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GEM映画白書ダッシュボード

「2022 企画調査」調査内容カテゴリ／調査内容／調査項目

調査内容カテゴリ 調査内容 調査項目

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 全体

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いやすい

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いやすい

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 映画館ロビーの居心地が良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） アクセスが良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 子どもを連れて行きやすい

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） シートの座り心地が良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 音響が良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） スクリーンが大きい

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） プレミアムシートがある

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 映画愛を感じられる

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 高級感がある

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 清潔感がある

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） ワクワク感がある

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 客層が良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） チケットの割引制度が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 会員向け優待・特典が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 映画館スタッフの接客態度が良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 取扱いグッズが充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） 充分な感染症対策を行っている

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（すべて） あてはまるものはない

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 全体

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 映画館の窓口でチケットが買いやすい

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） ホームページやアプリでチケットが買いやすい

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 映画館ロビーの居心地が良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） アクセスが良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 子どもを連れて行きやすい

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） シートの座り心地が良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 音響が良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） スクリーンが大きい

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） プレミアムシートがある

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 映画愛を感じられる

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 高級感がある

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 清潔感がある

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） ワクワク感がある

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 客層が良い

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） イベント上映（応援上映など）が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） チケットの割引制度が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 会員向け優待・特典が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 映画館限定の入場者特典が充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 映画館スタッフの接客態度が良い
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調査内容カテゴリ 調査内容 調査項目

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 取扱いグッズが充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） 充分な感染症対策を行っている

映画館に求めるもの・重視するもの 映画館に求めるもの・重視するもの（ひとつ） あてはまるものはない

シネコン間比較 【来場者ベース】今後の利用意向 全体

シネコン間比較 【来場者ベース】今後の利用意向 絶対に、またこの映画館に行きたいと思う

シネコン間比較 【来場者ベース】今後の利用意向 どちらかといえば、またこの映画館に行きたいと思う

シネコン間比較 【来場者ベース】今後の利用意向 どちらかといえば、もうこの映画館には行かないと思う

シネコン間比較 【来場者ベース】今後の利用意向 絶対に、もうこの映画館には行かないと思う

シネコン間比較 【劇場鑑賞者ベース】認知率 全体

シネコン間比較 【劇場鑑賞者ベース】認知率 知っている

シネコン間比較 【劇場鑑賞者ベース】認知率 知らない

シネコン間比較 【認知者ベース】来場経験 全体

シネコン間比較 【認知者ベース】来場経験 行ったことがない

シネコン間比較 【認知者ベース】来場経験 行ったことがある

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 全体

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 映画館の窓口でチケットが買いやすい

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること ホームページやアプリでチケットが買いやすい

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 映画館ロビーの居心地が良い

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること アクセスが良い

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 子どもを連れて行きやすい

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること シートの座り心地が良い

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 音響が良い

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること スクリーンが大きい

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること プレミアムシートがある

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 映画愛を感じられる

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 高級感がある

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 清潔感がある

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること ワクワク感がある

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 客層が良い

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること イベント上映（応援上映など）が充実している

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること チケットの割引制度が充実している

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 会員向け優待・特典が充実している

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 映画館限定の入場者特典が充実している

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 映画館スタッフの接客態度が良い

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 取扱いグッズが充実している

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること 充分な感染症対策を行っている

シネコン間比較 【来場者ベース】満足していること あてはまるものはない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 全体

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 映画館の窓口でチケットが買いづらい

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること ホームページやアプリでチケットが買いづらい

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること チケットの支払い方法が充実していない（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しづらい

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 映画館ロビーの居心地が悪い

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること アクセスが悪い

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実していない
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調査内容カテゴリ 調査内容 調査項目

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 子どもを連れて行きづらい

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること シートの座り心地が悪い

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること スクリーンが見づらい（前の座席の観客が視界をさえぎる）

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 音響が悪い

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること スクリーンが小さい

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実していない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること プレミアムシートがない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 映画愛を感じられない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 高級感がない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 清潔感がない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること ワクワク感がない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 客層が悪い

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること イベント上映（応援上映など）が充実していない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること チケットの割引制度が充実していない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 会員向け優待・特典が充実していない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 映画館限定の入場者特典が充実していない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 映画館スタッフの接客態度が悪い

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること ドリンクや食事が買いづらい・すぐに買えない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること パンフレットや関連グッズが買いづらい・すぐに買えない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 取扱いグッズが充実していない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること ドリンクや食事メニューが美味しくない・充実していない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること 充分な感染症対策を行っていない

シネコン間比較 【来場者ベース】不満に感じてること あてはまるものはない

109 【劇場鑑賞者ベース】109シネマズ を知っているか 全体

109 【劇場鑑賞者ベース】109シネマズ を知っているか 知らない

109 【劇場鑑賞者ベース】109シネマズ を知っているか 知っている

109 【認知者ベース】109シネマズ に行ったことがあるか 全体

109 【認知者ベース】109シネマズ に行ったことがあるか 行ったことがない

109 【認知者ベース】109シネマズ に行ったことがあるか 行ったことがある

109 【来場者ベース】109シネマズ を今後も利用したいか 全体

109 【来場者ベース】109シネマズ を今後も利用したいか 絶対に、またこの映画館に行きたいと思う

109 【来場者ベース】109シネマズ を今後も利用したいか どちらかといえば、またこの映画館に行きたいと思う

109 【来場者ベース】109シネマズ を今後も利用したいか どちらかといえば、もうこの映画館には行かないと思う

109 【来場者ベース】109シネマズ を今後も利用したいか 絶対に、もうこの映画館には行かないと思う

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 全体

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いやすい

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いやすい

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 映画館ロビーの居心地が良い

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） アクセスが良い

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 子どもを連れて行きやすい

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） シートの座り心地が良い

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 音響が良い

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） スクリーンが大きい

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） プレミアムシートがある

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 映画愛を感じられる

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 高級感がある

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 清潔感がある

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） ワクワク感がある

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 客層が良い

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実している

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） チケットの割引制度が充実している
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109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 会員向け優待・特典が充実している

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実している

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が良い

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 取扱いグッズが充実している

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） 充分な感染症対策を行っている

109 【来場者ベース】109シネマズ に満足していること（すべて） あてはまるものはない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 全体

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いづらい

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いづらい

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） チケットの支払い方法が充実していない（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しづらい

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画館ロビーの居心地が悪い

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） アクセスが悪い

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実していない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 子どもを連れて行きづらい

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） シートの座り心地が悪い

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが見づらい（前の座席の観客が視界をさえぎる）

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 音響が悪い

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが小さい

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実していない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） プレミアムシートがない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画愛を感じられない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 高級感がない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 清潔感がない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） ワクワク感がない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 客層が悪い

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実していない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） チケットの割引制度が充実していない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 会員向け優待・特典が充実していない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実していない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が悪い

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事が買いづらい・すぐに買えない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いづらい・すぐに買えない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 取扱いグッズが充実していない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しくない・充実していない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 充分な感染症対策を行っていない

109 【来場者ベース】109シネマズ に対して、不満に感じること（すべて） あてはまるものはない

MOVIX 【劇場鑑賞者ベース】MOVIX / ピカデリー を知っているか 全体

MOVIX 【劇場鑑賞者ベース】MOVIX / ピカデリー を知っているか 知らない

MOVIX 【劇場鑑賞者ベース】MOVIX / ピカデリー を知っているか 知っている

MOVIX 【認知者ベース】MOVIX / ピカデリー に行ったことがあるか 全体

MOVIX 【認知者ベース】MOVIX / ピカデリー に行ったことがあるか 行ったことがない

MOVIX 【認知者ベース】MOVIX / ピカデリー に行ったことがあるか 行ったことがある

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー を今後も利用したいか 全体

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー を今後も利用したいか 絶対に、またこの映画館に行きたいと思う

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー を今後も利用したいか どちらかといえば、またこの映画館に行きたいと思う

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー を今後も利用したいか どちらかといえば、もうこの映画館には行かないと思う

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー を今後も利用したいか 絶対に、もうこの映画館には行かないと思う

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 全体

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いやすい

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いやすい

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい
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MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 映画館ロビーの居心地が良い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） アクセスが良い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 子どもを連れて行きやすい

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） シートの座り心地が良い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 音響が良い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） スクリーンが大きい

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） プレミアムシートがある

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 映画愛を感じられる

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 高級感がある

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 清潔感がある

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） ワクワク感がある

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 客層が良い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実している

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） チケットの割引制度が充実している

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 会員向け優待・特典が充実している

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実している

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が良い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 取扱いグッズが充実している

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） 充分な感染症対策を行っている

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に満足していること（すべて） あてはまるものはない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 全体

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いづらい

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いづらい

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） チケットの支払い方法が充実していない（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しづらい

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 映画館ロビーの居心地が悪い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） アクセスが悪い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実していない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 子どもを連れて行きづらい

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） シートの座り心地が悪い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが見づらい（前の座席の観客が視界をさえぎる）

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 音響が悪い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが小さい

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実していない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） プレミアムシートがない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 映画愛を感じられない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 高級感がない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 清潔感がない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） ワクワク感がない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 客層が悪い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実していない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） チケットの割引制度が充実していない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 会員向け優待・特典が充実していない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実していない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が悪い

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事が買いづらい・すぐに買えない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いづらい・すぐに買えない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 取扱いグッズが充実していない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しくない・充実していない

MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） 充分な感染症対策を行っていない
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MOVIX 【来場者ベース】MOVIX / ピカデリー に対して、不満に感じること（すべて） あてはまるものはない

TOHO 【劇場鑑賞者ベース】TOHOシネマズ を知っているか 全体

TOHO 【劇場鑑賞者ベース】TOHOシネマズ を知っているか 知らない

TOHO 【劇場鑑賞者ベース】TOHOシネマズ を知っているか 知っている

TOHO 【認知者ベース】TOHOシネマズ に行ったことがあるか 全体

TOHO 【認知者ベース】TOHOシネマズ に行ったことがあるか 行ったことがない

TOHO 【認知者ベース】TOHOシネマズ に行ったことがあるか 行ったことがある

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ を今後も利用したいか 全体

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ を今後も利用したいか 絶対に、またこの映画館に行きたいと思う

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ を今後も利用したいか どちらかといえば、またこの映画館に行きたいと思う

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ を今後も利用したいか どちらかといえば、もうこの映画館には行かないと思う

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ を今後も利用したいか 絶対に、もうこの映画館には行かないと思う

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 全体

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いやすい

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いやすい

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 映画館ロビーの居心地が良い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） アクセスが良い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 子どもを連れて行きやすい

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） シートの座り心地が良い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 音響が良い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） スクリーンが大きい

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） プレミアムシートがある

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 映画愛を感じられる

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 高級感がある

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 清潔感がある

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） ワクワク感がある

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 客層が良い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実している

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） チケットの割引制度が充実している

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 会員向け優待・特典が充実している

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実している

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が良い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 取扱いグッズが充実している

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） 充分な感染症対策を行っている

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に満足していること（すべて） あてはまるものはない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 全体

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いづらい

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いづらい

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） チケットの支払い方法が充実していない（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しづらい

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画館ロビーの居心地が悪い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） アクセスが悪い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実していない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 子どもを連れて行きづらい

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） シートの座り心地が悪い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが見づらい（前の座席の観客が視界をさえぎる）

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 音響が悪い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが小さい
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TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実していない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） プレミアムシートがない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画愛を感じられない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 高級感がない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 清潔感がない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） ワクワク感がない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 客層が悪い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実していない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） チケットの割引制度が充実していない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 会員向け優待・特典が充実していない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実していない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が悪い

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事が買いづらい・すぐに買えない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いづらい・すぐに買えない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 取扱いグッズが充実していない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しくない・充実していない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） 充分な感染症対策を行っていない

TOHO 【来場者ベース】TOHOシネマズ に対して、不満に感じること（すべて） あてはまるものはない

イオンシネマ 【劇場鑑賞者ベース】イオンシネマ / シアタス を知っているか 全体

イオンシネマ 【劇場鑑賞者ベース】イオンシネマ / シアタス を知っているか 知らない

イオンシネマ 【劇場鑑賞者ベース】イオンシネマ / シアタス を知っているか 知っている

イオンシネマ 【認知者ベース】イオンシネマ / シアタス に行ったことがあるか 全体

イオンシネマ 【認知者ベース】イオンシネマ / シアタス に行ったことがあるか 行ったことがない

イオンシネマ 【認知者ベース】イオンシネマ / シアタス に行ったことがあるか 行ったことがある

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス を今後も利用したいか 全体

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス を今後も利用したいか 絶対に、またこの映画館に行きたいと思う

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス を今後も利用したいか どちらかといえば、またこの映画館に行きたいと思う

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス を今後も利用したいか どちらかといえば、もうこの映画館には行かないと思う

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス を今後も利用したいか 絶対に、もうこの映画館には行かないと思う

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 全体

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いやすい

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いやすい

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 映画館ロビーの居心地が良い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） アクセスが良い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 子どもを連れて行きやすい

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） シートの座り心地が良い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 音響が良い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） スクリーンが大きい

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） プレミアムシートがある

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 映画愛を感じられる

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 高級感がある

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 清潔感がある

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） ワクワク感がある

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 客層が良い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実している

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） チケットの割引制度が充実している

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 会員向け優待・特典が充実している

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実している

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が良い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える
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イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 取扱いグッズが充実している

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） 充分な感染症対策を行っている

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に満足していること（すべて） あてはまるものはない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 全体

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いづらい

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いづらい

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） チケットの支払い方法が充実していない（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しづらい

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 映画館ロビーの居心地が悪い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） アクセスが悪い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実していない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 子どもを連れて行きづらい

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） シートの座り心地が悪い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが見づらい（前の座席の観客が視界をさえぎる）

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 音響が悪い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが小さい

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実していない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） プレミアムシートがない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 映画愛を感じられない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 高級感がない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 清潔感がない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） ワクワク感がない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 客層が悪い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実していない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） チケットの割引制度が充実していない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 会員向け優待・特典が充実していない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実していない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が悪い

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事が買いづらい・すぐに買えない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いづらい・すぐに買えない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 取扱いグッズが充実していない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しくない・充実していない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） 充分な感染症対策を行っていない

イオンシネマ 【来場者ベース】イオンシネマ / シアタス に対して、不満に感じること（すべて） あてはまるものはない

Tジョイ 【劇場鑑賞者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク を知っているか 全体

Tジョイ 【劇場鑑賞者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク を知っているか 知らない

Tジョイ 【劇場鑑賞者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク を知っているか 知っている

Tジョイ 【認知者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に行ったことがあるか 全体

Tジョイ 【認知者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に行ったことがあるか 行ったことがない

Tジョイ 【認知者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に行ったことがあるか 行ったことがある

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク を今後も利用したいか 全体

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク を今後も利用したいか 絶対に、またこの映画館に行きたいと思う

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク を今後も利用したいか どちらかといえば、またこの映画館に行きたいと思う

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク を今後も利用したいか どちらかといえば、もうこの映画館には行かないと思う

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク を今後も利用したいか 絶対に、もうこの映画館には行かないと思う

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 全体

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いやすい

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いやすい

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 映画館ロビーの居心地が良い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） アクセスが良い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 子どもを連れて行きやすい

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） シートの座り心地が良い
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Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 音響が良い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） スクリーンが大きい

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） プレミアムシートがある

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 映画愛を感じられる

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 高級感がある

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 清潔感がある

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） ワクワク感がある

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 客層が良い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実している

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） チケットの割引制度が充実している

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 会員向け優待・特典が充実している

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実している

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が良い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 取扱いグッズが充実している

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） 充分な感染症対策を行っている

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に満足していること（すべて） あてはまるものはない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 全体

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いづらい

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いづらい

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） チケットの支払い方法が充実していない（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しづらい

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 映画館ロビーの居心地が悪い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） アクセスが悪い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実していない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 子どもを連れて行きづらい

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） シートの座り心地が悪い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが見づらい（前の座席の観客が視界をさえぎる）

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 音響が悪い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが小さい

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実していない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） プレミアムシートがない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 映画愛を感じられない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 高級感がない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 清潔感がない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） ワクワク感がない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 客層が悪い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実していない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） チケットの割引制度が充実していない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 会員向け優待・特典が充実していない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実していない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が悪い

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事が買いづらい・すぐに買えない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いづらい・すぐに買えない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 取扱いグッズが充実していない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しくない・充実していない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） 充分な感染症対策を行っていない

Tジョイ 【来場者ベース】Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク に対して、不満に感じること（すべて） あてはまるものはない

ユナイテッドシネマ 【劇場鑑賞者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス を知っているか 全体

ユナイテッドシネマ 【劇場鑑賞者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス を知っているか 知らない

ユナイテッドシネマ 【劇場鑑賞者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス を知っているか 知っている

ユナイテッドシネマ 【認知者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に行ったことがあるか 全体
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ユナイテッドシネマ 【認知者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に行ったことがあるか 行ったことがない

ユナイテッドシネマ 【認知者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に行ったことがあるか 行ったことがある

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス を今後も利用したいか 全体

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス を今後も利用したいか 絶対に、またこの映画館に行きたいと思う

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス を今後も利用したいか どちらかといえば、またこの映画館に行きたいと思う

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス を今後も利用したいか どちらかといえば、もうこの映画館には行かないと思う

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス を今後も利用したいか 絶対に、もうこの映画館には行かないと思う

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 全体

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いやすい

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いやすい

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 映画館ロビーの居心地が良い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） アクセスが良い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 子どもを連れて行きやすい

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） シートの座り心地が良い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 音響が良い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） スクリーンが大きい

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） プレミアムシートがある

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 映画愛を感じられる

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 高級感がある

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 清潔感がある

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） ワクワク感がある

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 客層が良い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実している

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） チケットの割引制度が充実している

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 会員向け優待・特典が充実している

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実している

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が良い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 取扱いグッズが充実している

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） 充分な感染症対策を行っている

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に満足していること（すべて） あてはまるものはない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 全体

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いづらい

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いづらい

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） チケットの支払い方法が充実していない（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しづらい

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 映画館ロビーの居心地が悪い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） アクセスが悪い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実していない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 子どもを連れて行きづらい

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） シートの座り心地が悪い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが見づらい（前の座席の観客が視界をさえぎる）

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 音響が悪い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが小さい

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実していない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） プレミアムシートがない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 映画愛を感じられない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 高級感がない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 清潔感がない
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ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） ワクワク感がない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 客層が悪い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実していない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） チケットの割引制度が充実していない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 会員向け優待・特典が充実していない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実していない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が悪い

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事が買いづらい・すぐに買えない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いづらい・すぐに買えない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 取扱いグッズが充実していない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しくない・充実していない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） 充分な感染症対策を行っていない

ユナイテッドシネマ 【来場者ベース】ユナイテッド・シネマ / シネプレックス に対して、不満に感じること（すべて） あてはまるものはない

コロナシネマ 【劇場鑑賞者ベース】コロナシネマワールド を知っているか 全体

コロナシネマ 【劇場鑑賞者ベース】コロナシネマワールド を知っているか 知らない

コロナシネマ 【劇場鑑賞者ベース】コロナシネマワールド を知っているか 知っている

コロナシネマ 【認知者ベース】コロナシネマワールド に行ったことがあるか 全体

コロナシネマ 【認知者ベース】コロナシネマワールド に行ったことがあるか 行ったことがない

コロナシネマ 【認知者ベース】コロナシネマワールド に行ったことがあるか 行ったことがある

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド を今後も利用したいか 全体

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド を今後も利用したいか 絶対に、またこの映画館に行きたいと思う

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド を今後も利用したいか どちらかといえば、またこの映画館に行きたいと思う

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド を今後も利用したいか どちらかといえば、もうこの映画館には行かないと思う

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド を今後も利用したいか 絶対に、もうこの映画館には行かないと思う

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 全体

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いやすい

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いやすい

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 映画館ロビーの居心地が良い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） アクセスが良い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 子どもを連れて行きやすい

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） シートの座り心地が良い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 音響が良い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） スクリーンが大きい

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） プレミアムシートがある

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 映画愛を感じられる

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 高級感がある

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 清潔感がある

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） ワクワク感がある

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 客層が良い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実している

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） チケットの割引制度が充実している

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 会員向け優待・特典が充実している

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実している

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が良い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 取扱いグッズが充実している

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） 充分な感染症対策を行っている

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に満足していること（すべて） あてはまるものはない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 全体
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コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いづらい

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いづらい

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） チケットの支払い方法が充実していない（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しづらい

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 映画館ロビーの居心地が悪い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） アクセスが悪い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実していない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 子どもを連れて行きづらい

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） シートの座り心地が悪い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが見づらい（前の座席の観客が視界をさえぎる）

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 音響が悪い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが小さい

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実していない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） プレミアムシートがない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 映画愛を感じられない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 高級感がない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 清潔感がない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） ワクワク感がない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 客層が悪い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実していない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） チケットの割引制度が充実していない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 会員向け優待・特典が充実していない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実していない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が悪い

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事が買いづらい・すぐに買えない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いづらい・すぐに買えない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 取扱いグッズが充実していない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しくない・充実していない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） 充分な感染症対策を行っていない

コロナシネマ 【来場者ベース】コロナシネマワールド に対して、不満に感じること（すべて） あてはまるものはない

シネマサンシャイン 【劇場鑑賞者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン を知っているか 全体

シネマサンシャイン 【劇場鑑賞者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン を知っているか 知らない

シネマサンシャイン 【劇場鑑賞者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン を知っているか 知っている

シネマサンシャイン 【認知者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に行ったことがあるか 全体

シネマサンシャイン 【認知者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に行ったことがあるか 行ったことがない

シネマサンシャイン 【認知者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に行ったことがあるか 行ったことがある

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン を今後も利用したいか 全体

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン を今後も利用したいか 絶対に、またこの映画館に行きたいと思う

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン を今後も利用したいか どちらかといえば、またこの映画館に行きたいと思う

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン を今後も利用したいか どちらかといえば、もうこの映画館には行かないと思う

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン を今後も利用したいか 絶対に、もうこの映画館には行かないと思う

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 全体

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いやすい

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いやすい

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） チケットの支払い方法が充実している（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しやすい

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 映画館ロビーの居心地が良い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） アクセスが良い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実している

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 子どもを連れて行きやすい

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） シートの座り心地が良い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） スクリーンが見やすい（前の座席の観客が視界をさえぎらない）

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 音響が良い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） スクリーンが大きい

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実している

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） プレミアムシートがある
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シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 映画愛を感じられる

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 高級感がある

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 清潔感がある

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） ワクワク感がある

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 客層が良い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実している

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） チケットの割引制度が充実している

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 会員向け優待・特典が充実している

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実している

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が良い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） ドリンクや食事が買いやすい・すぐに買える

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いやすい・すぐに買える

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 取扱いグッズが充実している

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しい・充実している

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） 充分な感染症対策を行っている

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に満足していること（すべて） あてはまるものはない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 全体

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 映画館の窓口でチケットが買いづらい

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでチケットが買いづらい

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） チケットの支払い方法が充実していない（○○Pay や携帯のキャリア決済など）

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） ホームページやアプリでの上映作品やスケジュールが確認しづらい

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 映画館ロビーの居心地が悪い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） アクセスが悪い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 映画館周辺に商業施設やレジャー施設が充実していない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 子どもを連れて行きづらい

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） シートの座り心地が悪い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが見づらい（前の座席の観客が視界をさえぎる）

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 音響が悪い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） スクリーンが小さい

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 特殊な上映設備（IMAX、4DX、Dolby Cinemaなど）が充実していない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） プレミアムシートがない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 映画愛を感じられない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 高級感がない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 清潔感がない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） ワクワク感がない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 客層が悪い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） イベント上映（応援上映など）が充実していない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） チケットの割引制度が充実していない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 会員向け優待・特典が充実していない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 映画館限定の入場者特典が充実していない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 映画館スタッフの接客態度が悪い

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事が買いづらい・すぐに買えない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） パンフレットや関連グッズが買いづらい・すぐに買えない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 取扱いグッズが充実していない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） ドリンクや食事メニューが美味しくない・充実していない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） 充分な感染症対策を行っていない

シネマサンシャイン 【来場者ベース】シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン に対して、不満に感じること（すべて） あてはまるものはない

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 昨年（2022年）絶対に映画館で観たいと思っていたが、結果的に映画館で観なかった映画があるか 全体

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 昨年（2022年）絶対に映画館で観たいと思っていたが、結果的に映画館で観なかった映画があるか ある

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 昨年（2022年）絶対に映画館で観たいと思っていたが、結果的に映画館で観なかった映画があるか ない

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 昨年（2022年）絶対に映画館で観たいと思っていたが、結果的に映画館で観なかった映画があるか 覚えていない

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 全体

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 上映している映画館が近くになかった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 上映スケジュールと自分の都合が合わなかった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 公開したことを知らず、気づいたら上映が終わっていた

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 観たいと思う特殊な上映方式（IMAX・3Dなど）で上映している映画館が近くになかった
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映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 小さいスクリーンでしか上映がなかった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 字幕版あるいは吹替版のうち、観たい方法での上映がなかった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 観に行こうとした上映回に良い座席が無かった、満席だった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 レビューサイト・SNSの評価が低かった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 友達や周囲の人から聞いた評価が低かった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 上映時間が長かった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 鑑賞前にネタバレした

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 情報に触れるにつれて、期待していた内容・ストーリーではないと感じた

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 情報に触れるにつれて、キャストや声優が期待とは異なることがわかった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 情報に触れるにつれて、テレビや動画配信サービスで見れば良いクオリティだと感じた

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 お金に余裕がなかった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 一緒に観に行く人がいなかった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 他のレジャーやイベントを優先した

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 時間的余裕がなかった

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 他の映画を観に行くのを優先した

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 新型コロナウイルスが流行していた

映画館で観たいと思っていた映画を、映画館で観なかった理由 【対象者のみ】昨年（2022年）、絶対に映画館で観たいと思っていた映画があるが、結果的に映画館で観なかった理由 あてはまるものはない

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 全体

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 60分（1時間）未満

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 60分（1時間）程度

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 80分（1時間20分）程度

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 100分（1時間40分）程度

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 120分（2時間）程度

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 140分（2時間20分）程度

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 160分（2時間40分）程度

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 180分（3時間）程度

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 200分（3時間20分）程度

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 220分（3時間40分）程度

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 240分（4時間）程度

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ それ以上

映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 映画館での鑑賞をためらい始める上映時間の長さ 上映時間の長さは、観たい気持ちに影響を与えない

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 全体

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 映画館で上映されている予告編

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 映画館にあるチラシ、ポスター、フリーペーパー

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 TV番組

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 TVCM

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 ラジオ

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 インターネットラジオ・Podcast

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 新聞（批評、特集記事、ページ）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 新聞（広告）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 雑誌（地域・タウン情報誌）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 雑誌（映画専門誌）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 雑誌（その他）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 作品ホームページ/オフィシャルサイト（PCで）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 作品ホームページ/オフィシャルサイト（携帯・スマートフォン・iPadなどのタブレット端末で)

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 映画情報サイト（PCで）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 映画情報サイト（携帯・スマートフォン・iPad等のタブレット端末で)

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 映画に関するニュース記事（PCで）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 映画に関するニュース記事（携帯・スマートフォン・iPad等のタブレット端末で)

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 ネット広告・タイアップ・メールマガジン（PCで）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 ネット広告・タイアップ・メールマガジン（携帯・スマートフォン・iPad等のタブレット端末で)

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 "作品公式・配給会社の公式SNS(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 "映画館公式SNS(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 "出演者やスタッフのSNS(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 "有名人・業界人のSNS(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 "友人・知人・家族のSNSへの投稿(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"
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情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 "その他のSNS(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 友人・知人・家族から、自分への直接の口コミ

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 バス、電車、駅、タクシー内等の広告

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 街中の看板（屋外広告）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 お店・商品とのタイアップ

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 書店内でのポップ・ポスター、または書籍についてる帯

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 ブログ・掲示板　（アメブロ、２ちゃんねる等）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 動画共有サービス　（YouTube、TikTok、ニコニコ動画等）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 映画館ホームページ（PCで）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 映画館ホームページ（携帯・スマートフォン・iPad等のタブレット端末で)

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 映画館のメールマガジン（PCで）

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 映画館のメールマガジン（携帯・スマートフォン・iPad等のタブレット端末で)

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 その他

情報源 普段、映画の情報に触れる情報源 あてはまるものはない

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 全体

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 映画館で上映されている予告編

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 映画館にあるチラシ、ポスター、フリーペーパー

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 TV番組

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 TVCM

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 ラジオ

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 インターネットラジオ・Podcast

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 新聞（批評、特集記事、ページ）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 新聞（広告）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 雑誌（地域・タウン情報誌）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 雑誌（映画専門誌）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 雑誌（その他）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 作品ホームページ/オフィシャルサイト（PCで）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 作品ホームページ/オフィシャルサイト（携帯・スマートフォン・iPadなどのタブレット端末で)

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 映画情報サイト（PCで）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 映画情報サイト（携帯・スマートフォン・iPad等のタブレット端末で)

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 映画に関するニュース記事（PCで）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 映画に関するニュース記事（携帯・スマートフォン・iPad等のタブレット端末で)

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 ネット広告・タイアップ・メールマガジン（PCで）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 ネット広告・タイアップ・メールマガジン（携帯・スマートフォン・iPad等のタブレット端末で)

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 "作品公式・配給会社の公式SNS(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 "映画館公式SNS(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 "出演者やスタッフのSNS(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 "有名人・業界人のSNS(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 "友人・知人・家族のSNSへの投稿(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 "その他のSNS(Facebook,Instagram,Twitter,LINE等）"

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 友人・知人・家族から、自分への直接の口コミ

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 バス、電車、駅、タクシー内等の広告

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 街中の看板（屋外広告）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 お店・商品とのタイアップ

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 書店内でのポップ・ポスター、または書籍についてる帯

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 ブログ・掲示板　（アメブロ、２ちゃんねる等）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 動画共有サービス　（YouTube、TikTok、ニコニコ動画等）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 映画館ホームページ（PCで）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 映画館ホームページ（携帯・スマートフォン・iPad等のタブレット端末で)

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 映画館のメールマガジン（PCで）

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 映画館のメールマガジン（携帯・スマートフォン・iPad等のタブレット端末で)

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 その他

情報源 普段、映画を観るきっかけになることが多い情報源 あてはまるものはない

情報源 インターネットにおける普段の情報源 全体

情報源 インターネットにおける普段の情報源 映画館（劇場）のホームページ

情報源 インターネットにおける普段の情報源 各作品の公式ホームページ
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情報源 インターネットにおける普段の情報源 各配給会社の公式ホームページ

情報源 インターネットにおける普段の情報源 映画館（劇場）の公式SNS

情報源 インターネットにおける普段の情報源 各配給会社・各作品の公式SNS

情報源 インターネットにおける普段の情報源 映画館（劇場）のメールマガジン

情報源 インターネットにおける普段の情報源 ciatr[シアター]

情報源 インターネットにおける普段の情報源 THE RIVER

情報源 インターネットにおける普段の情報源 リアルサウンド映画部

情報源 インターネットにおける普段の情報源 Yahoo!映画

情報源 インターネットにおける普段の情報源 映画.com

情報源 インターネットにおける普段の情報源 シネマトゥデイ

情報源 インターネットにおける普段の情報源 Movie Walker

情報源 インターネットにおける普段の情報源 ぴあ映画生活

情報源 インターネットにおける普段の情報源 MOVIE Collection（ムビコレ）

情報源 インターネットにおける普段の情報源 シネマカフェ［cinemacafe］

情報源 インターネットにおける普段の情報源 映画ランド

情報源 インターネットにおける普段の情報源 クランクイン！

情報源 インターネットにおける普段の情報源 Filmarks

情報源 インターネットにおける普段の情報源 otocoto［オトコト］

情報源 インターネットにおける普段の情報源 TOHOシネマズ 公式アプリ

情報源 インターネットにおける普段の情報源 イオンシネマ 公式アプリ

情報源 インターネットにおける普段の情報源 シネマサンシャイン 公式アプリ

情報源 インターネットにおける普段の情報源 キネパス

情報源 インターネットにおける普段の情報源 Yahoo!ニュース

情報源 インターネットにおける普段の情報源 LINE news

情報源 インターネットにおける普段の情報源 新聞社系のニュースサイト（朝日、日経、時事通信等）

情報源 インターネットにおける普段の情報源 5ちゃんねる（2ちゃんねる）

情報源 インターネットにおける普段の情報源 SmartNews（スマニュー）

情報源 インターネットにおける普段の情報源 グノシー

情報源 インターネットにおける普段の情報源 アニメ！アニメ！

情報源 インターネットにおける普段の情報源 アニメイトタイムズ

情報源 インターネットにおける普段の情報源 ORICON NEWS［オリコンニュース］

情報源 インターネットにおける普段の情報源 ナタリー

情報源 インターネットにおける普段の情報源 Twitter

情報源 インターネットにおける普段の情報源 note

情報源 インターネットにおける普段の情報源 TikTok ［ティックトック］

情報源 インターネットにおける普段の情報源 Instagram

情報源 インターネットにおける普段の情報源 LINE

情報源 インターネットにおける普段の情報源 Facebook

情報源 インターネットにおける普段の情報源 Pinterest［ピンタレスト］

情報源 インターネットにおける普段の情報源 ABEMA（AbemaTV）

情報源 インターネットにおける普段の情報源 YouTube

情報源 インターネットにおける普段の情報源 Spotify

情報源 インターネットにおける普段の情報源 radiko

情報源 インターネットにおける普段の情報源 TVer

情報源 インターネットにおける普段の情報源 LINE マンガ

情報源 インターネットにおける普段の情報源 ピッコマ

情報源 インターネットにおける普段の情報源 その他

情報源 インターネットにおける普段の情報源 インターネットで情報収集はしない

情報源 インターネットにおける映画の情報源 全体

情報源 インターネットにおける映画の情報源 映画館（劇場）のホームページ

情報源 インターネットにおける映画の情報源 各作品の公式ホームページ

情報源 インターネットにおける映画の情報源 各配給会社の公式ホームページ

情報源 インターネットにおける映画の情報源 映画館（劇場）の公式SNS

情報源 インターネットにおける映画の情報源 各配給会社・各作品の公式SNS

情報源 インターネットにおける映画の情報源 映画館（劇場）のメールマガジン

情報源 インターネットにおける映画の情報源 ciatr[シアター]
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調査内容カテゴリ 調査内容 調査項目

情報源 インターネットにおける映画の情報源 THE RIVER

情報源 インターネットにおける映画の情報源 リアルサウンド映画部

情報源 インターネットにおける映画の情報源 Yahoo!映画

情報源 インターネットにおける映画の情報源 映画.com

情報源 インターネットにおける映画の情報源 シネマトゥデイ

情報源 インターネットにおける映画の情報源 Movie Walker

情報源 インターネットにおける映画の情報源 ぴあ映画生活

情報源 インターネットにおける映画の情報源 MOVIE Collection（ムビコレ）

情報源 インターネットにおける映画の情報源 シネマカフェ［cinemacafe］

情報源 インターネットにおける映画の情報源 映画ランド

情報源 インターネットにおける映画の情報源 クランクイン！

情報源 インターネットにおける映画の情報源 Filmarks

情報源 インターネットにおける映画の情報源 otocoto［オトコト］

情報源 インターネットにおける映画の情報源 TOHOシネマズ 公式アプリ

情報源 インターネットにおける映画の情報源 イオンシネマ 公式アプリ

情報源 インターネットにおける映画の情報源 シネマサンシャイン 公式アプリ

情報源 インターネットにおける映画の情報源 キネパス

情報源 インターネットにおける映画の情報源 Yahoo!ニュース

情報源 インターネットにおける映画の情報源 LINE news

情報源 インターネットにおける映画の情報源 新聞社系のニュースサイト（朝日、日経、時事通信等）

情報源 インターネットにおける映画の情報源 5ちゃんねる（2ちゃんねる）

情報源 インターネットにおける映画の情報源 SmartNews（スマニュー）

情報源 インターネットにおける映画の情報源 グノシー

情報源 インターネットにおける映画の情報源 アニメ！アニメ！

情報源 インターネットにおける映画の情報源 アニメイトタイムズ

情報源 インターネットにおける映画の情報源 ORICON NEWS［オリコンニュース］

情報源 インターネットにおける映画の情報源 ナタリー

情報源 インターネットにおける映画の情報源 Twitter

情報源 インターネットにおける映画の情報源 note

情報源 インターネットにおける映画の情報源 TikTok ［ティックトック］

情報源 インターネットにおける映画の情報源 Instagram

情報源 インターネットにおける映画の情報源 LINE

情報源 インターネットにおける映画の情報源 Facebook

情報源 インターネットにおける映画の情報源 Pinterest［ピンタレスト］

情報源 インターネットにおける映画の情報源 ABEMA（AbemaTV）

情報源 インターネットにおける映画の情報源 YouTube

情報源 インターネットにおける映画の情報源 Spotify

情報源 インターネットにおける映画の情報源 radiko

情報源 インターネットにおける映画の情報源 TVer

情報源 インターネットにおける映画の情報源 LINE マンガ

情報源 インターネットにおける映画の情報源 ピッコマ

情報源 インターネットにおける映画の情報源 その他

情報源 インターネットにおける映画の情報源 インターネットで情報収集はしない
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セグメントカテゴリ セグメント項目

全体 全体

性別 男性全体

性別 女性全体

性年代別 男性15-19歳

性年代別 男性20代

性年代別 男性30代

性年代別 男性40代

性年代別 男性50代

性年代別 男性60代

性年代別 女性15-19歳

性年代別 女性20代

性年代別 女性30代

性年代別 女性40代

性年代別 女性50代

性年代別 女性60代

鑑賞本数 0本

鑑賞本数 1-2本

鑑賞本数 3-5本

鑑賞本数 6-11本

鑑賞本数 12本以上

地域 首都圏（埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県）

地域 関西（京都府/大阪府/兵庫県/奈良県）

地域 中部（岐阜県/静岡県/愛知県/三重県）

地域 その他

ウインドウ別鑑賞者 映画参加者

ウインドウ別鑑賞者 レンタルしたDVD・ブルーレイで観た

ウインドウ別鑑賞者 購入したDVD・ブルーレイで観た

ウインドウ別鑑賞者 月額定額の有料ネット配信で観た

ウインドウ別鑑賞者 有料ネット配信で作品毎にレンタルして観た

ウインドウ別鑑賞者 有料ネット配信で作品毎に購入して観た

ウインドウ別鑑賞者 無料ネット配信で観た

ウインドウ別鑑賞者 有料テレビ放送（WOWOW・スカパーなど）で観た

ウインドウ別鑑賞者 無料テレビ放送（地上波・BS）で観た

ウインドウ別鑑賞者 飛行機内の上映

ウインドウ別鑑賞者 その他

コンテンツタイプ 外国映画（実写）

コンテンツタイプ 外国映画（アニメ）

コンテンツタイプ 日本映画（実写）

コンテンツタイプ 日本映画（アニメ）
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セグメントカテゴリ セグメント項目

コンテンツタイプ 単館、ミニシアター

コンテンツタイプ 午前十時の映画祭

コンテンツタイプ 二番館・名画座で上映

コンテンツタイプ その他過去の名作映画

コンテンツタイプ 映画祭などの特別上映

コンテンツタイプ ライブ・コンサート

コンテンツタイプ スポーツ中継

コンテンツタイプ 演劇・舞台

コンテンツタイプ その他

【洋画】 ジャンル嗜好者 アクション

【洋画】 ジャンル嗜好者 アドベンチャー

【洋画】 ジャンル嗜好者 ミステリー・サスペンス

【洋画】 ジャンル嗜好者 犯罪もの・クライムムービー

【洋画】 ジャンル嗜好者 パニック

【洋画】 ジャンル嗜好者 アニメ

【洋画】 ジャンル嗜好者 伝記もの

【洋画】 ジャンル嗜好者 コメディ

【洋画】 ジャンル嗜好者 ドキュメンタリー

【洋画】 ジャンル嗜好者 ドラマ

【洋画】 ジャンル嗜好者 ファミリーもの

【洋画】 ジャンル嗜好者 ＳＦ

【洋画】 ジャンル嗜好者 ファンタジー

【洋画】 ジャンル嗜好者 ホラー

【洋画】 ジャンル嗜好者 音楽もの

【洋画】 ジャンル嗜好者 ミュージカル

【洋画】 ジャンル嗜好者 恋愛・ロマンス

【洋画】 ジャンル嗜好者 スポーツ

【洋画】 ジャンル嗜好者 戦争もの

【洋画】 ジャンル嗜好者 歴史もの・西部劇

【邦画】 ジャンル嗜好者 アクション

【邦画】 ジャンル嗜好者 アドベンチャー

【邦画】 ジャンル嗜好者 ミステリー・サスペンス

【邦画】 ジャンル嗜好者 犯罪もの・クライムムービー

【邦画】 ジャンル嗜好者 パニック

【邦画】 ジャンル嗜好者 アニメ

【邦画】 ジャンル嗜好者 伝記もの

【邦画】 ジャンル嗜好者 コメディ

【邦画】 ジャンル嗜好者 ドキュメンタリー

【邦画】 ジャンル嗜好者 ドラマ

【邦画】 ジャンル嗜好者 ファミリーもの
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セグメントカテゴリ セグメント項目

【邦画】 ジャンル嗜好者 ＳＦ

【邦画】 ジャンル嗜好者 ファンタジー

【邦画】 ジャンル嗜好者 ホラー

【邦画】 ジャンル嗜好者 音楽もの

【邦画】 ジャンル嗜好者 ミュージカル

【邦画】 ジャンル嗜好者 恋愛・ロマンス

【邦画】 ジャンル嗜好者 スポーツ

【邦画】 ジャンル嗜好者 戦争もの

【邦画】 ジャンル嗜好者 歴史もの・西部劇

映画を観る際のこだわり 映画は映画館で観たい

映画を観る際のこだわり 映画は映画館以外で観たい

映画を観る際のこだわり 自分で観る映画を決める

映画を観る際のこだわり 人に誘われて映画を観る

映画を観る際のこだわり 観たい映画がなくても映画を探す

映画を観る際のこだわり 観たい映画がないと映画館に行かない

映画を観る際のこだわり 映画館の設備優先

映画を観る際のこだわり 映画館の近さ・利便性優先

映画を観る際のこだわり エンターテイメント好き

映画を観る際のこだわり アート好き

映画を観る際のこだわり 大画面向け作品好き

映画を観る際のこだわり 大画面こだわりなし

映画を観る際のこだわり 普段の映画情報収集あり

映画を観る際のこだわり 普段の映画情報収集なし

映画を観る際のこだわり 事前情報収集する

映画を観る際のこだわり 事前情報収集しない

映画を観る際のこだわり 公開前から観ると決める

映画を観る際のこだわり 公開前に観ると決めない

映画を観る際のこだわり なるべく早く観たい

映画を観る際のこだわり 観るタイミングこだわりなし

映画を観る際のこだわり 周りに口コミする

映画を観る際のこだわり 周りに口コミしない

映画を観る際のこだわり ネットで口コミする

映画を観る際のこだわり ネットで口コミしない

映画を観る際のこだわり 一人で行く

映画を観る際のこだわり 誰かと行く

映画を観る際のこだわり 割引デー積極利用

映画を観る際のこだわり 割引デーこだわりなし

映画を観る際のこだわり 映画鑑賞日は、鑑賞日以前に予定を決める

映画を観る際のこだわり 映画鑑賞日は、鑑賞日当日に予定を決める

映画を観る際のこだわり 映画館では館内飲食物を買う
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セグメントカテゴリ セグメント項目

映画を観る際のこだわり 映画館では館内飲食物を買わない

映画を観る際のこだわり 観た映画のパンフレットやグッズは買う

映画を観る際のこだわり 観た映画のパンフレットやグッズは買わない

映画を観る際のこだわり 一度、映画館で観た映画を映画館でリピート鑑賞することがある

映画を観る際のこだわり 一度、映画館で観た映画は映画館でリピート鑑賞しない

映画を観る際のこだわり 映画本編上映前の予告編は見たい

映画を観る際のこだわり 映画本編上映前の予告編は見たくない

映画を観る際のこだわり 映画館には余裕を持って上映開始前に到着することが多い

映画を観る際のこだわり 映画館には上映開始ギリギリに到着することが多い

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 暇つぶし

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] ストレス発散

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 気分転換

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 日常生活からの解放

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 恋人・夫婦間のコミュニケーション

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 家族サービス

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 友人・知人との共通の話題作り

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 周囲へ情報発信（話題の提供）

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 流行の確認

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 他の鑑賞者との”一体感”を楽しむもの

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 異なる世界・人生の体験

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 好奇心、知識・教養の向上

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 新しい考え方・自分との出会い

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] アイデア、創造力の源泉

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 映像、音楽などの表現手法の体験

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] 芸術作品の鑑賞

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] その他

 映画に求めるもの[映画館で映画を観ること] あてはまるものはない

普段利用している映画館 109シネマズ

普段利用している映画館 MOVIX / ピカデリー

普段利用している映画館 TOHOシネマズ

普段利用している映画館 イオンシネマ

普段利用している映画館 Ｔ・ジョイ / バルト / ブルグ

普段利用している映画館 ユナイテッド・シネマ / シネプレックス

普段利用している映画館 コロナシネマワールド

普段利用している映画館 シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン

普段利用している映画館 その他

普段利用している映画館 ない／覚えていない

会員カードを持っている 109シネマズ

会員カードを持っている MOVIX / ピカデリー

会員カードを持っている TOHOシネマズ
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セグメントカテゴリ セグメント項目

会員カードを持っている イオンシネマ

会員カードを持っている Ｔ・ジョイ / バルト / ブルグ

会員カードを持っている ユナイテッド・シネマ / シネプレックス

会員カードを持っている コロナシネマワールド

会員カードを持っている シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン

会員カードを持っている その他

会員カードを持っている ない／覚えていない

年代別 15-19歳

年代別 20代

年代別 30代

年代別 40代

年代別 50代

年代別 60代

年代別 × 鑑賞本数 15-19歳x0本

年代別 × 鑑賞本数 15-19歳x1-2本

年代別 × 鑑賞本数 15-19歳x3-5本

年代別 × 鑑賞本数 15-19歳x6本以上

年代別 × 鑑賞本数 20代x0本

年代別 × 鑑賞本数 20代x1-2本

年代別 × 鑑賞本数 20代x3-5本

年代別 × 鑑賞本数 20代x6本以上

年代別 × 鑑賞本数 30代x0本

年代別 × 鑑賞本数 30代x1-2本

年代別 × 鑑賞本数 30代x3-5本

年代別 × 鑑賞本数 30代x6本以上

年代別 × 鑑賞本数 40代x0本

年代別 × 鑑賞本数 40代x1-2本

年代別 × 鑑賞本数 40代x3-5本

年代別 × 鑑賞本数 40代x6本以上

年代別 × 鑑賞本数 50代x0本

年代別 × 鑑賞本数 50代x1-2本

年代別 × 鑑賞本数 50代x3-5本

年代別 × 鑑賞本数 50代x6本以上

年代別 × 鑑賞本数 60代x0本

年代別 × 鑑賞本数 60代x1-2本

年代別 × 鑑賞本数 60代x3-5本

年代別 × 鑑賞本数 60代x6本以上
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