあみツール×1 、モルカーチャーム×5、 

モルカーカラー糸×20、モルカーカラービーズ 大・小 
 
※対象年齢：6 歳以上 

 

【7】PUI PUI モルカー モルカー de ABC ビーズ 

©見里朝希 JGH・シンエイ動画/モルカーズ 

大人気アニメ『PUI PUI モルカー』の自分だけのブレスレットを作れ
るセットです。モルカービーズは5 個、ABC ビーズやカラフルなビー
ズは 1,100 個以上入っています。お気に入りのアルファベットを入れ
て、たくさんのブレスレットを作りましょう！ 
2 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：モルカービーズ×5、 ABC ビーズ各種、 

モルカーカラービーズ各種 、テグス、カラーひも 
 
※対象年齢：6 歳以上 
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―ゲーム―――――――――――――――――――――――――――――――― 

【8】ジャックジャンヌ 

  【Nintendo Switch 用ソフト】 

 
©Sui Ishida／BROCCOLI 

「東京喰種トーキョーグール」シリーズの作者・石田スイが世界観設定、
キャラクターデザイン、イラスト、シナリオすべてを手がける少年歌劇シ
ミュレーションゲーム。 
演劇の道を諦めていた主人公は、2 つの約束を守ることを条件に男性が男
女両役を演じるユニヴェール歌劇学校に入学する。入学条件は、１年の最
後にある最終公演で主演になることと、女性であることを隠し通すこと。
自身のため、所属クラス「クォーツ」のため、クラスメイト達との絆を深
めながら１年を過ごして最終公演の主演を勝ち取ろう！ 
 
※対象年齢：12 歳以上 
 

【9】みんなのラジコンGP+バラエティセット 

  【Nintendo Switch 用ソフト】 

 
©2021 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】 
みんなのラジコンGP／ボクらの大運動会／机でバスケ 
 
■みんなのラジコンGP 
簡単操作で楽しめるラジコンゲームが登場！ 
オリジナルのマシン、コースを作成出来る本格レース！自由に組み上げた
マシンと自分だけのコースで思う存分レースを楽しもう！ 
■ボクらの大運動会 
ボクらの大運動会、待望の開幕！ 
運動会でおなじみの種目からちょっと変わった種目まで全12 種類！ 
最大4 人で楽しめる対戦・協力プレイのパーティゲーム登場！ 
■机でバスケ 
かんたん操作でバスケットボールを楽しもう！ 
文房具や工場、遊園地など机の上に作られた様々なステージが登場！ 
自分だけのカスタマイズで、最強のオリジナルチームを作ろう！ 
 
※対象年齢：全年齢 
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―映像音楽ソフト――――――――――――――――――――――――― 

【10】461 個のおべんとう [ＤＶＤ] 

【11】461 個のおべんとう [ブルーレイ] 

 

  
©2020「461 個のおべんとう」製作委員会 

TOKYO No.1 SOUL SET の渡辺俊美による感動の実話「461 個の弁当は、
親父と息子の男の約束。」を映画化！笑って泣ける、父と子の心温まる栄養
満点ムービー！ 
 
■主人公・鈴木一樹をドラマ、映画、舞台、MC と大活躍の【井ノ原快彦】、
息子・虹輝を人気沸騰中のユニット「なにわ男子」に所属の【道枝駿佑（な
にわ男子）】が演じる。 

【12】映画 太陽の子 [ＤＶＤ] 

【13】映画 太陽の子 [ブルーレイ] 

 

  
©2021 ELEVEN ARTS STUDIOS / 「太陽の子」

フィルムパートナーズ 

柳楽優弥×有村架純×三浦春馬×黒崎監督！“日本の原爆開発”の事実を背景
に、3 人の若者の決意と揺れる思いを描いた300 日の青春グラフィティ！ 
 
■監督・脚本は「ひよっこ」「青天を衝け」の黒崎博！主題歌は福山雅治が
担当。楽曲「彼方で」が物語を深く彩る！ 
■ハリウッドのキャスト・スタッフ参戦、壮大なスケールと圧倒的なクオリ
ティの豪華日米合作！ 

 

【14】HOKUSAI [ＤＶＤ] 

【15】HOKUSAI [ブルーレイ] 

 

  
©2020 HOKUSAI MOVIE 

時は江戸。幕府によって表現者たちが自由を奪われていた時代に、画を描き
続けた一人の絵師がいた。“あの波”を生み出した葛飾北斎である。本作は、
歴史的資料を調べ、事実を繋ぎ合わせたオリジナル・ストーリー。 
 
■北斎の青年期を柳楽優弥、老年期を田中泯が演じ、W 主演でそれぞれの
北斎を体現する。 
■阿部寛はじめ、永山瑛太・玉木宏など、北斎の怒涛の人生に共鳴した豪華
キャスト陣が集結した！ 

 

 

 

 

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 
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【16】キャッシュトラック [ＤＶＤ] 

【17】キャッシュトラック [ブルーレイ] 

 

  
© 2021 MIRAMAX DISTRIBUTION SERVICES, 

LLC ALL RIGHTS RESERVED. 

全米初登場 No.1 ゴールデンコンビが 16 年ぶりにタッグを組んだクライ
ム・アクション。 
 
■主演ジェイソン・ステイサム×監督ガイ・リッチー、ゴールデン・コンビ
が復活！ 
■主演級俳優が豪華共演！『ファイト・クラブ』や「ＣＳＩ：マイアミ 」
で知られるホルト・マッキャラニー、クリント・イーストウッドの息子であ
るスコット・イーストウッド、『ジェントルメン』でも存在感を示し、今や
“リッチー一家”のひとりでもある英国の演技派、エディ・マーサンなど主演
級俳優たちが豪華に脇を固める。 
 
 

【18】ファイナル・プラン [ＤＶＤ] 

【19】ファイナル・プラン [ブルーレイ] 

 

  
©2019 Honest Thief Productions, LLC 

2 週連続全米No.1 リベンジ・アクション！リーアム・ニーソン主演！最後
の恋、最後の爆破。 
 
■『96 時間』シリーズでリベンジ・アクションの礎を築いたリーアム・ニー
ソン主演作！ 
■伝説の爆破強盗 VS FBI！愛のため、すべてにケリをつけるため、最後の
復讐計画に挑む！ 

【20】映画トロピカル～ジュ！プリキュア 雪のプリンセスと 

奇跡の指輪！ [ＤＶＤ] 

 

  
©2021 映画トロピカル～ジュ！プリキュア 

製作委員会 

南国をイメージした海辺の街で暮らす「トロピカル～ジュ！プリキュア」の
メンバーが雪の王国で大冒険！「ハートキャッチプリキュア！」のメンバー
も勢ぞろい！ 
ふだんトロピカルな町で過ごしているまなつたちが今回向かったのは、雪の
王国・シャンティア。まなつは初めて見る雪に大興奮してかき氷を作ろうと
大はしゃぎ！他のメンバーも雪だるまを作ったり雪合戦をしたり、美しい雪
の世界を満喫します。また、今回まなつたちと一緒に冒険するのは、「ハー
トキャッチプリキュア！」のメンバー！久しぶりに 4 人全員が変身し、ト
ロプリメンバーたちと共闘する様子は映画ならでは。豪華共演は見逃せま
せん。 

 

 

 

 

 

 

ブルーレイ ＤＶＤ 

ブルーレイ ＤＶＤ 

ＤＶＤ 
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【21】映画大好きポンポさん [ブルーレイ] 

 

 
©2020 杉谷庄吾【人間プラモ】／KADOKAWA／

映画大好きポンポさん製作委員会 

映画を愛する青年の映画制作を描いた話題作「映画大好きポンポさん」が劇
場アニメーション化！ 
 
■監督と脚本を務めるのは『劇場版「空の境界」第五章 矛盾螺旋』、『GOD 
EATER』などを手がけてきた平尾隆之。キャラクターデザインは『ソード
アート・オンライン』シリーズ、『WORKING!!』の足立慎吾。アニメーション
は『この世界の片隅に』チームが立ち上げた新進気鋭の制作会社CLAP が担
当。 
■バリアフリー日本語字幕を収録！ 

【22】僕らだけのメリークリスマス [ＣＤ＋グッズ] 

 

 
©2021 littleHEARTS.Music / C-block / 

euclid agency inc. 

SEESAW 結成1 周年 奇蹟の贈り物 
（収録曲：僕らだけのメリークリスマス） 
咲人（ナイトメア）とSHIN（ViViD）をモチーフとしたテディベア（2 体）
がセットされた豪華な限定BOX シングル。 
 

以 上 

ブルーレイ 

ＣＤ 


