
受付時間／平日 10：00～12：30 13：30～18：00
土・日曜、祝日、年末年始、5月1日、11月10日は休日となります。

電話 03-3591-1214

総務部

2022年11月発行 © TOHO CO., LTD.

STOCKHOLDERS

COMPLIMENTARY ADMISSION SERVICES

FOR

株主優待のしおり
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株主の皆様へ

拝啓　株主の皆様には平素より格別のご支援を賜り

厚く御礼申しあげます。

当社株主優待制度についてご案内申しあげます。

当社は、株主の皆様からの日頃のご支援に感謝し、当社

グループの事業活動へのご理解を深めていただくことを

趣旨として、映画・演劇へのご招待サービスを実施して

おります。

詳細につきましては本しおりをご一読くださいますようお願い

申しあげます。

株主の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜り、今後

とも当社の映画・演劇をお楽しみくださいますようお願い

申しあげます。

敬具

© TOHO CO., LTD.

映画株主ご招待について

自動券売機によるお引換え手順

通用劇場　

演劇株主ご招待について

Q&A

株主優待制度約款

P3～P4

P5～P6

P7～P8

P9～P10

P11～P12

P13～P14

C O N T E N T S
目 次

Complimentary Admission Services
for Stockholders
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映画株主ご招待券

非売品につき営利目的の有償譲渡・転売を禁じます。
有償譲渡によるご利用が明らかとなった場合、ご入場をお断りする場合がございます。

座席指定券の発券に際しては
２次元コードを自動券売機に

かざしてください。株主番号

チケット番号

2023年1月4日～2023年6月30日の間有効

非 売 品

99999999

4321098765

12345678

見 本

有効期間

映画株主ご招待について

Movie complimentary ticket
for Stockholders

2月末日現在の対象株主様には5月中に、8月末日現在の対象株主様には
11月中に、下記（表1）記載の基準により「映画株主ご招待券」を発行します。

映画株主ご招待券の発行

「映画株主ご招待券」は株主様だけでなく、ご家族、ご友人などお親しい方
も１名様1枚でご利用いただけます。なお、ご利用の際に株主様のご同伴
は不要です。

ご利用対象者

「映画株主ご招待券」は券面に記載されている有効期間をご確認のうえ、
ご利用ください。年始(お正月期間)のみご利用を制限させていただいてお
ります。また、TOHOシネマズではご鑑賞日２日前の劇場オープン時より座席
指定券へのお引換えが可能ですが、券面に記載された有効期限日以降の
座席指定券へはお引換えできませんのでご注意ください。
詳しくは11～12ページのQ&Aをご参照ください。

有効期間とご利用制限

プレミアボックスシートなどの特別席、ドルビーアトモス、3D、MX4D™、
ScreenXならびにIMAX®上映をご鑑賞の際は別途追加料金をお支払い
いただく事でご鑑賞が可能です。

オプションサービスのご利用

「映画株主ご招待券」が金券ショップ、ネットオークションほか方法を問わず
有償譲渡された場合、遺憾ながら次回の発行時以降、本サービスを利用
する権利を失うこととなりますのでご注意ください。
（株主優待制度約款・第12条）

映画株主ご招待券の有償譲渡による利用権の喪失

「映画株主ご招待券」をご利用いただける作品は原則、「ムビチケ」が発売
されている新作公開の映画作品のみとなります。「ムビチケ」が未発売の
作品、ならびに下記のような「特別興行」ではご利用いただけませんのでご
注意ください。

《ムビチケとは・・・》
「ムビチケ」とは邦画・洋画を問わず発売されている全国の映画館で
利用可能な映画ご鑑賞券です。但し、一部の映画作品については発売さ
れない場合があります。

〔ご利用いただけない特別興行〕
　①舞台挨拶付き上映
　②旧作リバイバル上映
　③その他、特別上映作品や期間限定上映の実写およびアニメ作品、
　生中継、および録画作品の上映など

ご利用対象作品

映画館へは「映画株主ご招待券」をご持参のうえ、自動券売機にてご鑑賞を
ご希望される上映作品の座席指定券にお引換えください。なお、ＴＯＨＯ
シネマズ シャンテ、松江東宝5、ならびに共同経営劇場(8ページ参照)で
は有人カウンターにて座席指定券へのお引換えをいたします。
自動券売機でのお引換え手順については5～6ページをご参照ください。

映画株主ご招待券をご利用の際には

「映画株主ご招待券」は全国のTOHOシネマズ直営館、松江東宝5、
ならびに共同経営劇場において1名様1枚でご利用いただけます。ただし、
共同経営劇場においては当社配給作品のみご鑑賞が可能です。

ご利用枚数

■（表1）映画株主ご招待券発行基準

 100株 ～ 499株 

 500株 ～ 999株 

 1,000株 ～ 1,999株 

 2,000株 ～ 2,999株 

 3,000株 ～ 4,999株 

 5,000株 ～ 9,999株 

 10,000株 ～ 

1枚

3枚

5枚

10枚

15枚

18枚

20枚

ご所有株数 発行枚数

主な例

■ ライブ・コンサート
■ 舞台公演（芝居・ミュージカル・歌舞伎・オペラ）
■ スポーツ（試合）中継
■ イベント中継
■ お笑いライブ
■ DVD（Blu-ray）等パッケージ作品の企画上映
■ その他「ライブ・ビューイング」上映 など
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映画株主ご招待券

非売品につき営利目的の有償譲渡・転売を禁じます。
有償譲渡によるご利用が明らかとなった場合、ご入場をお断りする場合がございます。

座席指定券の発券に際しては
２次元コードを自動券売機に

かざしてください。株主番号

チケット番号

2023年1月4日～2023年6月30日の間有効

非 売 品

99999999

4321098765

12345678

自動券売機によるお引換え手順

Redemption procedure using 
an automatic ticket vending machine

見 本

※TOHOシネマズ シャンテは有人カウンターにてお引換えいたします
※vit®(インターネットチケット発券機)は使用できません

1
全国のTOHOシネマズ劇場ロビーにある

自動券売機へ

※2日先までの座席指定券にお引換えをご希望の場合は【明日
以降のチケット】を選択する

2
画面上の【本日のチケット】を選択する

※シネマイレージカードをお持ちの方は、鑑賞履歴のみ登録されます
 (ポイントやマイルの付与はございません )

6
シネマイレージカードの有無を選択

※複数枚をご利用の場合は、人数分、「映画株主ご招待券」の
２次元コードをかざしてください

チケットの種類を選択する画面で「映画株
主ご招待券」の２次元コードを自動券売機
のガラス面にかざす

8

※一度の操作で複数の作品へのお引換えはできません

3
鑑賞する作品を選択する

4
上映回を選択する

5
鑑賞人数分の座席を選択する

9
発券ボタンを押す

※1回の操作で複数枚の座席指定券を発券することができます

２次元コードが正常に読み込まれると券種に
「映画株主ご招待券」と表示されるので
枚数をご確認のうえ、「次へ」を選択する

7
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通用劇場

Passing theater

ご招待券1枚にて1名様ご利用いただけます。
当社配給(映像事業部配給を含む)ならびに他社配給の新作公開映画作品
(ムビチケ未発売作品ならびに特別興行は除く)にご利用いただけます。

※（株）東京楽天地経営のTOHOシネマズ 錦糸町(オリナス/楽天地)
 2サイトでは「映画株主ご招待券」はご利用いただけません。

映画株主ご招待券がご利用いただけるのは、以下の劇場です。

TOHOシネマズ直営劇場ならびに松江東宝5

共同経営劇場

ご招待券1枚にて1名様ご利用いただけます。
当社配給(映像事業部配給を含む)の新作公開映画作品(ムビチケ未発
売作品ならびに特別興行は除く)に限りご利用いただけます。

劇　場　名地　域 電話番号

TOHOシネマズ おいらせ下田
TOHOシネマズ 秋田
TOHOシネマズ 仙台
TOHOシネマズ 日比谷
TOHOシネマズ シャンテ
TOHOシネマズ 渋谷
TOHOシネマズ 六本木ヒルズ
TOHOシネマズ 日本橋
TOHOシネマズ 新宿
TOHOシネマズ 上野
TOHOシネマズ 池袋
TOHOシネマズ 西新井
TOHOシネマズ 南大沢
TOHOシネマズ 府中
TOHOシネマズ 立川立飛
TOHOシネマズ 海老名
TOHOシネマズ 小田原
TOHOシネマズ 川崎
TOHOシネマズ ららぽーと横浜
TOHOシネマズ 上大岡
TOHOシネマズ ららぽーと船橋
TOHOシネマズ 市川コルトンプラザ
TOHOシネマズ 八千代緑が丘
TOHOシネマズ 流山おおたかの森
TOHOシネマズ 市原
TOHOシネマズ 柏
TOHOシネマズ ららぽーと富士見
TOHOシネマズ ひたちなか
TOHOシネマズ 水戸内原
TOHOシネマズ 宇都宮
TOHOシネマズ 甲府
TOHOシネマズ 上田
TOHOシネマズ 浜松
TOHOシネマズ サンストリート浜北
TOHOシネマズ ららぽーと磐田
TOHOシネマズ 津島
TOHOシネマズ 東浦
TOHOシネマズ 木曽川
TOHOシネマズ 赤池

050-6868-5014
050-6868-5017
050-6868-5065
050-6868-5068
050-6868-5001
050-6868-5002
050-6868-5024
050-6868-5060
050-6868-5063
050-6868-5066
050-6868-5070
050-6868-5048
050-6868-5016
050-6868-5032
050-6868-5071
050-6868-5018
050-6868-5023
050-6868-5025
050-6868-5046
050-6868-5053
050-6868-5057
050-6868-5006
050-6868-5040
050-6868-5045
050-6868-5058
050-6868-5064
050-6868-5062
050-6868-5036
050-6868-5037
050-6868-5028
050-6868-5054
050-6868-5055
050-6868-5011
050-6868-5047
050-6868-5052
050-6868-5038
050-6868-5015
050-6868-5027
050-6868-5067

青森
秋田
宮城

東京
　

神奈川

千葉

埼玉

茨城

栃木
山梨
長野

静岡

愛知

劇　場　名地　域 電話番号

TOHOシネマズ 岐阜
TOHOシネマズ モレラ岐阜
TOHOシネマズ ファボーレ富山
TOHOシネマズ 高岡
TOHOシネマズ 梅田
TOHOシネマズ なんば
TOHOシネマズ 泉北
TOHOシネマズ 鳳
TOHOシネマズ くずはモール
TOHOシネマズ セブンパーク天美
TOHOシネマズ ららぽーと門真
（2023年4月オープン予定）

TOHOシネマズ 二条
TOHOシネマズ 西宮OS
TOHOシネマズ 伊丹
TOHOシネマズ 橿原
TOHOシネマズ 岡南
TOHOシネマズ 緑井
松江東宝5
TOHOシネマズ 新居浜
TOHOシネマズ 高知
TOHOシネマズ 天神・ソラリア館
TOHOシネマズ 直方
TOHOシネマズ 福津
TOHOシネマズ ららぽーと福岡
TOHOシネマズ 長崎
TOHOシネマズ 光の森
TOHOシネマズ はません　
TOHOシネマズ 宇城
TOHOシネマズ 熊本サクラマチ
TOHOシネマズ 大分わさだ
TOHOシネマズ アミュプラザおおいた
TOHOシネマズ 与次郎

050-6868-5010
050-6868-5041
050-6868-5009
050-6868-5020
050-6868-5022
050-6868-5043
050-6868-5012
050-6868-5049
050-6868-5059
050-6868-5072

　　  未定

050-6868-5035
050-6868-5051
050-6868-5021
050-6868-5031
050-6868-5042
050-6868-5030
0852-28-2100
050-6868-5019
050-6868-5029
050-6868-5003
050-6868-5033
050-6868-5056
050-6868-5073
050-6868-5050
050-6868-5026
050-6868-5039
050-6868-5004
050-6868-5069
050-6868-5008
050-6868-5061
050-6868-5044

岐阜

富山

大阪

京都

兵庫

奈良
岡山
広島
島根
愛媛
高知

福岡

長崎

熊本

大分

鹿児島

劇　場　名地　域 電話番号

札幌シネマフロンティア
新宿バルト９
大阪ステーションシティシネマ
広島バルト１１

011-209-5400
03-5369-4955
050-6865-3815
082-561-0600

北海道
東京
大阪
広島
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演劇株主ご招待について

Live theatre complimentary ticket
for Stockholders

1万株以上の株式を保有されている株主様には、下記(表2)記載の基準
によりS席(相当)の座席指定の観劇券2枚とお引換えいただける「演劇
株主ご招待状」を半期ごとに1枚発行いたします。なお、ご招待は半期ごと
に1公演となります。

演劇株主ご招待状の発行

ご観劇をご希望の際は、必ず、ご観劇日の5日前までに対象演劇劇場へ
お電話にてご予約をいただき、ご観劇日当日(当日可)までに座席指定の
観劇券とお引換えください。
なお、帝国劇場、シアタークリエ以外での公演の場合はお電話ご予約後
の座席指定の観劇券へのお引換え窓口がお引換え日によって異なり
ますのでご注意ください。
詳細はお手元に届きます「演劇株主ご招待状」に記載のご案内を
ご参照ください。

演劇株主ご招待状をご利用の際には

「演劇株主ご招待状」は株主様だけでなく、ご家族、ご友人などお親しい
方もご利用いただけます。
なお、ご予約の際には必ず、「演劇株主ご招待状」に記載されている株主番
号でのご予約をお願いいたします。

ご利用対象者

未就学児童の方はご入場頂けませんのでご注意ください。

ご利用制限

本制度でご利用いただける公演は当社が指定し、「演劇株主ご招待状」
に記載の演目に限ります。
その他公演への振替、映画劇場でのご鑑賞代替対応は行いません。
また、天災等、やむを得ない事情により公演が中止となった場合であって
も、演劇株主ご招待サービスにおいてご観劇いただける公演の振替は
行いません。詳しくは11～12ページのQ&Aをご参照ください。

ご利用対象公演

「演劇株主ご招待状」を座席指定の観劇券へお引換えの際、ご招待演目
のプログラム引換券をお渡しいたします。

オプションサービス

■（表2）演劇株主ご招待発行基準

■演劇株主ご招待状（イメージ）

拝啓　株主の皆様にはますますご健勝のこととお慶び申しあげます。

平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、今回は下記公演をS席ペア（2席分）にてご招待申しあげます。

ご観劇をご希望の株主様は下記の「ご利用案内」をご確認の上、「演劇株主ご招待状」（本状）を

「座席指定の観劇券」にお引換えくださいますようお願い申しあげます。

敬　具

演劇株主ご招待状

記

ご利用案内

ご招待公演
2022年11～12月　東急シアターオーブ公演　『天使にラブ・ソングを～シスター・アクト～』

階 列 番
時公演2022年　　月　　日（　　）

階 列 番

ご観劇日 チケット情報

劇場使用欄

2022年10月

ご注意事項

株主様ご予約日（メモ） 月　　 日 （　　） 　　　時公演

●「演劇株主ご招待状」（本状）ではご観劇できません。必ず「座席指定の観劇券」にお引換えください。
●座席指定の観劇券はペア（2席分）でお引換えいたします。別公演日1席ずつでのお引換えは致し
かねます。
●座席指定の観劇券へのお引換え時に公演プログラムの引換券をお渡しさせていただきます。
ご観劇の当日、東急シアターオーブ内「株主招待券引換所」にて公演プログラムとお引換え
ください。
●座席指定の観劇券へのお引換えに関する詳細は裏面をご確認ください。

●裏面記載のご招待公演日に限りご予約を承ります。
●ご希望のご観劇日につきましては、ご予約の際にお伝えください。
●ご招待公演日の後半はご予約が集中することが予想されるため、ご観劇をご希望
の場合はお早目のご予約をお願いいたします。
●ご予約の受付はご観劇日の5日前までとなります。詳細は裏面をご参照ください。
●株主ご招待枠には限りがありますので、ご希望日のお座席をご用意できない場合
がございます。
●新型コロナウイルス感染の状況によって公演中止となる場合がありますので、
お出かけの前に公演実施の有無をご確認ください。
●ご招待公演日の後半で公演中止となった場合、ご観劇いただけないことがありま
すので何卒ご容赦ください。

株主番号NO. 00000000

原則7月～12月の演目から1公演

原則翌年1月～6月の演目から1公演

S席(相当)2枚

S席(相当)2枚

2月末対象

8月末対象

ご招待演目基準日 ご招待
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よくある質問

Q&A

「映画株主ご招待券」の有効期限は
券面記載日（ご鑑賞日基準）までとなります。
（例）「2023年1月4日～2023年6月30日の間有効」の
　「映画株主ご招待券」を保有

　×　6月29日に7月1日鑑賞日の座席指定券に引換え（翌々日分）
　×　6月30日に7月1日鑑賞日の座席指定券に引換え（翌日分）
　×　6月30日に7月2日鑑賞日の座席指定券に引換え（翌々日分）

月内で有効期限切れになる「映画株主ご招待券」
を翌月の鑑賞に使えますか?

Q.2

A

インターネット予約には対応いたしておりません。
「映画株主ご招待券」は当社グループの事業活動を
ご理解いただくことを趣旨として発行させていただいて
おります。有料鑑賞のお客様が優先となりますことを
ご理解ください。

「映画株主ご招待券」のインターネット予約は
できますか?

Q.1

A

ご鑑賞日２日前の劇場オープン時より日時指定の座席
指定券にお引換えを承っており、下記のようなご利用
が可能です。
（例）「2023年1月4日～2023年6月30日の間有効」の
　「映画株主ご招待券」を保有

　〇　1月2日に1月4日鑑賞日の座席指定券に引換え（翌々日分）
　〇　1月3日に1月4日鑑賞日の座席指定券に引換え（翌日分）
　〇　1月3日に1月5日鑑賞日の座席指定券に引換え（翌々日分）

「映画株主ご招待券」に記載の有効期間前に
鑑賞日の日時指定はできますか?

Q.3

A

「映画株主ご招待券」はチケット番号によりシステムで
管理されており、ご使用済みのチケットは自動券売機
による２次元コード読み取りの際にエラーメッセージが
表示されるため、判別は可能です。
しかしながら、ご使用になられた「映画株主ご招待券」
をそのまま保管されますと使用済み・未使用の判別がで
きません。使用済みとなったご招待券は直ちに破棄して
ください。

「映画株主ご招待券」が未使用か
使用済みか判りません。

Q.5

A

紛失や破損、または甚だしく汚損し2次元コードが判読
不能となった場合の再発行はいたしかねます。

「映画株主ご招待券」の再発行は
してもらえますか?

Q.6

A

「演劇株主ご招待状」の他サービスへの振替対応
はおこなっておりません。ご家族、ご親戚、ご友人など、
お親しい方でもご観劇いただけますので、有効的にご
活用ください。

「演劇株主ご招待状」をいただきましたが映画の
招待券、もしくは他のグッズなどに交換してもらえ
ますか?

Q.7

A

公演プログラムはご観劇の記念として場内にて進呈
させていただきます。
郵送等によるご案内は承っておりません。

演劇株主ご招待のオプションサービスになって
いる公演プログラムだけ欲しいです。

Q.8

A

東宝WEBサイト（当社ホームページ）内にて定期的に
「映画株主ご招待券ご鑑賞対象作品について」という
ご案内をさせていただいております。
https://www.toho.co.jp/company/ir/shareholders.html

「映画株主ご招待券」を使って鑑賞できるか、
できないか、判別できない作品があります。
どこかに案内などありますか?

Q.4

A
詳細は必ず「株主優待制度約款」をご覧ください。
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株主優待制度約款

Stipulation

第１条　（目的）
東宝株式会社（以下「当社」といいます。）が株主優待として提供する、映画無料ご鑑
賞サービス（以下「映画株主ご招待サービス」といいます。）および演劇無料ご鑑賞
サービス（以下「演劇株主ご招待サービス」といいます。映画株主ご招待サービスと演
劇株主ご招待サービスを併せて以下「本サービス」といいます。）に関する事項は、
本約款に定めるところによります。

第2条　（定義）
本約款において、次の各号の用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
（１）ご招待株主……毎年2月末日または8月末日現在の当社の株主名簿に記載され

た100株以上ご所有の株主であり、第12条により、本サービスのご利用権を
喪失していない方をいいます。

（２）ご家族等……ご招待株主のご家族やお親しい方 を々いいます。
（３）映画株主ご招待券……当社がご招待株主に対して発行する映画株主ご招待

サービスのご利用権を表章する引換券であり、株主番号、チケット番号および有
効期間が記載されたものをいいます。

（４）演劇株主ご招待状……当社が毎年2月末日または8月末日現在の当社の株主
名簿に記載された10,000株以上ご所有のご招待株主に対して発行する演劇
株主ご招待サービスのご利用権を表章する招待状であり、株主番号、株主名お
よびご招待公演日時が記載されたものをいいます。

（５）対象映画劇場………TOHOシネマズ直営館（TOHOシネマズ錦糸町　楽天地／
オリナスを除きます。）、松江東宝5および当社の共同経営劇場を総称していいます。

（６）対象演劇劇場………帝国劇場、シアタークリエおよび当社製作公演の上演劇
場を総称していいます。

第3条　（本サービスの趣旨）
本サービスは、ご招待株主またはご家族等に、対象映画劇場または対象演劇劇場に
おいて営業に支障のない範囲において映画、演劇を無料でご鑑賞いただき、当社お
よび当社グループ会社の事業活動へ一層のご理解を深めていただくことをその趣旨
とします。

第4条　（有償譲渡の禁止）
本サービスを利用する権利を有償で譲渡することは、前条の趣旨に反するものであ
り、有料でサービスを提供する映画および演劇の製作、配給、興行各社が本来取得
すべき対価を得られないことにより、映画興行および演劇興行の健全な市場形成を
阻害し、株主共同の利益を害するものとなるため、これを固く禁じます。

第5条　（映画株主ご招待券の発行）
当社は、毎年2月末日現在のご招待株主に対しては同年5月中に、毎年8月末日現在
のご招待株主に対しては同年11月中に、「表1/映画株主ご招待券発行基準」記載
の基準により映画株主ご招待券をそれぞれ発行します。
２.ご招待株主は、映画株主ご招待券をご家族等に無償で譲渡することができるもの
とします。この場合、ご招待株主の責任においてご家族等に対し、本約款の内容お
よび映画株主ご招待券のご利用にあたっては本約款の適用を受ける旨をご了解い
ただく必要がございます。

３.映画株主ご招待券の譲渡に係るトラブルについて、当社は、一切の責任を負わな
いものとします。

４.映画株主ご招待券は、原則として再発行しないものとします。
５.使用されなかった映画株主ご招待券について、当社は、買取り、補償その他何らの
義務も負わないものとします。

６.有効期間終了までにご招待株主が映画株主ご招待券を使用しないことが明らかで
ある場合であっても、当社は本サービスの提供以外の利益の供与はいたしかねます。

第6条　（無効映画株主ご招待券）
次の各号に掲げる映画株主ご招待券は、無効とします。
（１）株主番号または有効期間が記載されていないもの
（２）記載された株主番号または有効期間が抹消されているもの
（３）前号のほか券面に記載された事項が改竄されているもの
（４）汚損・破損等のため株主番号または有効期間が判読できないもの
（５）券面に記載された有効期間が開始前のものまたは終了したもの

第7条　（映画株主ご招待サービスの利用）
対象映画劇場は、「株主優待のしおり」に記載するとおりとします。
２.前項にかかわらず、事情により映画株主ご招待券の有効期間中に対象映画劇場
が変更される場合がございます。この場合、当該変更に関する情報を適時に当社
ホームページ（https://www.toho.co.jp）上に掲出します。

３.映画株主ご招待サービスをご利用になる場合は、TOHOシネマズ直営館において
は劇場に設置されている自動券売機にて、松江東宝5および共同経営劇場におい
ては有人窓口にて、ご招待株主またはご家族等が、有効な映画株主ご招待券を座
席指定の鑑賞券とお引き換えください。

４.映画株主ご招待券は、大人、小人にかかわらず1名の方、1回の上映当たり、1枚を
要するものとします。

５.特別興行等、一部ご利用になれない作品がございます。
６.インターネットによる座席予約、シネマイレージにおけるマイルの追加など、有料入
場の場合を対象としたサービスはご利用いただけません。

７.映画株主ご招待サービスをご利用される場合においても、行政指導、業界団体に
よる自主規制など、有料入場の場合と同様の入場制限が適用となります。

８.前三項のほか、映画株主ご招待サービスのご利用については、映画株主ご招待券
または「株主優待のしおり」に記載される制約事項がございます。

第８条　（演劇株主ご招待状の発行)
当社は、毎年2月末日現在または8月末日現在に10,000株以上ご所有のご招待株
主に対して、映画株主ご招待券に加え、「表2/演劇株主ご招待発行基準」記載の基
準により当社製作公演を対象演劇劇場においてご鑑賞いただける演劇株主ご招待
状を発行します。
２.ご招待株主は、演劇株主ご招待状をご家族等に無償で譲渡することができるもの
とします。この場合、ご招待株主の責任においてご家族等に対し、本約款の内容お
よび演劇株主ご招待状のご利用にあたっては本約款の適用を受ける旨をご了解い
ただく必要がございます。

３.演劇株主ご招待状の譲渡に係るトラブルについて、当社は、一切の責任を負わな
いものとします。

４.演劇株主ご招待状は、原則として再発行しないものとします。
５.使用されなかった演劇株主ご招待状について、当社は、買取り、補償その他何らの
義務も負わないものとします。

６.ご招待株主が演劇株主ご招待状を使用しないことが明らかである場合であっても、
当社は本サービスの提供以外の利益の供与はいたしかねます。

７.天災等、止むを得ない事情により公演が中止となった場合であっても、演劇株主ご
招待サービスにおいてご鑑賞いただける公演の振替は行いません。

第9条　（無効演劇株主ご招待状）
次の各号に掲げる演劇株主ご招待状は、無効とします。
（１）株主番号、株主名またはご招待公演日時が記載されていないもの
（２）記載された株主番号、株主名またはご招待公演日時が抹消されているもの
（３）前号のほか券面に記載された事項が改竄されているもの
（４）汚損・破損等のため株主番号、株主名またはご招待公演日時が判読できないもの
（５）記載されたご招待公演が終了したもの

第10条　（演劇株主ご招待サービスの利用）
演劇株主ご招待サービスをご利用になる場合は、対象演劇劇場の引換窓口におい
て、ご招待株主またはご家族等が、有効な演劇株主ご招待状を提示し、座席指定の
観劇券とお引き換えください。
２.演劇株主ご招待状は、1枚につき、1回の公演当たり、２名の方のご観劇が可能で
す。ただし、未就学の児童の方はご入場いただけません。

３.演劇株主ご招待サービスをご利用される場合においても、行政指導、業界団体に
よる自主規制など、有料入場の場合と同様の入場制限が適用となります。

第11条　（本サービスの利用資格の存続）
ご招待株主における本サービスの利用資格は、株式譲渡その他の理由により、株主
名簿上に株主名の記載がなくなった場合であっても、送付された映画株主ご招待券
の有効期間満了および演劇株主ご招待状の招待日まで有効に存続するものとします。

第12条　（本サービスの利用資格の喪失）
ご招待株主またはご家族等が、金券ショップ、ネットオークションその他方法の如何を
問わず、映画株主ご招待券または演劇株主ご招待状を有償譲渡し、または有償譲渡
の対象物として提供したときは、当該ご招待株主は、本約款に反する行為を行ったも
のとして、本サービスを利用する権利を喪失するものとします。
２.前項の場合、当社は当該株主に対し、一切の映画株主ご招待券および演劇株主
ご招待状の発行を中止する措置を取ったうえで、当該株主宛てに発行した映画株
主ご招待券または演劇株主ご招待状を持参された方に対して本サービスの提供を
お断りすることができるものとします。

３.当社は、前二項の措置により生じた株主の不利益について一切の責任を負わない
ものとします。

第13条　（雑則）
本約款は、当社ホームページ（httpｓ://www.toho.co.jp）上に掲出します。
２.本約款は、予告なく変更される場合がございます。この場合、当社は株主に対し、当
該変更内容または変更後の約款を速やかに当社ホームページ上にて掲出すること
でこれを通知するものとします。

以　上
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