
2022.12.14更新

上映期間 お問い合わせ先

ー上映終了劇場ー

北海道地区

北海道 上映終了 011-221-3802

北海道 上映終了 0138-31-6761

北海道 上映終了 0144-37-8182

北海道 上映終了 0144-37-8182

東北地区

青森 上映終了 017-722-2068

青森 上映終了 0178-71-1555

岩手 上映終了 0191-23-2902

宮城 上映終了 022-728-7866

秋田 上映終了 018-884-7450

山形 上映終了 023-632-3220

山形 上映終了 0237-43-8060

山形 上映終了 0235-35-1228

山形 上映終了 0235-68-1661

福島 上映終了 024-533-1717

福島 上映終了 0246-22-3394

秋田 上映終了

関東地区

群馬 上映終了 0773-42-7705

埼玉 上映終了 049-223-0733

埼玉 上映終了 048-551-4592

埼玉 上映終了 048-654-9494

フォーラム山形

チネ・ラヴィータ

フォーラム東根

鶴岡まちなかキネマ

イオンシネマ三川

フォーラム福島

まちポレいわき

深谷シネマ

シネマテークたかさき

イオンシネマ大宮

アウトクロップ・シネマ秋田

劇場名

ディノスシネマズ札幌劇場

シネマアイリス

シネマ・トーラス

一関シネプラザ

ルミエール秋田

川越スカラ座

シネマディクト

フォーラム八戸

シネマ・トーラス

★劇場情報★

http://www.sugai-dinos.jp/cinema/sapporo/
http://www.cinemairis.com/
https://cinema-taurus.info/
https://cinema-taurus.info/index.php
http://www.cinemadict.com/
https://forum-movie.net/hachinohe/
https://forum-movie.net/sendai
http://nanbukogyo.jp/lumiere/
https://www.forum-movie.net/yamagata/
http://www.forum-movie.net/higashine/
http://www.machikine.co.jp/
https://www.aeoncinema.com/cinema/mikawa/
https://www.forum-movie.net/fukushima/
http://www.polepoleiwaki.com/
https://airrsv.net/outcropcinema/calendar
http://takasaki-cc.jp/
http://www.k-scalaza.com/
http://fukayacinema.jp/
http://www.aeoncinema.com/cinema/ohmiya/
https://www.forum-movie.net/yamagata/
https://forum-movie.net/sendai
http://www.forum-movie.net/higashine/
http://www.machikine.co.jp/
https://www.aeoncinema.com/cinema/mikawa/
https://www.forum-movie.net/fukushima/
http://www.polepoleiwaki.com/
http://fukayacinema.jp/
http://takasaki-cc.jp/
http://www.aeoncinema.com/cinema/ohmiya/
https://airrsv.net/outcropcinema/calendar
http://www.sugai-dinos.jp/cinema/sapporo/
http://www.cinemairis.com/
https://cinema-taurus.info/index.php
http://nanbukogyo.jp/lumiere/
http://www.k-scalaza.com/
http://www.cinemadict.com/
https://forum-movie.net/hachinohe/
https://cinema-taurus.info/


埼玉 上映終了 048-718-1033

埼玉 上映終了 048-526-0707

千葉 上映終了 043-225-6355

千葉 上映終了 04-7141-7238

東京 上映終了 03-3414-0433

東京 上映終了 03-5421-1113

東京 上映終了 03-3762-6000

東京 上映終了 03-6825-5503

東京 上映終了 0422-27-2472

東京 上映終了 03-6240-8480

東京 上映終了 042-588-0722

東京 上映終了 03-5327-3725

東京 上映終了 03-3371-0088

神奈川 上映終了 044-955-0107

神奈川 上映終了 045-243-9800

神奈川 上映終了 0467-57-1000

神奈川 上映終了 046-240-0600

東京 上映終了 03-3371-0088

東京 上映終了 03-6240-8480

千葉 上映終了 04-7141-7238

東京都 上映終了 03-3762-6000

東京都 上映終了 0428-84-2636

中部地区

新潟 上映終了 0256-66-0088

新潟 上映終了 025-230-8787

新潟 上映終了 025-520-7626

富山 上映終了 076-422-0821

長野 上映終了 026-232-3016

長野 上映終了 0263-97-3892

キネカ大森

アップリンク渋谷

キネマ旬報シアター

キネカ大森

キネマ旬報シアター

ポレポレ東中野

ポレポレ東中野

京成ローザ10

シネマ・ジャック＆ベティ

イオンシネマ茅ヶ崎

イオンシネマ日の出

ユジク阿佐ヶ谷

川崎市アートセンター

T・ジョイPRINCE品川

下北沢トリウッド

イオンシネマ熊谷

イオンシネマ春日部

ココロヲ・動かす・映画館〇

シネマ・チュプキ・タバタ

イオンシネマ県央

あつぎのえいがかんkiki

シネマ・チュプキ・タバタ

長野相生座・ロキシー

アイシティシネマ

ほとり座

シネマネコ

イオンシネマ新潟西

高田世界館

http://www.aeoncinema.com/cinema/kasukabe/
https://www.aeoncinema.com/cinema/kumagaya/
http://www.rosa10.net/pc/p010000.php
http://www.kinenote.com/main/kinejun_theater/home/
http://tollywood.jp/
https://tjoy.jp/tjoy-prince-shinagawa
https://ttcg.jp/cineka_omori/
https://shibuya.uplink.co.jp/
http://www.cocomaru.net/
http://chupki.jpn.org/
http://www.aeoncinema.com/cinema/hinode/
http://www.yujikuasagaya.com/
http://www.mmjp.or.jp/pole2/
https://kawasaki-ac.jp/
https://www.jackandbetty.net/
https://www.aeoncinema.com/cinema/chigasaki/
https://atsuginoeigakan-kiki.com/
https://chupki.jpn.org/about
http://www.kinenote.com/main/kinejun_theater/home/
https://ttcg.jp/cineka_omori/comingsoon/
https://cinema-neko.com/
http://www.aeoncinema.com/cinema/kenoh/
http://www.aeoncinema.com/cinema/niigata/
http://takadasekaikan.com/
https://hotori.jp/
http://www.naganoaioiza.com/
http://www.inouedp.co.jp/icity/cinema.html
https://ttcg.jp/cineka_omori/
https://shibuya.uplink.co.jp/
http://www.kinenote.com/main/kinejun_theater/home/
https://ttcg.jp/cineka_omori/comingsoon/
http://www.kinenote.com/main/kinejun_theater/home/
http://www.mmjp.or.jp/pole2/
http://www.rosa10.net/pc/p010000.php
https://www.jackandbetty.net/
https://www.aeoncinema.com/cinema/chigasaki/
http://www.aeoncinema.com/cinema/hinode/
http://www.yujikuasagaya.com/
https://kawasaki-ac.jp/
https://tjoy.jp/tjoy-prince-shinagawa
http://tollywood.jp/
https://www.aeoncinema.com/cinema/kumagaya/
http://www.aeoncinema.com/cinema/kasukabe/
http://www.cocomaru.net/
http://chupki.jpn.org/
http://www.aeoncinema.com/cinema/kenoh/
https://atsuginoeigakan-kiki.com/
https://chupki.jpn.org/about
http://www.naganoaioiza.com/
http://www.inouedp.co.jp/icity/cinema.html
https://hotori.jp/
https://cinema-neko.com/
http://www.aeoncinema.com/cinema/niigata/
http://takadasekaikan.com/


長野 上映終了 0267-66-1622

長野 上映終了 0266-22-2773

長野 上映終了 0268-22-0269

長野 上映終了 0265-22-1070

長野 上映終了 0265-96-0370

岐阜 上映終了 0575-25-1155

静岡 上映終了 054-250-0283

静岡 上映終了 055-983-1800

静岡 上映終了 053-489-5539

愛知 上映終了 0565-35-1751

愛知 上映終了 052-733-3959

富山 上映終了 076-422-0821

関西地区

三重 上映終了 059-224-8689

京都 上映終了 075-353-4723

京都 上映終了 0773-62-3583

京都 上映終了 075-633-0901

大阪 上映終了 06-6282-0815

大阪 上映終了 06-6302-2073

大阪 上映終了 06-4862-7733

兵庫 上映終了 078-366-2636

兵庫 上映終了 06-6429-3581

兵庫 上映終了 0796-34-6256

奈良 上映終了 0745-31-7171

和歌山 上映終了 073-456-5055

京都 上映終了 075-353-4723

兵庫 上映終了 0796-34-6256

兵庫県 上映終了 0799-22-0265

中国・四国地区

岡山 上映終了 086-231-0019

元町映画館

塚ロサンサン劇場

豊岡劇場

イオンシネマ西大和

イオンシネマ和歌山

洲本オリオン

豊岡劇場

シネマイーラ

京都シネマ

岡谷スカラ座

上田映劇

飯田センゲキシネマズ

赤石シネマ

名古屋シネマテーク

シネマ・クレール

第七藝術劇場

シアターセブン

シネマート心斎橋

京都シネマ

舞鶴八千代館

イオンシネマ豊田KiTARA

イオンシネマ久御山

ﾀﾞﾌﾚﾝｽﾞ×ほとり座

シネプラザサントムーン

佐久アムシネマ

静岡シネ・ギャラリー

イオンシネマ津

関シネックスマーゴ

http://www.amenities.co.jp/amam/cinema
https://userweb.alles.or.jp/scalaza/
http://www.uedaeigeki.com/
http://www.sengeki.co.jp/
http://akaishi-shouten.com/archives/category/cinema
http://www.cinex.jp/
http://www.cine-gallery.jp/
http://www.cineplaza.net/
http://cinemae-ra.jp/
http://www.aeoncinema.com/cinema/toyota/
http://cineaste.jp/
https://da-friends.jp/
http://www.aeoncinema.com/cinema/tsu/
http://www.kyotocinema.jp/
http://maizuru-yachiyo.com/
https://www.aeoncinema.com/cinema/kumiyama/
http://www.cinemart.co.jp/theater/shinsaibashi/
http://www.nanagei.com/
http://www.theater-seven.com/
http://www.motoei.com/
http://www.sunsun.info/
http://toyogeki.jp/
https://www.aeoncinema.com/cinema/nishiyamato/
https://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
https://www.kyotocinema.jp/
https://toyogeki.jp/
https://www.sumoto-orion.com/
http://www.cinemaclair.co.jp/
http://www.motoei.com/
http://www.sunsun.info/
http://toyogeki.jp/
https://www.aeoncinema.com/cinema/nishiyamato/
https://www.aeoncinema.com/cinema/wakayama/
https://www.sumoto-orion.com/
https://toyogeki.jp/
http://cinemae-ra.jp/
https://www.kyotocinema.jp/
https://userweb.alles.or.jp/scalaza/
http://www.uedaeigeki.com/
http://www.sengeki.co.jp/
http://akaishi-shouten.com/archives/category/cinema
http://cineaste.jp/
http://www.cinemaclair.co.jp/
http://www.nanagei.com/
http://www.theater-seven.com/
http://www.cinemart.co.jp/theater/shinsaibashi/
http://www.kyotocinema.jp/
http://maizuru-yachiyo.com/
http://www.aeoncinema.com/cinema/toyota/
https://www.aeoncinema.com/cinema/kumiyama/
https://da-friends.jp/
http://www.cineplaza.net/
http://www.amenities.co.jp/amam/cinema
http://www.cine-gallery.jp/
http://www.aeoncinema.com/cinema/tsu/
http://www.cinex.jp/


広島 上映終了 084-923-6800

広島 上映終了 082-493-6781

広島 上映終了 082-561-0600

広島 上映終了 084-960-0507

広島 上映終了 082-546-1158

広島 上映終了 082-941-7070

広島 上映終了 082-261-1310

広島 上映終了 082-231-1001

広島 上映終了 0848-24-8222

広島 上映終了 0823-24-6609

山口 上映終了 083-901-2222

香川 上映終了 087-861-3366

愛媛 上映終了 089-933-9240

広島 上映終了 084-932-3381

山口 上映終了 083-901-2222

九州・沖縄地区

福岡 上映終了 092-751-4268

福岡 上映終了 093-551-4938

福岡 上映終了 092-502-8787

佐賀 上映終了 0952-27-5116

熊本 上映終了 096-352-2121

熊本 上映終了 0969-23-1417

熊本 上映終了 0967-46-2697

大分 上映終了 0978-25-4433

大分 上映終了 097-536-4512

大分 上映終了 0973-24-7534

大分 上映終了 0977-21-1192

宮崎 上映終了 0985-28-1162

鹿児島 上映終了 099-222-8746

沖縄 上映終了 070-5401-1072

シアターシエマ

福山駅前シネマモード

T・ジョイ東広島

山口情報芸術センター［YCAM]

玉津東天紅

シネマ５

日田シネマテーク・リベルテ

別府ブルーバード劇場

シアタードーナツ

小倉昭和館

イオンシネマ大野城

Denkikan

本渡第一映劇

小国シネホール

宮崎キネマ館

ガーデンズシネマ

KBCシネマ

福山エーガル８シネマズ

YCAM山口情報芸術センター

高松ソレイユ

横川シネマ

シネマ尾道

呉ポポロシアター

八丁座

イオンシネマ広島西風新都

イオンシネマ広島

シネマルナティック

広島バルト１１

福山駅前シネマモード

http://www.furec.jp/cinema-mode/
https://tjoy.jp/t-joy_higashihiroshima
https://tjoy.jp/hiroshima_wald11
http://www.furec-ticket.jp/egl8/schedule/index.php#20200706
https://johakyu.co.jp/
https://www.aeoncinema.com/cinema/seifu/
https://www.aeoncinema.com/cinema/hiroshima/
http://yokogawa-cine.jugem.jp/
http://cinemaonomichi.com/
http://popolo1.blog107.fc2.com/
http://www.ycam.jp/
http://kagawa-soleil.co.jp/
http://cinemalunatic.sx3.jp/
https://www.furec.jp/cinema-mode/
https://www.ycam.jp/cinema/2022/face-the-elderly/
https://kbc-cinema.com/
http://kokura-showakan.com/
http://www.aeoncinema.com/cinema/ohnojo/
http://ciema.info/
http://www.denkikan.com/
https://daiichieigeki.iinaa.net/
http://www.facebook.com/玉津プラチナ通り-312388445630839/
http://www.cinema5.gr.jp/
http://www.hita-liberte.com/
http://www.beppu-bluebird.info/
http://www.bunkahonpo.or.jp/cinema/
https://kagocine.net/
https://www.theater-donut.okinawa/
http://ciema.info/
https://www.furec.jp/cinema-mode/
https://tjoy.jp/t-joy_higashihiroshima
https://www.ycam.jp/cinema/2022/face-the-elderly/
http://www.facebook.com/玉津プラチナ通り-312388445630839/
http://www.cinema5.gr.jp/
http://www.hita-liberte.com/
http://www.beppu-bluebird.info/
https://www.theater-donut.okinawa/
http://kokura-showakan.com/
http://www.aeoncinema.com/cinema/ohnojo/
http://www.denkikan.com/
https://daiichieigeki.iinaa.net/
http://www.bunkahonpo.or.jp/cinema/
https://kagocine.net/
https://kbc-cinema.com/
http://www.furec-ticket.jp/egl8/schedule/index.php#20200706
http://www.ycam.jp/
http://kagawa-soleil.co.jp/
http://yokogawa-cine.jugem.jp/
http://cinemaonomichi.com/
http://popolo1.blog107.fc2.com/
https://johakyu.co.jp/
https://www.aeoncinema.com/cinema/seifu/
https://www.aeoncinema.com/cinema/hiroshima/
http://cinemalunatic.sx3.jp/
https://tjoy.jp/hiroshima_wald11
http://www.furec.jp/cinema-mode/


沖縄 上映終了 098-860-9555

奄美大島 上映終了 0997-55-1010

石垣島 上映終了 098-860-9555

佐賀 上映終了 0955-53-8064

沖縄 上映終了 070-5401-1072シアタードーナツ・オキナワ

シネマパニック

シアターエンヤ

ゆいロードシアター

桜坂劇場

http://sakura-zaka.com/
https://10bankanplus1.wixsite.com/books10bankan/blank
https://yuiroadtheater.wixsite.com/yuiroadtheater
https://theater-enya.com/
https://www.theater-donut.okinawa/
https://www.theater-donut.okinawa/
https://10bankanplus1.wixsite.com/books10bankan/blank
https://theater-enya.com/
https://yuiroadtheater.wixsite.com/yuiroadtheater
http://sakura-zaka.com/

