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株主優待品の内容決定に関するお知らせ

当社は、2021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
2021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。
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＜2021 年３月期 株主様ご優待カタログの内容(26 商品)＞

玩具――――――――――――――――――――――――――――――――

―

【１】1/14 R/C Ferrari SF90 Stradale
（フェラーリ SF90 ストラダーレ）
人気のフェラーリの最新車種を14 分の 1 スケールで再現した RC
カーが新登場！
安定の 2.4GHz 仕様・オール乾電池仕様でヘッドライト、テールラ
ンプも点灯し、走行時間は 50 分(通常走行時)となっています。
■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】1/14 R/C Lamborghini Sian FKP37
（ランボルギーニ シアン FKP37）
ランボルギーニの最新車種を14 分の 1 スケールで再現した RC カー
が新登場！
本物さながらのガルウィングドアは開閉可能となっており、ヘッドラ
イト、テールランプも点灯し、走行時間は 50 分(通常走行時)となっ
ています。
■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

【３】ふわっちょうんちょ♡【いずれか一個】

（ふわふわピンク、ふわふわブルー、ふわふわラベンダー）

「ふわっちょうんちょ♡」は画面中に登場するキャラクター「う
んちょ」のお世話をする携帯型の育成ゲームです。
■本物のトイレ同様、“大小”の水栓レバーがついており、今まで
にない新感覚の操作方法で「うんちょ」のお世話ができる！
■マイク入力機能搭載により本体の口元に話しかけると、うん
ちょが喜んで近寄り、音声を使ったコミュニケーションが可能！
■「うんゲーム（ミニゲーム）」を 5 種類収録！
■仕様/セット内容
・使用電池（別売り）：単四乾電池×3 本
・セット内容：本体×1 取扱説明書×1
※いずれか 1 個。カラーはお選びいただけません。
※対象年齢：6 歳以上
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【４】手のり恐竜！ジュラミン！誕生！メテオ REX
【いずれか一個】

（ティラノメテオREX、トリケラメテオREX、ラプトルメテオREX）
『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のボディに搭載し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数十種類ものリアクションを楽しむことが出来ま
す。そんなジュラミンシリーズの最新版「手のり恐竜！ジュラミン！
誕生！メテオ REX」では“隕石を食べてしまった恐竜”がコンセプト
となっており、今までにない“お腹や角が光る”新ギミックが搭載され
た特別仕様の商品となっております。
■仕様/セット内容
・使用電池（テスト用電池付属）：LR44×4
・セット内容：本体×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：６歳以上

【5】ブロッコ ダイナソーシリーズ【いずれか1 個】
（レッドティラノ、スピノサウルス）
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。

レッドティラノ

■仕様/セット内容
・パーツ数：
レッドティラノ 75 パーツ スピノサウルス 110 パーツ
・セット内容：本体×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：5 歳以上

スピノサウルス

【6】エクステール
誰でもカンタン！専用リボンでオリジナルエクステが作れます。
専用ペンでオリジナル柄をデザインしたり、付属のカーラーでエクス
テにカールを付けたり、アレンジいろいろ！世界にひとつだけのオリ
ジナルエクステを作って、カンタンイメチェンヘアメイクを楽しも
う！
■仕様/セット内容
・使用電池（別売り）：単三乾電池×2 本
・セット内容：エクステメーカー×1、収納ケース×1、専用ペン×2
(ピンク・ブルー×各１)、スプレー×1、カーラー×2、カーラー
用ハンドル×1、ヘアピン×5、専用リボン×12、取扱説明書×1
※対象年齢：6 歳以上
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ゲーム――――――――――――――――――――――――――――――――

―

【7】ブリガンダイン ルーナジア戦記
【Nintendo Switch 用ソフト】
“ファンタジー”×“国取りシミュレーション”の名作「ブリガンダイ
ン」完全新作。
乱世を迎えたファンタジーの世界を舞台に、６つの勢力から
いずれかを選び大陸制覇を目指す“国取りシミュレーションゲーム”
ユニットの育成とバトルマップの部隊戦に特化した、シンプルで
奥深いウォー・シミュレーション！
※対象年齢：１５歳以上

【8】ボクらのスクールバトル+スポーツセット
【Nintendo Switch 用ソフト】
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】
ボクらのスクールバトル/机でボウリング/机でドッジボール
■ボクらのスクールバトル
学校全体を舞台に「鬼ごっこ」や「靴とばし」の他 14 種類の懐かし
の遊びを収録。一人でも記録に挑戦してメダルをゲット！
■机でボウリング
学校の机の上がボウリング場になった！
マルチ対戦やパーティモードも！決めろ、ストライク！！
■机でドッジボール
机の上がドッジボールコートに！？
普通のドッジはもちろん四方に壁があるコートや、王様を守る王様
ドッジ、相手の選手を奪い合うクロスドッジなど、多彩なドッジボ
ールを楽しめる！
■ハピネット独占販売商品
※対象年齢：全年齢
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©2020 SAT-BOX

映像音楽ソフト――――――――――――――――――――――――――

―

【9】みをつくし料理帖 [ＤＶＤ]
【10】みをつくし料理帖 [ブルーレイ]
■『犬神家の一族』『セーラー服と機関銃』を手掛けた革命的プロデュー
サー角川春樹の 8 本目となる生涯最後の映画監督作！
■作家・髙田郁による累計発行部数 400 万部突破のベストセラー時代小説
シリーズを初めて映画化！
■若手注目株の女優・松本穂香と奈緒が紡ぐ友情と絆の物語が、感動を呼
ぶ。共演には浅野温子、窪塚洋介、反町隆史、薬師丸ひろ子、石坂浩二、
中村獅童など豪華すぎる俳優陣が集結！

ＤＶＤ

ブルーレイ

© 2020 映画「みをつくし料理帖」製作委員会

【11】星の子 [ＤＶＤ]
【12】星の子 [ブルーレイ]
日本中を涙させたドラマ「Mother」から 10 年。天才子役から本格女優へ
と羽ばたく芦田愛菜の堂々たる主演映画。揺らぎ始める 15 歳のちひろ。
家族とわたし。わたしと未来。広大な星空の下で、少女の信じる力が試さ
れる――。全世代の胸を打つ、圧倒的な感動作がここに誕生。
■原作は『むらさきのスカートの女』で令和初となる第 161 回芥川賞を受
賞した今村夏子。最注目の作家の小説が初めて映像化される。
■監督・脚本は『日日是好日』で第 43 回報知映画賞監督賞を受賞した大
森立嗣。その他にも音楽の世武裕子を始め『日日是好日』のスタッフが集
結し、不遇な環境を生き抜くヒロインの健気で涙ぐましい姿を描き出す。

ＤＶＤ

ブルーレイ

©2020「星の子」製作委員会

【13】宇宙でいちばんあかるい屋根 [ＤＶＤ]
【14】宇宙でいちばんあかるい屋根 [ブルーレイ]
小説すばるで新人賞を受賞するなど、多くの読者を魅了する作家・野中と
もその大人気小説「宇宙でいちばんあかるい屋根」（光文社文庫刊）待望
の映画化。
■NHK 朝ドラヒロインに抜擢！急成長中の実力派若手女優・清原果耶が映
画初主演！
■日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞の『新聞記者』藤井道人監督最新
作
■桃井かおりが愛くるしい老婆役！脇を固めるのは実力派 吉岡秀隆、坂井
真紀、水野美紀や伊藤健太郎も！

ＤＶＤ

ブルーレイ

© 2020『宇宙でいちばんあかるい屋根』製作委員会
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【15】決算！忠臣蔵 [ＤＶＤ]
【16】決算！忠臣蔵 [ブルーレイ]
討入りするにも予算が必要！？その総額、なんと 9500 万円！赤穂浪士の
本当のミッションは“予算内に討ち入ること”だった！こんな忠臣蔵見たこ
とない！涙と笑いの予算達成エンタテインメント！
■赤穂藩筆頭家老・大石内蔵助には名優堤真一。内蔵助を支える貧乏なそ
ろばん侍・矢頭長助には時代劇初挑戦の岡村隆史。この 2 人の W 主演に
加え、名実ともに日本を代表する豪華キャスト陣が勢揃い。
■原作は東大教授・山本博文による『「忠臣蔵」の決算書』（新潮新書
刊）。江戸時代研究の第一人者が、大石内蔵助が実際に残した決算書を基
に、討ち入り計画の実像を記した話題作で、本作が初の映画化。監督は
『忍びの国』『殿、利息でござる！』等、時代劇でもヒット作を連発する
名匠・中村義洋。今回は自身で脚本も手掛け、今までに誰も見たことのな
い「本当の忠臣蔵」を描く。

ＤＶＤ

ブルーレイ

©2019「決算！忠臣蔵」製作委員会

【17】グッドバイ～嘘からはじまる人生喜劇～ [ＤＶＤ]
【18】グッドバイ～嘘からはじまる人生喜劇～[ブルーレイ]
太宰治もあの世で笑ってる？未完の遺作が、新たな魅力に満ちた人生喜劇
映画として生まれ変わる！大泉洋×小池栄子Ｗ主演で贈る、水と油のよう
な二人が演じる嘘（ルビ：ニセ）夫婦の奇想天外な企みが幕を開ける―！
■原作は、昭和の文豪・太宰治の未完の遺作を、鬼才・ケラリーノ・サン
ドロヴィッチが独自の視点で完成させた戯曲「グッドバイ」。観客を笑い
と多幸感で包み込み、第 23 回読売演劇大賞最優秀作品賞に輝いた。
■水川あさみ、橋本愛、緒川たまき、木村多江、濱田岳、松重豊という華
麗な実力派俳優陣。監督は『八日目の蝉』で日本アカデミー賞最優秀監督
賞に輝いた成島出。

ＤＶＤ

ブルーレイ

© 2019「グッドバイ」フィルムパートナーズ

【19】心の傷を癒すということ[ＤＶＤ]
阪神・淡路大震災から 25 年を迎える 2020 年。人の心に寄り添い、奮闘
しつづけた精神科医のヒューマンドラマ！
■第 46 回放送文化基金賞テレビドラマ部門最優秀賞受賞作品
■阪神・淡路大震災発生時、自ら被災しながらも、他の被災者の心のケア
に奔走した若き精神科医・安 克昌（あん・かつまさ）氏。||手探りなが
らも多くの被災者の声に耳を傾け、心の痛みを共に感じ、寄り添い続けた
日々。震災後の心のケアの実践に道筋をつけ、日本における PTSD（心的
外傷後ストレス障害）研究の先駆者となりました。

ＤＶＤ
©2020 NHK
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【20】シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション [ＤＶＤ]
【21】シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション [ブルーレイ]
シティーハンターイヤー！の締めくくりは全世代が楽しめる“パワームー
ビー”||原作・北条司が「これぞシティーハンター！」と太鼓判を押す完成度
の高さで、抱腹絶倒のアクションエンターテイメント！
■待望の日本公開は、日本で制作した吹替版！冴羽獠の声を担当するのは、
大ヒット映画『アラジン』実写版でジーニーの声を務めた山寺宏一！そして
相棒の槇村香の声を同じく『アラジン』で侍女ダリア役を務めた沢城みゆき
が担当する。
■「シティーハンター」のアニメシリーズでおなじみ冴羽りょう役の神谷
明、槇村香役の伊倉一恵が、スペシャルゲストとして参加するほか、海坊主
ことファルコンを玄田哲章、槇村秀幸を田中秀幸、野上冴子を一龍斎春水と
アニメのオリジナルキャストが担当し、シティーハンターファミリーが集
結！！

ＤＶＤ

ブルーレイ

©AXEL FILMS PRODUCTION - BAF PROD M6 FILMSCopyright Axel Films Production

【22】赤毛のアン 卒業[ＤＶＤ]
【23】赤毛のアン 卒業[ブルーレイ]
モンゴメリの不朽の名作の映画化決定版、ついに完結！
赤毛で、そばかすだらけで、やせっぽち。お世辞にも美少女とは言えないけ
れど、豊かな想像力と楽しいおしゃべりで周囲の人々をとりこにしてしま
う、ユニークな少女が巻き起こす大騒動と彼女の成長を描いた、「赤毛のア
ン」。
カナダの女性作家 L.M.モンゴメリが 1908 年に発表し、以来 100 年以上に
わたって世界中で愛されているこの物語を、モンゴメリの孫娘ケイト・マク
ドナルド・バトラーを製作総指揮に迎えて実写化。

ＤＶＤ

ブルーレイ

©2017 GABLES 23 PRODUCTIONS INC.ALL
RIGHTS RESERVED.

【24】劇場版ＳＨＩＲＯＢＡＫＯ [ＤＶＤ]
【25】劇場版ＳＨＩＲＯＢＡＫＯ[ブルーレイ]
2014 年に放送されたアニメ業界の日常とその裏側をリアルに描いた大人気
作品「SHIROBAKO」が、続編を望む多くの声に応えついに劇場版に！！
シロバコとは映像業界で使われる白い箱に入ったビデオテープの事であり、
ひとつの作品が完成した際に制作者が最初に手にする事ができる成果物であ
る。清濁あわせのむアニメーション業界の日常、実情、実態を時に柔らかく
時に厳しく、赤裸々に描いたテレビアニメーション作品
「 SHIROBAKO 」 。続編を望む多くの声に応え舞台をスクリーンに移し
て、待望の新作・劇場版「SHIROBAKO」 の幕があがる！

ＤＶＤ

ブルーレイ

© 2020 劇場版「SHIROBAKO」製作委員会
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【26】NIGHTMARE / 「NIGHTMARE 20th Anniversary
SPECIAL LIVE GIANIZM ～ 再 惡 ～

2020.2.11 @

YOKOHAMA ARENA」【STANDARD EDITION】
【ブルーレイ】
2016 年の活動休止から 4 年。結成 20 周年目を迎えたナイトメアが完全復活
を遂げた 2.11 横浜アリーナでの熱狂のライブを全編収録した映像作品。
本編 19 曲に新曲「GIANIZM:RE 惡T」含めたアンコール 6 曲の全 25 曲を
収録。

ブルーレイ
©C-block
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