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2014年12月～2021年1月公開の1,043作品について、個別作品ごとに下記がわかるレポートです。 ※次ページ以降にサンプルレポートを掲載

• 劇場鑑賞者属性
• 性年代・年間鑑賞本数
• 満足度と続編があった場合の鑑賞意向
• 前売り券購入、宣伝への反応、口コミ、リピート鑑賞、商品購入
• 誰と観たのか
• 映画に何を求める人が観たのか

• 鑑賞/非鑑賞理由
• 作品を観た理由
• 作品を知っていた人が観なかった理由

ご興味がございましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

レポート概要

「作品別 ポストサーベイレポート」

レポート名
作品別 ポストサーベイレポート

作品ごとに2ページ（PDFレポート）

調査作品
2014年12月～2021年1月公開作品のうち1,043作品 ※4ページ以降にリストを掲載
（初週土日興収と最終興行収入を勘案して調査作品を選定）

価格 一作品当り CATS市場概況レポート年間ご契約あり：2万円（税別）、年間ご契約なし：5万円（税別）

納品日 1営業日以内 （午前中にご発注頂ける場合は当日中にご納品致します）

注文方法
下記メールアドレスに作品名をお問い合わせください。
sales@gempartners.com
担当： 横野、上原

調査方法/調査対象/サンプル数
インターネットアンケート/全国に住む15～69歳の男女のうち年間1本以上映画を観た人/4,000～5,000サンプル
鑑賞サンプル数は各作品ごとに異なります（最低30～）。必要に応じてお問い合わせください。

数値の重みづけ 総務省発表の人口統計を参考に各調査者を性年代・映画鑑賞頻度別に重みづけ

レポート発行頻度 2～3ヶ月に一回調査を実施後、発行
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映画に何を求める人が観たのか(鑑賞者の内各項目を映画に求める人の割合)

本能寺ホテル(2017年1月14日公開)

作品別 ポストサーベイレポート(2017年3月25・26日実査）
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本能寺ホテル(2017年1月14日公開)

作品別 ポストサーベイレポート(2017年3月25・26日実査）
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監督に興味を引かれなかった
3%

3%
友人・知人・家族からの口コミが良く無かった

映像・音楽が楽しめそうになかった

ネットやＳＮＳなどでの口コミ・評判が良く無かった
2%

雑誌での紹介を観て興味を引かれなかった

エンターテイメント性がなさそうだった
3%

6%

7%

3%
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ポスターやチラシをみて興味を引かれなかった

10%

劇場やネットで予告編を観て興味を引かれなかった

4%

5%

気軽に楽しめなさそうだった

人と一緒に楽しめなさそうだった

感動しそうになかった

話題なっていなかった/話題になりそうになかった

好きなジャンルの作品ではなかった
21%

7%

設定・テーマに興味がひかれなかった

6%
芸術性・文化度を感じなかった

4%

4%
作品のホームページをみて興味を引かれなかった

出演者（俳優・女優）に興味を引かれなかった

TV番組を観て興味を引かれなかったから
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TVCMを観て興味を引かれなかった 18%

22%

DVDや配信・TV放映などになって観ようと思った
23%

原作・前作に興味がなかった
0%
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まだ観ていないが、今後映画館でみるつもり

近くの劇場でやっていなかった

割引デーの日に都合が合わなかった

公開時期にもっと観たい作品が他にあった
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上映期間中に予定がつかなかった

8%

55%

一緒に見に行く人の都合が合わなかった
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13%

17%人に誘われなかった

監督が好き

感動しそうだった

話題なっていた/話題になりそうだった

16%

エンターテイメント性がありそうだった

俳優・女優/声優が良かった
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芸術性・文化度を感じた

9%

映像・音楽が楽しめそうだった

人と一緒に楽しめそうだった
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16%

7%

宣伝やTV番組での紹介に興味を持った
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人に誘われた
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31%
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その他
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作品認知者における鑑賞/非鑑賞状況とその理由

認知層
の内訳

観たかったが、観ていない

観た 観たくならなかった

*1 同時期作品:2016年12月～2017年3月公開作品のうち40作品

本作 同時期公開作品平均

*2 複数回答
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調査作品リスト(1/27) （38作品）2015年4月11日（土）～12日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2014年12月6日 THE LAST -NARUTO THE MOVIE- 東宝

宇宙戦艦ヤマト２１９９ 星巡る方舟 松竹

2014年12月12日 ゴーン・ガール 20世紀フォックス

2014年12月13日 ホビット 決戦のゆくえ ワーナー・ブラザース

アオハライド 東宝

劇場版アイカツ！ 東映

あと１センチの恋 ファントム・フィルム

2014年12月20日 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン！ 東宝

ベイマックス
ウォルト・ディズニー・スタジ
オ

バンクーバーの朝日 東宝

2014年12月27日 海月姫 アスミック・エース

2015年1月9日 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス 東宝

９６時間／レクイエム 20世紀フォックス

2015年1月10日 映画 ＳＴ 赤と白の捜査ファイル 東宝

シン・シティ 復讐の女神 ギャガ

2015年1月17日 アゲイン 28年目の甲子園 東映

神様はバリにいる ファントム・フィルム

2015年1月24日 ANNIE／アニー
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント

2015年1月30日 エクソダス：神と王 20世紀フォックス

公開日 調査作品タイトル 配給

2015年1月31日 ジョーカー・ゲーム 東宝

マエストロ！
松竹、
アスミックエース

劇場版 蒼き鋼のアルペジオ アルス・
ノヴァ DC

ショウゲート

映画 深夜食堂 東映

2015年2月6日
チャーリー・モルデカイ 華麗なる名画の
秘密

KADOKAWA

2015年2月7日 ミュータント・タートルズ
パラマウント・
ジャパン

Mr.Children REFLECTION 東宝映像事業部

2015年2月13日 フィフティ・シェイズ・オブ・グレイ 東宝東和

2015年2月13日 劇場版ムーミン 南の海で楽しいバカンス ファントム・フィルム

テラスハウス クロージング・ドア 東宝

2015年2月14日 悼む人 東映

味園ユニバース ギャガ

娚の一生 ショウゲート

2015年2月20日 きっと、星のせいじゃない。 20世紀フォックス

2015年2月21日 アメリカン・スナイパー ワーナー・ブラザース

2015年2月28日 幕が上がる ティ・ジョイ

くちびるに歌を アスミック・エース

機動戦士ガンダム THE ORIGIN I 
青い瞳のキャスバル

松竹

シェフ 三ツ星フードトラック始めました
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント
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公開日 調査作品タイトル 配給

2015年4月25日 シンデレラ
ウォルト・ディズニー・スタジ
オ

寄生獣 完結編 東宝

龍三と七人の子分たち
ワーナー・ブラザース/オフィ
ス北野

王妃の館 東映

劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE-
未来篇

松竹

2015年5月1日 映画 ビリギャル 東宝

フォーカス ワーナー・ブラザース

THE NEXT GENERATION パトレイバー
首都決戦

松竹

2015年5月2日 コードギアス 亡国のアキト／第3章 輝くもの天より堕つ ショウゲート

2015年5月9日 脳内ポイズンベリー 東宝

2015年5月16日 駆込み女と駆出し男 松竹

ラン・オールナイト ワーナー・ブラザース

スポンジ・ボブ 海のみんなが世界を救Woo（う～）! パラマウント・ジャパン

Zアイランド KADOKAWA/吉本興業

2015年5月22日 メイズ・ランナー 20世紀フォックス

2015年5月23日 イニシエーション・ラブ 東宝

チャッピー
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント

2015年5月30日 新宿スワン
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント

公開日 調査作品タイトル 配給

2015年3月7日
映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記
（スペースヒーローズ）

東宝

ソロモンの偽証 前篇・事件 松竹

2015年3月13日
イミテーション・ゲーム／エニグマと
天才数学者の秘密

ギャガ

博士と彼女のセオリー 東宝東和

2015年3月14日 イントゥ・ザ・ウッズ
ウォルト・ディズニー・スタジ
オ

ストロボ・エッジ 東宝

風に立つライオン 東宝

劇場版 境界の彼方 -I'LL BE HERE-
過去篇

松竹

2015年3月20日 ナイト ミュージアム／エジプト王の秘密 20世紀フォックス

2015年3月21日 映画 暗殺教室 東宝

2015年3月28日 ジュピター ワーナー・ブラザース

2015年4月1日 エイプリルフールズ 東宝

2015年4月4日 ジヌよさらば ～かむろば村へ～ キノフィルムズ

PERSONA3 THE MOVIE -#3 Falling Down- アニプレックス

2015年4月10日
バードマン あるいは（無知がもたらす
予期せぬ奇跡）

20世紀フォックス

2015年4月11日 ソロモンの偽証 後篇・裁判 松竹

2015年4月17日 ワイルド・スピード SKY MISSION 東宝東和

セッション ギャガ

恋する♡ヴァンパイア ファントム・フィルム

2015年4月18日 劇場版 ドラゴンボールZ 復活の「F」 東映

名探偵コナン 業火の向日葵
（ごうかのひまわり）

東宝

映画 クレヨンしんちゃん オラの引越し物語～サボテン大襲
撃～

東宝

調査作品リスト(2/27) （40作品）2015年6月20日（土）～21日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」
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調査作品リスト(3/27) （39作品）2015年8月15日（土）～16日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2015年5月29日
ピッチ・パーフェクト 武蔵野エンタテインメント

2015年5月30日
夫婦フーフー日記 ショウゲート

あん エレファントハウス

2015年6月5日
ハンガー・ゲーム FINAL：レジスタンス KADOKAWA

2015年6月6日
予告犯 東宝

トゥモローランド ウォルト・ディズニー・スタジオ

おかあさんの木 東映

2015年6月12日
弱虫ペダル Re:ROAD 東宝映像事業部

2015年6月13日
海街diary 東宝/ギャガ

ラブライブ!The School Idol Movie 松竹

2015年6月20日
愛を積むひと アスミック・エース/松竹

マッドマックス 怒りのデス・ロード ワーナー・ブラザース

呪怨 -ザ・ファイナル- ショウゲート

攻殻機動隊 新劇場版 東宝映像事業部

極道大戦争 日活

2015年6月27日
ストレイヤーズ・クロニクル ワーナー・ブラザース

劇場版「進撃の巨人」後編～自由の翼～ ポニーキャニオン

アリスのままで キノフィルムズ

きみはいい子 アークエンタテインメント

ラブ&ピース アスミック・エース

公開日 調査作品タイトル 配給

2015年7月3日
ハイキュー‼︎ 終わりと始まり 東宝映像事業部

2015年7月4日
アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン ウォルト・ディズニー・スタジオ

映画ひつじのショーン ～バック・トゥ・ザ・ホーム～ 東北新社

コードギアス 亡国のアキト／第4章 憎しみの記憶から ショウゲート

2015年7月10日
ターミネーター：新起動／ジェニシス パラマウント・ジャパン

踊るアイラブユー♪ ファントム・フィルム

2015年7月11日
アリのままでいたい 東映

バケモノの子 東宝

リアル鬼ごっこ 松竹/アスミック・エース

2015年7月18日
ポケモン・ザ・ムービーＸＹ「光輪（リング）の超魔神 フーパ」 東宝

インサイド・ヘッド ウォルト・ディズニー・スタジオ

映画 HERO 東宝

2015年7月25日
人生スイッチ ギャガ

2015年7月31日
ミニオンズ*1 東宝東和

2015年8月1日
進撃の巨人 ATTACK ON TITAN*1 東宝

2015年8月5日
ジュラシック・ワールド*1 東宝東和

2015年8月7日
ミッション：インポッシブル／ローグ・ネイション*1 パラマウント・ジャパン

BORUTO（ボルト） -NARUTO（ナルト） THE MOVIE-*1 東宝

2015年8月8日
日本のいちばん長い日*1 アスミック・エース/松竹

*1 公開直後（本ページ）と公開後2ヶ月経過時点(次ページ)の差を比較するため2回調査があります
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調査作品リスト(4/27) （39作品）2015年10月24日（土）～25日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2015年7月31日 ミニオンズ*1 東宝東和

2015年8月1日 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN*1 東宝

2015年8月5日 ジュラシック・ワールド*1 東宝東和

2015年8月7日 ミッション：インポッシブル／ローグ・ネイション*1 パラマウント・ジャパン

BORUTO（ボルト） -NARUTO（ナルト） THE MOVIE-*1 東宝

2015年8月8日 日本のいちばん長い日*1 アスミック・エース

2015年8月22日 at Home ファントム・フィルム

劇場版デート・ア・ライブ 万由里ジャッジメント KADOKAWA

ナイトクローラー ギャガ

死霊高校 ワーナー・ブラザース

2015年8月28日 テッド2 東宝東和

劇場版 弱虫ペダル 東宝映像事業部

わたしに会うまでの1600キロ 20世紀フォックス

2015年8月29日
劇場版 S-最後の警官- 奪還 RECOVERY OF OUR 
FUTURE

東宝

2015年9月4日 映画 みんな！エスパーだよ！ ギャガ

2015年9月5日 ピース オブ ケイク ショウゲート

アンフェア the end 東宝

2015年9月11日 キングスマン KADOKAWA

公開日 調査作品タイトル 配給

2015年9月12日 カリフォルニア・ダウン ワーナー・ブラザース

ピクセル
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

天空の蜂 松竹

ピエロがお前を嘲笑う ファントム・フィルム

2015年9月18日 ハイキュー!! 勝者と敗者 東宝映像事業部

2015年9月19日 ヒロイン失格 ワーナー・ブラザース

進撃の巨人 ATTACK ON TITAN エンド オブ ザ ワールド 東宝

アントマン ウォルト・ディズニー・スタジオ

心が叫びたがってるんだ。 アニプレックス

2015年9月26日 GONIN サーガ KADOKAWA

ARIA The AVVENIRE 松竹メディア事業部

2015年10月1日 岸辺の旅 ショウゲート

2015年10月2日 屍者の帝国 東宝映像事業部

2015年10月3日 バクマン。 東宝

劇場版 蒼き鋼のアルペジオ −アルス・ノヴァ− Cadenza ショウゲート

パパが遺した物語 ギャガ

罪の余白 ファントム・フィルム

2015年10月9日 ファンタスティック・フォー 20世紀フォックス

2015年10月10日 図書館戦争-THE LAST MISSION- 東宝

マイ・インターン ワーナー・ブラザース

GAMBA ガンバと仲間たち 東映

*1 公開直後（前ページ）と公開後2ヶ月経過時点(本ページ)の差を比較するため2回調査があります



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

調査作品リスト(5/27) （39作品）2016年1月16日（土）～17日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2015年9月11日 ボーイ・ソプラノ ただひとつの歌声 アスミック・エース

2015年10月10日 ヴェルサイユの宮廷庭師 KADOKAWA

2015年10月16日 ジョン・ウィック ポニーキャニオン

ヒトラー暗殺、13分の誤算 ギャガ

ダイバージェントNEO KADOKAWA

ピッチ・パーフェクト2 シンカ／パルコ

2015年10月17日 サバイバー ショウゲート

2015年10月23日 メイズ・ランナー2：砂漠の迷宮 20世紀フォックス

2015年10月24日 ギャラクシー街道 東宝

トランスポーター イグニション アスミック・エース

ボクは坊さん。 ファントム

2015年10月31日 PAN～ネバーランド、夢のはじまり～ ワーナー・ブラザース

俺物語!! 東宝

機動戦士ガンダム THE ORIGIN II 哀しみのアルテイシア 松竹

2015年11月6日 エベレスト 3D 東宝東和

ミケランジェロ・プロジェクト プレシディオ

2015年11月7日 劇場版 MOZU 東宝

グラスホッパー KADOKAWA/松竹

起終点駅 ターミナル 東映

公開日 調査作品タイトル 配給

2015年11月13日 ハーモニー 東宝映像事業部

2015年11月14日 コードネーム U.N.C.L.E.（アンクル） ワーナー・ブラザース

ラスト・ナイツ KIRIYA PICTURES/ギャガ

2015年11月20日 ハンガー・ゲーム FINAL：レボリューション KADOKAWA

2015年11月21日 ガールズ＆パンツァー 劇場版 ショウゲート

レインツリーの国 ショウゲート

リトルプリンス 星の王子さまと私 ワーナー・ブラザース

劇場霊 松竹

2015年11月27日 黄金のアデーレ 名画の帰還 ギャガ

2015年12月4日 007 スペクター
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント

I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE 20世紀フォックス

2015年12月5日 杉原千畝 スギハラチウネ 東宝

海難1890 東映

映画 ハイ☆スピード！-Free! Starting Days- 松竹

2015年12月12日 orange 東宝

母と暮せば 松竹

2015年12月18日 スター・ウォーズ／フォースの覚醒 ウォルト・ディズニー・スタジオ

2015年12月19日 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン！ 東宝

2015年12月23日 映画ちびまる子ちゃん イタリアから来た少年 東宝

クリード チャンプを継ぐ男 ワーナー・ブラザース



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

調査作品リスト(6/27) （40作品）2016年3月26日（土）～27日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年1月8日 ブリッジ・オブ・スパイ 20世紀フォックス

傷物語I 鉄血篇 東宝映像事業部

2016年1月9日 ピンクとグレー アスミック・エース

人生の約束 東宝

はなちゃんのみそ汁 東京テアトル

ガラスの花と壊す世界 ポニーキャニオン

2016年1月15日 パディントン キノフィルムズ

シーズンズ 2万年の地球旅行 ギャガ

2016年1月16日 白鯨との闘い ワーナー・ブラザース

の・ようなもの のようなもの 松竹

2016年1月23日 映画 信長協奏曲（ノブナガコンツェルト） 東宝

ザ・ウォーク
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

PERSONA3 THE MOVIE -#4 Winter of Rebirth- アニプレックス

エージェント・ウルトラ KADOKAWA

2016年1月30日 さらば あぶない刑事 東映

残穢【ざんえ】 -住んではいけない部屋- 松竹

ブラック・スキャンダル ワーナー・ブラザース

俳優 亀岡拓次 日活

2016年2月5日 オデッセイ 20世紀フォックス

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年2月6日 コードギアス 亡国のアキト／最終章 愛シキモノタチヘ ショウゲート

新劇場版 頭文字D Legend3 -夢現- 松竹

2016年2月11日 キャロル ファントム・フィルム

2016年2月12日 スティーブ・ジョブズ 東宝東和

Born in the EXILE ～三代目J Soul Brothersの奇跡～ 東宝映像事業部

ドラゴン・ブレイド ツイン

2016年2月13日 劇場版 selector destructed WIXOSS ワーナー・ブラザース

2016年2月19日 SHERLOCK／シャーロック 忌まわしき花嫁 KADOKAWA

2016年2月20日 Ｘ-ミッション ワーナー・ブラザース

中島みゆき 夜会VOL.18「橋の下のアルカディア」 劇場版 ローソンHMVエンタテイメント

2016年2月27日 黒崎くんの言いなりになんてならない ショウゲート

ヘイトフル・エイト ギャガ

ザ・ブリザード ウォルト・ディズニー・スタジオ

珍遊記 東映

女が眠る時 東映

2016年3月4日 マネー・ショート 華麗なる大逆転 東和ピクチャーズ

2016年3月5日 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 東宝

セーラー服と機関銃 −卒業− KADOKAWA

2016年3月12日 エヴェレスト 神々の山嶺（かみがみのいただき） 東宝

家族はつらいよ 松竹

アーロと少年 ウォルト・ディズニー・スタジオ



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

調査作品リスト(7/27) （40作品）2016年6月4日（土）～5日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年3月18日 リリーのすべて 東宝東和

Mr.ホームズ 名探偵最後の事件 ギャガ

2016年3月19日 ちはやふる ～上の句～ 東宝

僕だけがいない街 ワーナー・ブラザース

2016年3月25日 バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生 ワーナー・ブラザース

映画 暗殺教室 −卒業編− 東宝

2016年3月26日 仮面ライダー1号 東映

リップヴァンウィンクルの花嫁 東映

2016年4月1日 あやしい彼女 松竹

2016年4月2日 のぞきめ KADOKAWA

2016年4月8日 ルーム ギャガ

2016年4月9日 ボーダーライン KADOKAWA

2016年4月15日 スポットライト 世紀のスクープ ロングライド

2016年4月16日 映画 クレヨンしんちゃん 爆睡！ ユメミーワールド大突撃 東宝

名探偵コナン 純黒の悪夢（ナイトメア） 東宝

2016年4月22日 レヴェナント：蘇えりし者 20世紀フォックス

2016年4月23日 ズートピア ウォルト・ディズニー・スタジオ

フィフス・ウェイブ
ソニー・ピクチャーズ
・エンタテインメント

劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS 東映

アイアムアヒーロー 東宝

ずっと前から好きでした。～告白実行委員会～ アニプレックス

劇場版 響け！ユーフォニアム～北宇治高校吹奏楽部へ
ようこそ～

松竹

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年4月29日 テラフォーマーズ ワーナー・ブラザース

シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ ウォルト・ディズニー・スタジオ

スキャナー 記憶のカケラをよむ男 東映

ちはやふる ～下の句～ 東宝

追憶の森 東宝東和

2016年5月7日 64-ロクヨン- 前編 東宝

ROAD TO HiGH&LOW 松竹

2016年5月13日 マクベス 吉本興業

ヘイル、シーザー！ 東宝東和

2016年5月14日 殿、利息でござる！ 松竹

世界から猫が消えたなら 東宝

HK／変態仮面 アブノーマル・クライシス 東映

2016年5月21日 海よりもまだ深く ギャガ

機動戦士ガンダム THE ORIGINⅢ 暁の蜂起 松竹

2016年5月27日 スノーホワイト 氷の王国 東宝東和

2016年5月28日 オオカミ少女と黒王子 ワーナー・ブラザース

エンド・オブ・キングダム ショウゲート

ヒメアノ～ル 日活



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

調査作品リスト(8/27) （39作品）2016年8月6日（土）～7日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年7月1日 ブルックリン 20世紀フォックス

アリス・イン・ワンダーランド／時間の旅 ウォルト・ディズニー・スタジオ

ウォークラフト 東宝東和

2016年7月2日 セトウツミ ブロードメディア・スタジオ

全員、片想い 東映

2016年7月9日 インデペンデンス・デイ：リサージェンス 20世紀フォックス

KINGSGLAIVE FINAL FANTASY XV アニプレックス

シング・ストリート 未来へのうた ギャガ

2016年7月16日 HiGH&LOW THE MOVIE 松竹

ファインディング・ドリー ウォルト・ディズニー・スタジオ

AMY エイミー KADOKAWA

ポケモン・ザ・ムービーXY＆Z
「ボルケニオンと機巧（からくり）のマギアナ」

東宝

2016年7月22日 トランボ ハリウッドに最も嫌われた男 東北新社

2016年7月23日 ONE PIECE FILM GOLD ワンピース フィルム ゴールド 東映

ロスト・バケーション
ソニー・ピクチャーズ
・エンタテインメント

アクセル・ワールド INFINITE∞BURST ワーナー・ブラザース

2016年7月29日 シン・ゴジラ*1 東宝

2016年7月30日 ターザン：REBORN ワーナー・ブラザース

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年6月1日 デッドプール 20世紀フォックス

2016年6月3日 サウスポー ポニーキャニオン

2016年6月4日 高台家の人々 東宝

植物図鑑 運命の恋、ひろいました 松竹

探偵ミタライの事件簿 星籠の海 東映

ロイヤル・ナイト 英国王女の秘密の外出 ギャガ

2016年6月10日 マネーモンスター
ソニー・ピクチャーズ
・エンタテインメント

アウトバーン アスミック・エース

2016年6月11日 64-ロクヨン- 後編 東宝

教授のおかしな妄想殺人 ロングライド

二ツ星の料理人 KADOKAWA

2016年6月17日 10 クローバーフィールド・レーン 東和ピクチャーズ

帰ってきたヒトラー ギャガ

2016年6月18日 クリーピー 偽りの隣人 松竹

MARS～ただ、君を愛してる～ ショウゲート

貞子vs伽椰子 KADOKAWA

葛城事件 ファントム・フィルム

2016年6月25日 TOO YOUNG TO DIE！ 若くして死ぬ 東宝

日本で一番悪い奴ら 東映

機動戦士ガンダム サンダーボルト DECEMBER SKY 松竹

嫌な女 松竹

*1 公開直後（本ページ）と公開後2ヶ月経過時点(次ページ)の差を比較するため2回調査があります



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

調査作品リスト(9/27) （33作品）2016年10月8日（土）～9日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年9月9日 キング・オブ・エジプト ギャガ

弱虫ペダル SPARE BIKE 東宝映像事業部

2016年9月10日 スーサイド・スクワッド ワーナー・ブラザース

四月は君の嘘 東宝

超高速！参勤交代 リターンズ 松竹

2016年9月17日 聲の形 松竹

BFG：ビッグ・フレンドリー・ジャイアント
ウォルト・ディズニー・
スタジオ

レッドタートル ある島の物語 東宝

怒り 東宝

2016年9月22日 真田十勇士 松竹

闇金ウシジマくん Part3 東宝映像事業部

ザ・ビートルズ～EIGHT DAYS A WEEK 
- The Touring Years

KADOKAWA

2016年9月23日 亜人 第3部「衝戟」 東宝映像事業部

2016年9月24日 ハドソン川の奇跡 ワーナー・ブラザース

メカニック：ワールドミッション ショウゲート

2016年10月1日 SCOOP! 東宝

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年7月29日 シン・ゴジラ*1 東宝

2016年8月6日 秘密 THE TOP SECRET 松竹

ルドルフとイッパイアッテナ 東宝

2016年8月11日 X-MEN：アポカリプス 20世紀フォックス

ジャングル・ブック
ウォルト・ディズニー・
スタジオ

ペット 東宝東和

栄光のランナー/1936ベルリン 東北新社

2016年8月13日 劇場版アイカツスターズ！ 東映

ストリート・オーケストラ ギャガ

2016年8月19日 ゴーストバスターズ
ソニー・ピクチャーズ・
エンタテインメント

傷物語Ⅱ 熱血篇 東宝映像事業部

2016年8月20日 青空エール 東宝

2016年8月26日
ミュータント・ニンジャ・タートルズ
：影＜シャドウズ＞

東和ピクチャーズ

君の名は。 東宝

2016年8月27日 後妻業の女 東宝

2016年9月1日 グランドイリュージョン 見破られたトリック KADOKAWA

2016年9月3日
黒子のバスケ ウインターカップ総集編
～影と光～

松竹

*1 公開直後（前ページ）と公開後2ヶ月経過時点(本ページ)の差を比較するため2回調査があります



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

調査作品リスト(10/27) （39作品）2016年12月24日（土）～25日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年11月11日 オケ老人！ ファントム・フィルム

ジャック・リーチャー NEVER GO BACK 東和ピクチャーズ

2016年11月12日 ミュージアム ワーナー・ブラザース

この世界の片隅に 東京テアトル

2016年11月18日 ガール・オン・ザ・トレイン 東宝東和

2016年11月19日 聖の青春 KADOKAWA

2016年11月23日 ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅 ワーナー・ブラザース

2016年11月26日 疾風ロンド 東映

劇場版 艦これ KADOKAWA

2016年12月1日 マダム・フローレンス！ 夢見るふたり ギャガ

2016年12月3日 RANMARU 神の舌を持つ男 松竹

アズミ・ハルコは行方不明 ファントム・フィルム

2016年12月10日 モンスターストライク THE MOVIE ワーナー・ブラザース

海賊とよばれた男 東宝

2016年12月16日 ローグ・ワン／スター・ウォーズ・ストーリー ウォルト・ディズニー・スタジオ

2016年12月17日 ぼくは明日、昨日のきみとデートする 東宝

映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だ
ニャン！

東宝

好きになるその瞬間を。 アニプレックス

2016年12月23日 バイオハザード：ザ・ファイナル
ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年10月7日 ジェイソン・ボーン 東宝東和

2016年10月8日 グッドモーニングショー 東宝

少女 東映

HiGH&LOW THE RED RAIN 松竹

2016年10月14日 永い言い訳 アスミック・エース

GANTZ:O｜ガンツ:オー 東宝映像事業部

2016年10月15日 何者 東宝

2016年10月21日 スター・トレック BEYOND 東和ピクチャーズ

2016年10月22日 闇金ウシジマくん ザ・ファイナル 東宝映像事業部

金メダル男 ショウゲート

バースデーカード 東映

2016年10月28日 インフェルノ
ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

手紙は憶えている アスミック・エース

2016年10月29日 デスノート Light up the NEW world ワーナー・ブラザース

ブリジット・ジョーンズの日記 ダメな私の最後のモテ期 東宝東和

湯を沸かすほどの熱い愛 クロックワークス

2016年11月3日 コウノトリ大作戦！ ワーナー・ブラザース

2016年11月5日 続・深夜食堂 東映

映画 ボクの妻と結婚してください。 東宝

溺れるナイフ ギャガ



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

調査作品リスト(11/27) （40作品）2017年3月25日（土）～26日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2017年2月18日 劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール- アニプレックス

一週間フレンズ。 松竹

愚行録 ワーナー・ブラザース

2017年2月24日 ラ・ラ・ランド ギャガ

xXx＜トリプルX＞：再起動 東和ピクチャーズ

2017年2月25日 素晴らしきかな、人生 ワーナー・ブラザース

きょうのキラ君 ショウゲート

彼らが本気で編むときは、 スールキートス

クリミナル 2人の記憶を持つ男 KADOKAWA

宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第一章 松竹メディア事業部

2017年3月3日 アサシン クリード 20世紀フォックス

2017年3月4日 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 東宝

ハルチカ KADOKAWA

2017年3月10日 モアナと伝説の海 ウォルト・ディズニー・スタジオ

2017年3月11日
チア☆ダン ～女子高生がチアダンスで全米制覇しちゃった
ホントの話～

東宝

2017年3月17日 SING／シング 東宝東和

2017年3月18日 3月のライオン 【前編】 東宝／アスミック・エース

ひるね姫 ～知らないワタシの物語～ ワーナー・ブラザース

公開日 調査作品タイトル 配給

2016年12月23日 土竜の唄 香港狂騒曲 東宝

ポッピンQ 東映

ピートと秘密の友達 ウォルト・ディズニー・スタジオ

2017年1月6日 傷物語III 冷血篇 東宝映像事業部

2017年1月7日 僕らのごはんは明日で待ってる アスミック・エース

2017年1月14日 本能寺ホテル 東宝

2017年1月21日 新宿スワンⅡ
ソニー・ピクチャーズ
・エンタテインメント

沈黙－サイレンス－ KADOKAWA

ザ・コンサルタント ワーナー・ブラザース

黒執事 Book of the Atlantic アニプレックス

2017年1月27日 ドクター・ストレンジ ウォルト・ディズニー・スタジオ

マグニフィセント・セブン
ソニー・ピクチャーズ
・エンタテインメント

2017年1月28日 キセキ ーあの日のソビトー 東映

破門 ふたりのヤクビョーガミ 松竹

恋妻家宮本（こいさいかみやもと） 東宝

2017年2月3日 ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち 20世紀フォックス

虐殺器官 東宝映像事業部

2017年2月4日 君と100回目の恋 アスミック・エース

2017年2月10日 マリアンヌ 東和ピクチャーズ

2017年2月11日
相棒-劇場版Ⅳ- 首都クライシス 人質は50万人！特命係
最後の決断

東映

サバイバルファミリー 東宝

たかが世界の終わり ギャガ



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

調査作品リスト(12/27) （40作品）2017年5月27日（土）～28日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2017年4月22日 3月のライオン 【後編】 東宝

スウィート17モンスター カルチャヴィル

劇場版Free！ -Timeless Medley- 絆 松竹

2017年4月28日 ワイルド・スピード ICE BREAK 東宝東和

2017年4月29日 帝一の國 東宝

無限の住人 ワーナー・ブラザース

2017年5月3日 ラストコップ THE MOVIE 松竹

2017年5月5日 カフェ・ソサエティ ロングライド

2017年5月6日 追憶 東宝

劇場版FAIRY TAIL -DRAGON CRY- ギャガ

2017年5月12日 ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー：リミックス ウォルト・ディズニー・スタジオ

スプリット 東宝東和

パーソナル・ショッパー 東北新社

2017年5月13日 サクラダリセット 後篇 ショウゲート

マンチェスター・バイ・ザ・シー ビターズ・エンド

破裏拳ポリマー KADOKAWA

2017年5月19日 メッセージ
ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

2017年5月20日 たたら侍 LDH PICTURES

ピーチガール 松竹

公開日 調査作品タイトル 配給

2017年3月24日 パッセンジャー
ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

ひるなかの流星 東宝

2017年3月25日 PとJK 松竹

キングコング：髑髏島の巨神 ワーナー・ブラザース

サクラダリセット 前篇 ショウゲート

2017年3月31日 ジャッキー／ファーストレディ 最後の使命 キノフィルムズ

ムーンライト ファントム・フィルム

2017年4月1日 レゴバットマン ザ・ムービー ワーナー・ブラザース

暗黒女子 東映

ハードコア クロックワークス

2017年4月7日 ゴースト・イン・ザ・シェル 東和ピクチャーズ

LION／ライオン ～25年目のただいま～ ギャガ

夜は短し歩けよ乙女 東宝映像事業部

2017年4月8日 Ｔ２ トレインスポッティング
ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

2017年4月14日 グレートウォール 東宝東和

2017年4月15日 ReLIFE リライフ 松竹

映画クレヨンしんちゃん 襲来!! 宇宙人シリリ 東宝

名探偵コナン から紅の恋歌（ラブレター） 東宝

ターシャ・テューダー 静かな水の物語 KADOKAWA

2017年4月21日 バーニング・オーシャン KADOKAWA

美女と野獣 ウォルト・ディズニー・スタジオ



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

調査作品リスト(13/27) （30作品）2017年7月29日（土）～30日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2017年6月30日 兄に愛されすぎて困ってます 松竹

2017年7月1日 パイレーツ・オブ・カリビアン／最後の海賊 ウォルト・ディズニー・スタジオ

劇場版Free！ -Timeless Medley- 約束 松竹

忍びの国 東宝

2017年7月7日 ジョン・ウィック：チャプター2 ポニーキャニオン

2017年7月8日 メアリと魔女の花 東宝

ライフ
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント

2017年7月14日 銀魂 ワーナー・ブラザース

2017年7月15日 カーズ／クロスロード ウォルト・ディズニー・スタジオ

ノーゲーム・ノーライフ ゼロ 角川アニメーション

パワーレンジャー 東映

劇場版ポケットモンスター キミにきめた！ 東宝

2017年7月21日 怪盗グルーのミニオン大脱走*1 東宝東和

2017年7月22日 心が叫びたがってるんだ。 アニプレックス

魔法少女リリカルなのは Reflection 松竹

公開日 調査作品タイトル 配給

2017年5月27日 ちょっと今から仕事やめてくる 東宝

バイオハザード：ヴェンデッタ KADOKAWA

家族はつらいよ2 松竹

2017年6月1日 ローガン 20世紀フォックス

2017年6月3日 花戦さ 東映

2017年6月9日 パトリオット・デイ キノフィルムズ

2017年6月10日 22年目の告白－私が殺人犯です－ ワーナー・ブラザース

KING OF PRISM -PRIDE the HERO- エイベックス・ピクチャーズ

昼顔 東宝

2017年6月17日 キング・アーサー ワーナー・ブラザース

こどもつかい 松竹

劇場版 魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女 アニプレックス

2017年6月24日 いつまた、君と ～何日君再来（ホーリージュンザイライ）～ ショウゲート

ハクソー・リッジ キノフィルムズ

宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第二章 発進篇 松竹メディア事業部

*1 公開直後（本ページ）と公開後2ヶ月経過時点(次ページ)の差を比較するため2回調査があります



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

調査作品リスト(14/27) （38作品）2017年9月30日（土）～10月1日（日）実査

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2017年9月1日 スキップ・トレース KADOKAWA

トリガール！ ショウゲート

新感染 ファイナル・エクスプレス twin

二度めの夏、二度と会えない君 キノフィルムズ

2017年9月2日 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 激突 ルウム会戦 松竹

2017年9月9日 あしたは最高のはじまり KADOKAWA

ダンケルク ワーナー・ブラザース

三度目の殺人 東宝/ギャガ

散歩する侵略者 松竹/日活

2017年9月15日 エイリアン：コヴェナント 20世紀フォックス

ハイキュー!! 才能とセンス 東宝映像事業部

2017年9月16日 奥田民生になりたいボーイと出会う男すべて狂わせるガール 東宝

交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション1 ショウゲート

2017年9月22日 あさひなぐ 東宝映像事業部

2017年9月23日 ナミヤ雑貨店の奇蹟 KADOKAWA/松竹

ユリゴコロ 東映/日活

公開日 調査作品タイトル 配給

2017年7月21日 怪盗グルーのミニオン大脱走*1 東宝東和

2017年7月28日 ザ・マミー／呪われた砂漠の王女 東宝東和

君の膵臓をたべたい 東宝

2017年7月29日 ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ KADOKAWA

東京喰種 トーキョーグール 松竹

2017年8月4日 ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない 第一章 東宝/ワーナー・ブラザース

トランスフォーマー／最後の騎士王 東和ピクチャーズ

2017年8月11日 スパイダーマン：ホームカミング
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

ターミネーター2 3D キノフィルムズ

2017年8月12日 フェリシーと夢のトウシューズ キノフィルムズ

2017年8月18日 打ち上げ花火、下から見るか？横から見るか？ 東宝

2017年8月19日 HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY 松竹

ダイバージェント FINAL シンカ

ベイビー・ドライバー
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

2017年8月25日 エル ELLE ギャガ

きみの声をとどけたい 東北新社

ワンダーウーマン ワーナー・ブラザース

2017年8月26日 ハイジ アルプスの物語 キノフィルムズ

ボブという名の猫 幸せのハイタッチ コムストック・グループ

関ヶ原 東宝/アスミック・エース

関西ジャニーズJr.のお笑いスター誕生！ 松竹

劇場版 Fate/kaleid liner プリズマ☆イリヤ 雪下の誓い 角川ANIMATION

*1 公開直後（前ページ）と公開後2ヶ月経過時点(本ページ)の差を比較するため2回調査があります



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2017年9月29日 僕のワンダフル・ライフ 東宝東和

ドリーム 20世紀フォックス

2017年9月30日 亜人 東宝

2017年10月7日 アウトレイジ 最終章
ワーナー・ブラザース/オフィ
ス北野

ナラタージュ 東宝/アスミック・エース

2017年10月13日 猿の惑星：聖戦記（グレート・ウォー） 20世紀フォックス

2017年10月14日 劇場版 Fate/stay night[Heaven's Feel] Ⅰ.presage flower アニプレックス

恋と嘘 ショウゲート

2017年10月20日 アトミック・ブロンド KADOKAWA

2017年10月21日 ミックス。 東宝

斉木楠雄のΨ難
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント/アスミック・エース

バリー・シール／アメリカをはめた男 東宝東和

2017年10月27日 ブレードランナー 2049
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

2017年10月28日 先生！ 、、、好きになってもいいですか？ ワーナー・ブラザース

彼女がその名を知らない鳥たち クロックワークス

2017年11月3日 マイティ・ソー バトルロイヤル ウォルト・ディズニー・スタジオ

IT／イット “それ”が見えたら、終わり。 ワーナー・ブラザース

ラストレシピ ～麒麟の舌の記憶～ 東宝

氷菓 KADOKAWA

公開日 調査作品タイトル 配給

2017年11月10日 ジグソウ：ソウ・レガシー アスミック・エース

ザ･サークル ギャガ

2017年11月11日 HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION 松竹

ご注文はうさぎですか？？ ～Dear My Sister～ ショウゲート

2017年11月17日 GODZILLA 怪獣惑星 東宝映像事業部

2017年11月18日 泥棒役者 ショウゲート

ローガン・ラッキー
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント/STAR CHANNEL

2017年11月23日 ジャスティス・リーグ ワーナー・ブラザース

火花 東宝

gifted／ギフテッド 20世紀フォックス

2017年12月1日 鋼の錬金術師 ワーナー・ブラザース

探偵はBARにいる3 東映

2017年12月8日 オリエント急行殺人事件 20世紀フォックス

2017年12月9日 DESTINY 鎌倉ものがたり 東宝

ガールズ＆パンツァー 最終章 第1話 ショウゲート

2017年12月15日 スター・ウォーズ／最後のジェダイ ウォルト・ディズニー・スタジオ

2017年12月16日 映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活 東宝

8年越しの花嫁 奇跡の実話 松竹

2017年12月22日 カンフー・ヨガ KADOKAWA

2017年12月23日 未成年だけどコドモじゃない 東宝

リベンジgirl
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント

調査作品リスト(15/27) （40作品）2018年1月13日（土）～1月14日（日）実査



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2018年1月5日 嘘八百 ギャガ

キングスマン：ゴールデン・サークル 20世紀フォックス

2018年1月6日 映画 中二病でも恋がしたい！ -Take On Me- 松竹

2018年1月13日 劇場版マジンガーZ／INFINITY 東映

2018年1月19日 ジオストーム ワーナー・ブラザース

パディントン2 キノフィルムズ

2018年1月20日 嘘を愛する女 東宝

2018年1月27日 ダークタワー
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

祈りの幕が下りる時 東宝

宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 第四章 天命篇 松竹メディア事業部

2018年2月1日 不能犯 ショウゲート

スリー・ビルボード 20世紀フォックス

2018年2月3日 羊の木 アスミック・エース

2018年2月9日 マンハント ギャガ

2018年2月10日 今夜、ロマンス劇場で ワーナー・ブラザース

コードギアス 反逆のルルーシュII 叛道 ショウゲート

2018年2月16日 グレイテスト・ショーマン 20世紀フォックス

2018年2月24日 空海－KU-KAI－ 美しき王妃の謎 東宝/KADOKAWA

公開日 調査作品タイトル 配給

2018年3月1日 ブラックパンサー ウォルト・ディズニー・スタジオ

15時17分、パリ行き ワーナー・ブラザース

シェイプ・オブ・ウォーター 20世紀フォックス

2018年3月3日 映画ドラえもん のび太の宝島 東宝

文豪ストレイドッグス DEAD APPLE（デッドアップル） 角川ANIMATION

プリンシパル～恋する私はヒロインですか？～ アニプレックス

2018年3月10日 北の桜守 東映

去年の冬、きみと別れ ワーナー・ブラザース

坂道のアポロン 東宝/アスミック・エース

2018年3月16日 リメンバー・ミー ウォルト・ディズニー・スタジオ

2018年3月17日 ちはやふる－結び－ 東宝

2018年3月21日 ボス・ベイビー 東宝東和

トゥームレイダー ファースト・ミッション ワーナー・ブラザース

曇天に笑う 松竹

2018年3月30日 ペンタゴン・ペーパーズ／最高機密文書 東宝東和

ウィンストン・チャーチル／ヒトラーから世界を救った男 ビターズ・エンド/パルコ

レッド・スパロー 20世紀フォックス

トレイン・ミッション ギャガ

ヴァレリアン 千の惑星の救世主 キノフィルムズ

2018年3月31日 honey 東映/ショウゲート

2018年4月6日 ジュマンジ／ウェルカム・トゥ・ジャングル
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント

クソ野郎と美しき世界 キノフィルムズ

調査作品リスト(16/27) （40作品）2018年4月14日（土）～4月15日（日）実査



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2018年4月6日 娼年 ファントム

2018年4月13日 パシフィック・リム：アップライジング 東宝東和

映画クレヨンしんちゃん
爆盛！カンフーボーイズ ～拉麺大乱～

東宝

名探偵コナン ゼロの執行人（しっこうにん） 東宝

2018年4月20日 いぬやしき 東宝

レディ・プレイヤー1 ワーナー・ブラザース

2018年4月21日 リズと青い鳥 松竹

2018年4月27日 アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー ウォルト・ディズニー・スタジオ

となりの怪物くん 東宝

ママレード・ボーイ ワーナー・ブラザース

2018年5月4日 アイ，トーニャ 史上最大のスキャンダル ショウゲート

ホース・ソルジャー ギャガ

ラプラスの魔女 東宝

2018年5月5日 機動戦士ガンダム THE ORIGIN 誕生 赤い彗星 松竹

2018年5月12日 孤狼の血 東映

2018年5月18日 GODZILLA 決戦機動増殖都市 東宝映像事業部

のみとり侍 東宝

ピーターラビット
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

ランペイジ 巨獣大乱闘 ワーナー・ブラザース

公開日 調査作品タイトル 配給

2018年5月25日 ゲティ家の身代金 KADOKAWA

犬ヶ島 20世紀フォックス

妻よ薔薇のように 家族はつらいよⅢ 松竹

友罪 ギャガ

恋は雨上がりのように 東宝

2018年5月26日 コードギアス 反逆のルルーシュIII 皇道 ショウゲート

2018年6月1日 50回目のファーストキス
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント

OVER DRIVE 東宝

デッドプール2 20世紀フォックス

2018年6月8日 家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。 KADOKAWA

万引き家族 ギャガ

羊と鋼の森 東宝

2018年6月9日 終わった人 東映

2018年6月15日 メイズ・ランナー：最期の迷宮 20世紀フォックス

ワンダー 君は太陽 キノフィルムズ

空飛ぶタイヤ 松竹

2018年6月22日 焼肉ドラゴン KADOKAWA/ファントム

2018年6月29日 ハン・ソロ／スター・ウォーズ・ストーリー ウォルト・ディズニー・スタジオ

2018年6月30日 パンク侍、斬られて候 東映

調査作品リスト(17/27) （38作品）2018年7月7日（土）～7月8日（日）実査



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2018年7月6日 バトル・オブ・ザ・セクシーズ 20世紀フォックス

虹色デイズ 松竹

2018年7月13日 インサイド ショウゲート

グッバイ・ゴダール！ ギャガ

ジュラシック・ワールド／炎の王国 東宝東和

劇場版ポケットモンスター みんなの物語 東宝

2018年7月14日 ピース・ニッポン ファントム・フィルム

2018年7月20日 BLEACH ワーナー・ブラザース

ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス ギャガ

未来のミライ 東宝

2018年7月27日 ウインド・リバー KADOKAWA

劇場版 コード・ブルー －ドクターヘリ緊急救命－ 東宝

2018年8月1日 インクレディブル・ファミリー ウォルト・ディズニー・スタジオ

センセイ君主 東宝

青夏 きみに恋した30日 松竹

2018年8月3日 スターリンの葬送狂騒曲 ギャガ

ミッション：インポッシブル／フォールアウト 東和ピクチャーズ

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ～2人の英雄（ヒー
ロー）～

東宝

2018年8月4日 2重螺旋の恋人 キノフィルムズ

2018年8月10日 オーシャンズ8 ワーナー・ブラザース

2018年8月17日 タリーと私の秘密の時間 キノフィルムズ

ペンギン・ハイウェイ 東宝映像事業部

銀魂2 掟は破るためにこそある ワーナー・ブラザース

公開日 調査作品タイトル 配給

2018年8月18日 劇場版 七つの大罪 天空の囚われ人 東映

2018年8月24日 ちいさな英雄−カニとタマゴと透明人間− 東宝

マンマ・ミーア！ ヒア・ウィー・ゴー 東宝東和

検察側の罪人 東宝

2018年8月25日 皇帝ペンギン ただいま ハピネット

2018年8月31日 SUNNY 強い気持ち・強い愛 東宝

アントマン＆ワスプ ウォルト・ディズニー・スタジオ

2018年9月1日 君の膵臓をたべたい アニプレックス

2018年9月7日 MEG ザ・モンスター ワーナー・ブラザース

泣き虫しょったんの奇跡 東京テアトル

累 －かさね－ 東宝

2018年9月14日 3D彼女 リアルガール ワーナー・ブラザース

ザ・プレデター 20世紀フォックス

プーと大人になった僕 ウォルト・ディズニー・スタジオ

響－HIBIKI－ 東宝

調査作品リスト(18/27) （38作品）
2018年9月22日（土）～9月23日（日）実査

公開日 調査作品タイトル 配給

2018年6月23日 カメラを止めるな！
アスミック・エース/
ENBUゼミナール

調査作品リスト（1作品）
2018年10月20日（土）～10月21日（日）実査



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2018年9月21日 コーヒーが冷めないうちに 東宝

パパはわるものチャンピオン ショウゲート

死霊館のシスター ワーナー・ブラザース

食べる女 東映

2018年9月28日 クワイエット・プレイス 東和ピクチャーズ

散り椿 東宝

2018年9月29日 劇場版 夏目友人帳 ～うつせみに結ぶ～ アニプレックス

2018年10月5日 あのコの、トリコ。 ショウゲート

あの頃、君を追いかけた キノフィルムズ

パーフェクトワールド 君といる奇跡 松竹/LDH PICTURES

モンスターストライク THE MOVIE ソラノカナタ ワーナー・ブラザース

2018年10月12日 ルイスと不思議の時計 東宝東和

宇宙の法 －黎明編－ 日活

音量を上げろタコ！ なに歌ってんのか全然わかんねぇん
だよ！！

アスミック・エース

2018年10月13日 日日是好日 東京テアトル/ヨアケ

2018年10月19日 デス・ウィッシュ ショウゲート

億男 東宝

2018年10月26日 search／サーチ
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

旅猫リポート 松竹

公開日 調査作品タイトル 配給

2018年11月1日 ビブリア古書堂の事件手帖
20世紀フォックス
/KADOKAWA

2018年11月2日 ヴェノム
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント

スマホを落としただけなのに 東宝

2018年11月3日 走れ！T校バスケット部 東映

2018年11月9日 ういらぶ。 アスミック・エース

ボヘミアン・ラプソディ 20世紀フォックス

2018年11月16日 ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ KADOKAWA

人魚の眠る家 松竹

2018年11月23日 ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 ワーナー・ブラザース

2018年11月30日 かぞくいろ －RAILWAYS わたしたちの出発－ 松竹

くるみ割り人形と秘密の王国 ウォルト・ディズニー・スタジオ

2018年12月7日 おとなの恋は、まわり道 ショウゲート

来る 東宝

2018年12月14日 グリンチ 東宝東和

ドラゴンボール超 ブロリー 東映

映画 妖怪ウォッチ FOREVER FRIENDS 東宝

春待つ僕ら ワーナー・ブラザース

2018年12月21日 アリー／スター誕生 ワーナー・ブラザース

シュガー・ラッシュ：オンライン ウォルト・ディズニー・スタジオ

ニセコイ 東宝

調査作品リスト(19/27) （39作品）2018年12月29日（土）～12月30日（日）実査



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2018年12月28日 こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話 松竹

2019年1月4日
ラブライブ！サンシャイン！！
The School Idol Movie Over the Rainbow

松竹

2019年1月11日 クリード 炎の宿敵 ワーナー・ブラザース

2019年1月12日 劇場版 Fate/stay night[Heaven’s Feel] II.lost butterfly アニプレックス

2019年1月18日 TAXi ダイヤモンド・ミッション アスミック・エース

チワワちゃん KADOKAWA

マスカレード・ホテル 東宝

ミスター・ガラス ウォルト・ディズニー・スタジオ

映画 刀剣乱舞 東宝映像事業部

2019年1月25日
PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System 
Case．1 罪と罰

東宝映像事業部

2019年1月25日 ナチス第三の男 アスミック・エース

愛唄 −約束のナクヒト− 東映

映画 がっこうぐらし！ REGENTS

十二人の死にたい子どもたち ワーナー・ブラザース

2019年2月1日 メリー・ポピンズ リターンズ ウォルト・ディズニー・スタジオ

七つの会議 東宝

雪の華 ワーナー・ブラザース

2019年2月8日 アクアマン ワーナー・ブラザース

ファースト・マン 東宝東和

劇場版 幼女戦記 KADOKAWA

劇場版シティーハンター アニプレックス

2019年2月9日 コードギアス 復活のルルーシュ ショウゲート

公開日 調査作品タイトル 配給

2019年2月15日 トラさん～僕が猫になったワケ～ ショウゲート

フォルトゥナの瞳 東宝

劇場版 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだ
ろうか －オリオンの矢－

ワーナー・ブラザース

女王陛下のお気に入り 20世紀フォックス

2019年2月22日 アリータ：バトル・エンジェル 20世紀フォックス

サムライマラソン ギャガ

ねことじいちゃん クロックワークス

母を亡くした時、僕は遺骨を食べたいと思った。 アスミック・エース

僕の彼女は魔法使い 日活

翔んで埼玉 東映

2019年3月1日 グリーンブック ギャガ

映画ドラえもん のび太の月面探査記 東宝

九月の恋と出会うまで ワーナー・ブラザース

2019年3月8日 スパイダーマン：スパイダーバース
ソニー・ピクチャーズ
エンタテインメント

運び屋 ワーナー・ブラザース

2019年3月9日 ROMA／ローマ Netflix

2019年3月15日 キャプテン・マーベル ウォルト・ディズニー・スタジオ

君は月夜に光り輝く 東宝

調査作品リスト(20/27) （40作品）2019年3月23日（土）～3月24日（日）実査



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2019年3月21日 L♡DK ひとつ屋根の下、「スキ」がふたつ。 東映

PRINCE OF LEGEND 東宝

2019年3月22日 バンブルビー 東和ピクチャーズ

ブラック・クランズマン パルコ

2019年3月29日 ダンボ ウォルト・ディズニー・スタジオ

映画 少年たち 松竹

2019年4月5日 バイス ロングライド

麻雀放浪記2020 東映

2019年4月12日 ハロウィン パルコ

ハンターキラー 潜航せよ ギャガ

多十郎殉愛記
東映/よしもとクリエイティブ・
エージェンシー

名探偵コナン 紺青の拳（こんじょうのフィスト） 東宝

2019年4月19日 キングダム 東宝

シャザム！ ワーナー・ブラザース

愛がなんだ エレファントハウス

映画クレヨンしんちゃん
新婚旅行ハリケーン～失われたひろし～

東宝

劇場版 響け！ユーフォニアム～誓いのフィナーレ～ 松竹

2019年4月26日 アベンジャーズ／エンドゲーム ウォルト・ディズニー・スタジオ

バースデー・ワンダーランド ワーナー・ブラザース

2019年5月3日 映画 賭ケグルイ ギャガ

名探偵ピカチュウ 東宝

公開日 調査作品タイトル 配給

2019年5月10日 チア男子！！
バンダイナムコアーツ/
ポニーキャニオン

ラ・ヨローナ ～泣く女～ ワーナー・ブラザース

甲鉄城のカバネリ 海門決戦 松竹メディア事業部

轢き逃げ 最高の最悪な日 東映

2019年5月17日 うちの執事が言うことには 東映

コンフィデンスマンJP 東宝

レプリカズ ショウゲート

居眠り磐音 松竹

2019年5月24日 プロメア 東宝映像事業部

空母いぶき キノフィルムズ

小さな恋のうた 東映

貞子 KADOKAWA

2019年5月31日 ゴジラ キング・オブ・モンスターズ 東宝

パラレルワールド・ラブストーリー 松竹

長いお別れ アスミック・エース

2019年6月7日 アラジン ウォルト・ディズニー・スタジオ

スノー・ロワイヤル KADOKAWA

海獣の子供 東宝映像事業部

町田くんの世界 ワーナー・ブラザース

調査作品リスト(21/27) （40作品）2019年6月15日（土）～6月16日（日）実査



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2019年6月14日 Fate/kaleid liner Prisma☆Illya プリズマ☆ファンタズム 角川ANIMATION

メン・イン・ブラック：インターナショナル
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

泣くな赤鬼 KADOKAWA

劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEキングダム 松竹

2019年6月15日 ガールズ＆パンツァー 最終章 第2話 ショウゲート

青春ブタ野郎はゆめみる少女の夢を見ない アニプレックス

2019年6月21日 X-MEN：ダーク・フェニックス 20世紀フォックス

きみと、波にのれたら 東宝

ザ・ファブル 松竹

劇場版 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん ギャガ

2019年6月28日 スパイダーマン ファー・フロム・ホーム
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

ホットギミック ガールミーツボーイ 東映

今日も嫌がらせ弁当 ショウゲート

新聞記者
スターサンズ/イオンエンター
テイメント

凪待ち キノフィルムズ

2019年7月5日 Diner ダイナー ワーナー・ブラザース

いつのまにか、ここにいる Documentary of 乃木坂46 東宝映像事業部

ゴールデン・リバー ギャガ

劇場版 Free！－Road to the World－夢 松竹

2019年7月12日 トイ・ストーリー4 ウォルト・ディズニー・スタジオ

ミュウツーの逆襲 EVOLUTION 東宝

公開日 調査作品タイトル 配給

2019年7月19日 チャイルド・プレイ 東和ピクチャーズ

天気の子 東宝

東京喰種 トーキョーグール 【S】 松竹

2019年7月20日 存在のない子供たち キノフィルムズ

2019年7月26日 アルキメデスの大戦 東宝

ペット2 東宝東和

2019年8月2日 ドラゴンクエスト ユア・ストーリー 東宝

ワイルド・スピード／スーパーコンボ 東宝東和

2019年8月9日 ONE PIECE STAMPEDE ワンピース スタンピード 東映

ライオン・キング ウォルト・ディズニー・スタジオ

2019年8月16日 イソップの思うツボ アスミック・エース

ダンスウィズミー ワーナー・ブラザース

命みじかし、恋せよ乙女 ギャガ

2019年8月23日 ロケットマン 東和ピクチャーズ

劇場版 おっさんずラブ LOVE or DEAD 東宝

二ノ国 ワーナー・ブラザース

2019年8月30日 ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド
ソニー・ピクチャーズ・エンタ
テインメント

引っ越し大名！ 松竹

映画 この素晴らしい世界に祝福を！ 紅伝説 角川ANIMATION

調査作品リスト(22/27) （40作品）2019年9月7日（土）～9月8日（日）実査



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2019年9月6日 アス 東宝東和

ヴァイオレット・エヴァーガーデン 外伝 －永遠と自動手
記人形－

松竹

かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～ 東宝

台風家族 キノフィルムズ

2019年9月13日 記憶にございません！ 東宝

人間失格 太宰治と3人の女たち 松竹

僕のワンダフル・ジャーニー 東宝東和

2019年9月20日 3人の信長 HIGH BROW CINEMA

HELLO WORLD 東宝

アイネクライネナハトムジーク ギャガ

アド・アストラ 20世紀フォックス

アナベル 死霊博物館 ワーナー・ブラザース

見えない目撃者 東映

2019年9月27日 銀河英雄伝説 Die Neue These  星乱 第一章 松竹メディア事業部

任侠学園 エイベックス・ピクチャーズ

惡の華 ファントム・フィルム

2019年10月4日 HiGH&LOW THE WORST 松竹

ジョーカー ワーナー・ブラザース

ジョン・ウィック：パラベラム ポニーキャニオン

ヒキタさん！ ご懐妊ですよ 東急レクリエーション

蜜蜂と遠雷 東宝

公開日 調査作品タイトル 配給

2019年10月11日 イエスタデイ 東宝東和

クロール −凶暴領域− 東和ピクチャーズ

空の青さを知る人よ 東宝

最高の人生の見つけ方 ワーナー・ブラザース

真実 ギャガ

2019年10月18日 スペシャルアクターズ 松竹

フッド：ザ・ビギニング キノフィルムズ

マレフィセント2 ウォルト・ディズニー・スタジオ

楽園 KADOKAWA

世界から希望が消えたなら。 日活

2019年10月25日 ジェミニマン 東和ピクチャーズ

2019年10月26日 冴えない彼女の育てかた Fine アニプレックス

2019年11月1日 IT／イット THE END “それ”が見えたら、終わり。 ワーナー・ブラザース

ブラック校則 松竹

マチネの終わりに 東宝

閉鎖病棟－それぞれの朝－ 東映

2019年11月8日 Re：ゼロから始める異世界生活 氷結の絆 角川ANIMATION

ターミネーター：ニュー・フェイト ウォルト・ディズニー・スタジオ

映画 すみっコぐらし とびだす絵本とひみつのコ アスミック・エース

調査作品リスト(23/27) （40作品）2019年11月16日（土）～11月17日（日）実査



All rights reserved GEM Partners Inc. CONFIDENTIAL

「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2019年11月8日 ひとよ 日活

2019年11月15日 オーバー・エベレスト 陰謀の氷壁 AA

ブライトバーン／恐怖の拡散者 Rakuten/東宝東和

2019年11月22日 アナと雪の女王２ WDS

決算！忠臣蔵 松竹

2019年11月29日 シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション アルバトロス

ドクター・スリープ WB

2019年12月6日 ルパン三世 THE FIRST 東宝

午前0時、キスしに来てよ 松竹

2019年12月13日 カツベン！ 東映

ジュマンジ／ネクスト・レベル SPE

ぼくらの7日間戦争(※2019年劇場公開のアニメ作品) KADOKAWA/GAGA

映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか 東宝

屍人荘の殺人 東宝

2019年12月20日 スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け WDS

ヒックとドラゴン 聖地への冒険 東宝東和/GAGA

僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ヒーローズ：ライジン
グ

東宝

2019年12月27日 男はつらいよ お帰り 寅さん 松竹

公開日 調査作品タイトル 配給

2020年1月10日 カイジ ファイナルゲーム 東宝

ダウントン・アビー（2020年劇場公開作品） 東宝東和

パラサイト 半地下の家族 ビターズ・エンド

フォードvsフェラーリ FOX

2020年1月17日 ジョジョ・ラビット FOX

ラストレター 東宝

リチャード・ジュエル WB

記憶屋 あなたを忘れない 松竹

劇場版メイドインアビス 深き魂の黎明 角川ANIMATION

2020年1月18日 劇場版 ハイスクール・フリート アニプレックス

2020年1月24日 キャッツ CATS 東宝東和

サヨナラまでの30分 AA

シグナル100 東映

2020年1月31日 AI崩壊 WB

ナイブズ・アウト／名探偵と刃の館の秘密 ロングライド

バッドボーイズ フォー・ライフ SPE

嘘八百 京町ロワイヤル GAGA

前田建設ファンタジー営業部
バンダイナムコアーツ/
東京テアトル

2020年2月7日 ヲタクに恋は難しい*1 東宝

犬鳴村*1 東映

2020年2月14日 1917 命をかけた伝令*1 東宝東和

調査作品リスト(24/27) （39作品）2020年2月22日（土）～2月23日（日）実査

*1 公開直後（本ページ）と公開後3ヶ月経過時点（次ページ）の差を比較するため2回調査があります
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「作品別 ポストサーベイレポート」

公開日 調査作品タイトル 配給

2020年2月7日 グッドライアー 偽りのゲーム ワーナー・ブラザース

ザ・ピーナッツバター・ファルコン イオンエンターテイメント

ヲタクに恋は難しい*1 東宝

犬鳴村*1 東映

侍の名のもとに～野球日本代表 侍ジャパンの800日～ アスミック・エース

2020年2月14日 1917 命をかけた伝令*1 東宝東和

グッドバイ～嘘からはじまる人生喜劇～ キノフィルムズ

影裏
ソニー・ミュージックエンタテイ
ンメント

2020年2月21日 Red 日活

スキャンダル ギャガ

スマホを落としただけなのに 囚われの殺人鬼 東宝

チャーリーズ・エンジェル
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆 東映

ミッドサマー ファントム

恐竜超伝説 劇場版ダーウィンが来た！ ユナイテッド・シネマ

名もなき生涯 ウォルト・ディズニー・スタジオ

2020年2月22日
映画 ねこねこ日本史 ～龍馬のはちゃめちゃタイムトラベ
ルぜよ！～

アニプレックス

公開日 調査作品タイトル 配給

2020年2月28日 L.O.L. サプライズ！ ウィンターディスコ ザ・ムービー イオンエンターテイメント

エスケープ・ルーム 東京テアトル

スケアリーストーリーズ 怖い本 クロックワークス

架空OL日記 ポニーキャニオン

黒い司法 0％からの奇跡 ワーナー・ブラザース

初恋 東映

野性の呼び声 ウォルト・ディズニー・スタジオ

2020年2月29日 劇場版 SHIROBAKO ショウゲート

2020年3月6日 Fukushima 50（フクシマフィフティ） 松竹/KADOKAWA

ジュディ 虹の彼方に ギャガ

仮面病棟 ワーナー・ブラザース

劇場版 おいしい給食 Final Battle
AMGエンタテインメント/イオ
ンエンターテイメント

2020年3月13日 ジョン・F・ドノヴァンの死と生 ファントム・フィルム/松竹

貴族降臨 －PRINCE OF LEGEND－ 東宝

2020年3月20日 ハーレイ・クインの華麗なる覚醒 Birds of Prey ワーナー・ブラザース

一度死んでみた 松竹

三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実 ギャガ

弥生、三月 －君を愛した30年－ 東宝

調査作品リスト(25/27) （35作品）2020年5月16日（土）～5月17日（日）実査

*1 公開直後（前ページ）と公開後3ヶ月経過時点（本ページ）の差を比較するため2回調査があります
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公開日 調査作品タイトル 配給

2020年6月5日 デッド・ドント・ダイ ロングライド

2020年6月12日ストーリー・オブ・マイライフ／わたしの若草物語
ソニー・ピクチャーズ・エンタテ
インメント

2020年6月19日エジソンズ・ゲーム KADOKAWA

ドクター・ドリトル 東宝東和

水曜日が消えた 日活

2020年6月26日ソニック・ザ・ムービー 東和ピクチャーズ

ランボー ラスト・ブラッド ギャガ

2020年7月3日 MOTHER マザー スターサンズ/KADOKAWA

2020年7月10日WAVES／ウェイブス ファントム

私がモテてどうすんだ 松竹

透明人間 東宝東和

2020年7月17日ステップ エイベックスピクチャーズ

劇場 吉本興業

今日から俺は！！劇場版 東宝

2020年7月23日コンフィデンスマンJP プリンセス編 東宝

海底47m 古代マヤの死の迷宮 ギャガ

2020年8月7日 ぐらんぶる ワーナー・ブラザース

映画ドラえもん のび太の新恐竜 東宝

日向坂46 ドキュメンタリー映画 3年目のデビュー TBS/キグー

2020年8月14日思い、思われ、ふり、ふられ(実写作品) 東宝

弱虫ペダル 松竹

2020年8月15日劇場版 Fate/stay night[Heaven’s Feel] III.spring song アニプレックス

公開日 調査作品タイトル 配給

2020年8月21日2分の1の魔法 ウォルト・ディズニー・スタジオ

糸 東宝

2020年8月22日映画 ギヴン アニプレックス

2020年8月28日奇跡との出会い。ー心に寄り添う。3ー 日活

事故物件 恐い間取り 松竹

青くて痛くて脆い 東宝

2020年9月4日 Reframe THEATER EXPERIENCE with you 日活

宇宙でいちばんあかるい屋根 KADOKAWA

人数の町 キノフィルムズ

僕たちの嘘と真実 Documentary of 欅坂46 東宝映像事業部

2020年9月5日
「はたらく細胞！！」最強の敵、再び。体の中は“腸”大騒
ぎ！

アニプレックス

2020年9月10日BREAK THE SILENCE: THE MOVIE エイベックスピクチャーズ

2020年9月11日ミッドウェイ キノフィルムズ

映画クレヨンしんちゃん 激突！ラクガキングダムとほぼ四
人の勇者

東宝

窮鼠はチーズの夢を見る ファントム

2020年9月18日TENET テネット ワーナー・ブラザース

劇場版 ヴァイオレット・エヴァーガーデン 松竹

調査作品リスト(26/27) （39作品）2020年9月26日（土）～9月27日（日）実査
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公開日 調査作品タイトル 配給

2020年9月25日ミッドナイトスワン キノフィルムズ

映画『映像研には手を出すな！』 東宝映像事業部

2020年10月2日トロールズ ミュージック★パワー 東宝東和

浅田家！ 東宝

2020年10月9日82年生まれ、キム・ジヨン クロックワークス

星の子 東京テアトル/ヨアケ

望み KADOKAWA

2020年10月16日 スパイの妻 ビターズ・エンド

みをつくし料理帖 東映

劇場版 鬼滅の刃 無限列車編 東宝/アニプレックス

夜明けを信じて。 日活

2020年10月23日 きみの瞳が問いかけている ギャガ

空に住む アスミック・エース

朝が来る キノフィルムズ

2020年10月30日 とんかつDJアゲ太郎 ワーナー・ブラザース

罪の声 東宝

2020年11月6日461個のおべんとう 東映

おらおらでひとりいぐも アスミック・エース

2020年11月7日羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来 アニプレックス/チームジョイ

2020年11月13日 ドクター・デスの遺産 －BLACK FILE－ ワーナー・ブラザース

ホテルローヤル ファントム・フィルム

水上のフライト KADOKAWA

魔女見習いをさがして 東映

公開日 調査作品タイトル 配給

2020年11月20日 STAND BY ME ドラえもん2 東宝

2020年11月27日 10万分の1 ポニーキャニオン/関西テレビ

2020年12月4日サイレント・トーキョー 東映

滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie 松竹

魔女がいっぱい ワーナー・ブラザース

2020年12月5日
劇場版 Fate/Grand Order 神聖円卓領域キャメロット 前
編 Wandering；Agateram

アニプレックス

2020年12月11日 新解釈・三國志 東宝

天外者（てんがらもん） ギグリーボックス

2020年12月18日 ビルとテッドの時空旅行 音楽で世界を救え！ ファントム

ワンダーウーマン 1984 ワーナー・ブラザース

私をくいとめて 日活

約束のネバーランド 東宝

2020年12月25日 HoneyWorks 10th Anniversary “LIP×LIP FILM×LIVE” 東映

ジョゼと虎と魚たち 松竹/KADOKAWA

映画 えんとつ町のプペル 東宝

劇場版ポケットモンスター ココ 東宝

2021年1月1日 新感染半島 ファイナル・ステージ ギャガ

調査作品リスト(27/27) （40作品）2021年1月9日（土）～1月10日（日）実査


