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「2022 定点調査」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

映画館での鑑賞本数の詳細 表示年に観た映画の本数 全体

映画館での鑑賞本数の詳細 表示年に観た映画の本数 0本

映画館での鑑賞本数の詳細 表示年に観た映画の本数 1-2本

映画館での鑑賞本数の詳細 表示年に観た映画の本数 3-5本

映画館での鑑賞本数の詳細 表示年に観た映画の本数 6-11本

映画館での鑑賞本数の詳細 表示年に観た映画の本数 12本以上

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 全体

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 外国映画（実写）

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 外国映画（アニメ）

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 日本映画（実写）

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 日本映画（アニメ）

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 単館、ミニシアター

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 午前十時の映画祭

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 二番館・名画座で上映

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 その他過去の名作映画

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 映画祭などの特別上映

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 ライブ・コンサート

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 スポーツ中継

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 演劇・舞台

映画館での鑑賞本数の詳細 各コンテンツ鑑賞者 その他

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 暇つぶし

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 ストレス発散

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 気分転換

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 日常生活からの解放

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 恋人・夫婦間のコミュニケーション

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 家族サービス

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 友人・知人との共通の話題作り

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 周囲へ情報発信（話題の提供）

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 流行の確認

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 他の鑑賞者との”一体感”を楽しむもの

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 異なる世界・人生の体験

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 好奇心、知識・教養の向上

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 新しい考え方・自分との出会い

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 アイデア、創造力の源泉

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 映像、音楽などの表現手法の体験

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 芸術作品の鑑賞

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 その他

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館で映画を観る時】 あてはまるものはない

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 暇つぶし

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 ストレス発散

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 気分転換

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 日常生活からの解放

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 恋人・夫婦間のコミュニケーション

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 家族サービス

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 友人・知人との共通の話題作り

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 周囲へ情報発信（話題の提供）

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 流行の確認

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 他の鑑賞者との”一体感”を楽しむもの

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 異なる世界・人生の体験

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 好奇心、知識・教養の向上

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 新しい考え方・自分との出会い

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 アイデア、創造力の源泉

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 映像、音楽などの表現手法の体験

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 芸術作品の鑑賞

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 その他

映画館での行動スタイル・こだわり 映画に求めるもの【映画館以外で映画を観る時】 あてはまるものはない

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 映画は映画館で観たい

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 映画は映画館以外で観たい

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 自分で観る映画を決める

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 人に誘われて映画を観る

映画館での行動スタイル・こだわり 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

映画館での行動スタイル・こだわり 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

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 映画館の設備優先

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 映画館の近さ・利便性優先

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 大作好き

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 大作こだわりなし

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり ミニシアター好き

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり ミニシアターこだわりなし

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり エンターテイメント好き
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「2022 定点調査」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

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり アート好き

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 大画面向け作品好き

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 大画面こだわりなし

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 普段の映画情報収集あり

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 普段の映画情報収集なし

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 事前情報収集する

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 事前情報収集しない

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 公開前から観ると決める

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 公開前に観ると決めない

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり なるべく早く観たい

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 観るタイミングこだわりなし

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 周りに口コミする

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 周りに口コミしない

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり ネットで口コミする

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり ネットで口コミしない

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 一人で行く

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 誰かと行く

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 割引デー積極利用

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 割引デーこだわりなし

映画館での行動スタイル・こだわり 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

映画館での行動スタイル・こだわり 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

映画館での行動スタイル・こだわり 映画を観る際のこだわり 映画館では館内飲食物を買う

映画館での行動スタイル・こだわり 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

映画館での行動スタイル・こだわり 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

映画館での行動スタイル・こだわり 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

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.1人で映画館に行くほうだ / B.誰かと一緒に行くほうだ】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.1人で映画館に行くほうだ / B.誰かと一緒に行くほうだ】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.1人で映画館に行くほうだ / B.誰かと一緒に行くほうだ】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.1人で映画館に行くほうだ / B.誰かと一緒に行くほうだ】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.1人で映画館に行くほうだ / B.誰かと一緒に行くほうだ】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.1人で映画館に行くほうだ / B.誰かと一緒に行くほうだ】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.メジャーな大作ものを映画館で観たい / B.そうでもない】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.メジャーな大作ものを映画館で観たい / B.そうでもない】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.メジャーな大作ものを映画館で観たい / B.そうでもない】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.メジャーな大作ものを映画館で観たい / B.そうでもない】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.メジャーな大作ものを映画館で観たい / B.そうでもない】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.メジャーな大作ものを映画館で観たい / B.そうでもない】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画は出来る限り映画館で観たい / B.映画館以外の方法で観たい】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画は出来る限り映画館で観たい / B.映画館以外の方法で観たい】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画は出来る限り映画館で観たい / B.映画館以外の方法で観たい】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画は出来る限り映画館で観たい / B.映画館以外の方法で観たい】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画は出来る限り映画館で観たい / B.映画館以外の方法で観たい】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画は出来る限り映画館で観たい / B.映画館以外の方法で観たい】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館ではエンタメ性の高い作品を観たい / B.アート性の高い作品を観たい】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館ではエンタメ性の高い作品を観たい / B.アート性の高い作品を観たい】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館ではエンタメ性の高い作品を観たい / B.アート性の高い作品を観たい】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館ではエンタメ性の高い作品を観たい / B.アート性の高い作品を観たい】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館ではエンタメ性の高い作品を観たい / B.アート性の高い作品を観たい】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館ではエンタメ性の高い作品を観たい / B.アート性の高い作品を観たい】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館では大スクリーンならではの作品のみを観たい / B.そうでもない】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館では大スクリーンならではの作品のみを観たい / B.そうでもない】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館では大スクリーンならではの作品のみを観たい / B.そうでもない】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館では大スクリーンならではの作品のみを観たい / B.そうでもない】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館では大スクリーンならではの作品のみを観たい / B.そうでもない】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館では大スクリーンならではの作品のみを観たい / B.そうでもない】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、なるべく早く見たい / B.特にこだわらない】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、なるべく早く見たい / B.特にこだわらない】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、なるべく早く見たい / B.特にこだわらない】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、なるべく早く見たい / B.特にこだわらない】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、なるべく早く見たい / B.特にこだわらない】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、なるべく早く見たい / B.特にこだわらない】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、割引デーに行くほうだ / B.特に気にしない】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、割引デーに行くほうだ / B.特に気にしない】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、割引デーに行くほうだ / B.特に気にしない】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、割引デーに行くほうだ / B.特に気にしない】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、割引デーに行くほうだ / B.特に気にしない】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、割引デーに行くほうだ / B.特に気にしない】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後は、周りに感想・お勧めを言うほうだ / B.そうでもない】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後は、周りに感想・お勧めを言うほうだ / B.そうでもない】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後は、周りに感想・お勧めを言うほうだ / B.そうでもない】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後は、周りに感想・お勧めを言うほうだ / B.そうでもない】 どちらとも言えない
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映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後は、周りに感想・お勧めを言うほうだ / B.そうでもない】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後は、周りに感想・お勧めを言うほうだ / B.そうでもない】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後はネットに感想・お勧めを書き込むほうだ / B.そうでもない】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後はネットに感想・お勧めを書き込むほうだ / B.そうでもない】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後はネットに感想・お勧めを書き込むほうだ / B.そうでもない】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後はネットに感想・お勧めを書き込むほうだ / B.そうでもない】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後はネットに感想・お勧めを書き込むほうだ / B.そうでもない】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で鑑賞した後はネットに感想・お勧めを書き込むほうだ / B.そうでもない】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観たい作品がなくとも上映作品は確認 / B.観たい作品がある時のみ映画館に行くか検討】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観たい作品がなくとも上映作品は確認 / B.観たい作品がある時のみ映画館に行くか検討】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観たい作品がなくとも上映作品は確認 / B.観たい作品がある時のみ映画館に行くか検討】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観たい作品がなくとも上映作品は確認 / B.観たい作品がある時のみ映画館に行くか検討】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観たい作品がなくとも上映作品は確認 / B.観たい作品がある時のみ映画館に行くか検討】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観たい作品がなくとも上映作品は確認 / B.観たい作品がある時のみ映画館に行くか検討】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観る映画を自ら決めて映画館に行く / B.他人から誘われることが多い】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観る映画を自ら決めて映画館に行く / B.他人から誘われることが多い】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観る映画を自ら決めて映画館に行く / B.他人から誘われることが多い】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観る映画を自ら決めて映画館に行く / B.他人から誘われることが多い】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観る映画を自ら決めて映画館に行く / B.他人から誘われることが多い】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観る映画を自ら決めて映画館に行く / B.他人から誘われることが多い】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.公開前からその作品を映画館で観ると決めることが多い / B.そうでもない】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.公開前からその作品を映画館で観ると決めることが多い / B.そうでもない】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.公開前からその作品を映画館で観ると決めることが多い / B.そうでもない】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.公開前からその作品を映画館で観ると決めることが多い / B.そうでもない】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.公開前からその作品を映画館で観ると決めることが多い / B.そうでもない】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.公開前からその作品を映画館で観ると決めることが多い / B.そうでもない】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.事前に映画の内容・レビューを調べてから映画館に行く / B.そうでもない】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.事前に映画の内容・レビューを調べてから映画館に行く / B.そうでもない】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.事前に映画の内容・レビューを調べてから映画館に行く / B.そうでもない】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.事前に映画の内容・レビューを調べてから映画館に行く / B.そうでもない】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.事前に映画の内容・レビューを調べてから映画館に行く / B.そうでもない】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.事前に映画の内容・レビューを調べてから映画館に行く / B.そうでもない】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.少し遠くても設備の良い映画館に行く / B.近さや利便性を優先する】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.少し遠くても設備の良い映画館に行く / B.近さや利便性を優先する】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.少し遠くても設備の良い映画館に行く / B.近さや利便性を優先する】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.少し遠くても設備の良い映画館に行く / B.近さや利便性を優先する】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.少し遠くても設備の良い映画館に行く / B.近さや利便性を優先する】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.少し遠くても設備の良い映画館に行く / B.近さや利便性を優先する】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.単館系・ミニシアター系の作品を映画館で観たい / B.そうでもない】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.単館系・ミニシアター系の作品を映画館で観たい / B.そうでもない】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.単館系・ミニシアター系の作品を映画館で観たい / B.そうでもない】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.単館系・ミニシアター系の作品を映画館で観たい / B.そうでもない】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.単館系・ミニシアター系の作品を映画館で観たい / B.そうでもない】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.単館系・ミニシアター系の作品を映画館で観たい / B.そうでもない】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.普段、映画の情報を自分から探すほうだ / B.そうでもない】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.普段、映画の情報を自分から探すほうだ / B.そうでもない】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.普段、映画の情報を自分から探すほうだ / B.そうでもない】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.普段、映画の情報を自分から探すほうだ / B.そうでもない】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.普段、映画の情報を自分から探すほうだ / B.そうでもない】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.普段、映画の情報を自分から探すほうだ / B.そうでもない】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画を鑑賞する日は、鑑賞日以前に予定を決めておくほうだ / B.映画を鑑賞する日は、鑑賞日当日に思い立って予定を決めるほうだ】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画を鑑賞する日は、鑑賞日以前に予定を決めておくほうだ / B.映画を鑑賞する日は、鑑賞日当日に思い立って予定を決めるほうだ】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画を鑑賞する日は、鑑賞日以前に予定を決めておくほうだ / B.映画を鑑賞する日は、鑑賞日当日に思い立って予定を決めるほうだ】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画を鑑賞する日は、鑑賞日以前に予定を決めておくほうだ / B.映画を鑑賞する日は、鑑賞日当日に思い立って予定を決めるほうだ】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画を鑑賞する日は、鑑賞日以前に予定を決めておくほうだ / B.映画を鑑賞する日は、鑑賞日当日に思い立って予定を決めるほうだ】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画を鑑賞する日は、鑑賞日以前に予定を決めておくほうだ / B.映画を鑑賞する日は、鑑賞日当日に思い立って予定を決めるほうだ】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買うほうだ / B.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買わないほうだ】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買うほうだ / B.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買わないほうだ】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買うほうだ / B.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買わないほうだ】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買うほうだ / B.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買わないほうだ】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買うほうだ / B.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買わないほうだ】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買うほうだ / B.映画館で映画を観るときは、館内で飲食物を買わないほうだ】 Ｂにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観た映画のパンフレットやグッズは買うほうだ / B.観た映画のパンフレットやグッズは買わないほうだ】 全体

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観た映画のパンフレットやグッズは買うほうだ / B.観た映画のパンフレットやグッズは買わないほうだ】 Ａにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観た映画のパンフレットやグッズは買うほうだ / B.観た映画のパンフレットやグッズは買わないほうだ】 どちらかというとＡにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観た映画のパンフレットやグッズは買うほうだ / B.観た映画のパンフレットやグッズは買わないほうだ】 どちらとも言えない

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観た映画のパンフレットやグッズは買うほうだ / B.観た映画のパンフレットやグッズは買わないほうだ】 どちらかというとＢにあてはまる

映画館での行動スタイル・こだわり 行動スタイル【A.観た映画のパンフレットやグッズは買うほうだ / B.観た映画のパンフレットやグッズは買わないほうだ】 Ｂにあてはまる

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 全体

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用なし】（観賞日以前に）映画館のホームページやアプリで、チケットを直接購入

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用なし】（観賞日以前に）劇場窓口・券売機でチケットを直接購入
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映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用なし】（観賞日以前に）ムビチケ当日券を購入し、座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用なし】（観賞日当日に）映画館のホームページやアプリで、チケットを直接購入

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用なし】（観賞日当日に）劇場窓口・券売機でチケットを直接購入

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用なし】（観賞日当日に）ムビチケ当日券を購入し、座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用】（観賞日以前に）インターネットで座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用】（観賞日以前に）劇場窓口で座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用】（観賞日当日に）インターネットで座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用】（観賞日当日に）劇場窓口で座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 【前売り券使用】（観賞日当日に）座席予約をせずに鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 その他の方法で自分で購入

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【利用したもの（すべて）】 自分ではチケットを購入していない

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 全体

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用なし】（観賞日以前に）映画館のホームページやアプリで、チケットを直接購入

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用なし】（観賞日以前に）劇場窓口・券売機でチケットを直接購入

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用なし】（観賞日以前に）ムビチケ当日券を購入し、座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用なし】（観賞日当日に）映画館のホームページやアプリで、チケットを直接購入

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用なし】（観賞日当日に）劇場窓口・券売機でチケットを直接購入

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用なし】（観賞日当日に）ムビチケ当日券を購入し、座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用】（観賞日以前に）インターネットで座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用】（観賞日以前に）劇場窓口で座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用】（観賞日当日に）インターネットで座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用】（観賞日当日に）劇場窓口で座席予約をして鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 【前売り券使用】（観賞日当日に）座席予約をせずに鑑賞

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 その他の方法で自分で購入

映画館の利用状況・利用意向 チケット購入方法【最も多く利用した（ひとつ）】 自分ではチケットを購入していない

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） 全体

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） 一人で

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） 友人と２人で

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） 友人と３人以上のグループで

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） 恋人・気になる人と

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） 夫婦のみで

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） 兄弟・姉妹同士で

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） 自分と親だけで

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） 自分と子供だけで

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） 家族（子供・孫含む）と

映画館の利用状況・利用意向 普段鑑賞する同伴者（すべて） その他

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） 全体

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） 一人で

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） 友人と２人で

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） 友人と３人以上のグループで

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） 恋人・気になる人と

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） 夫婦のみで

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） 兄弟・姉妹同士で

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） 自分と親だけで

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） 自分と子供だけで

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） 家族（子供・孫含む）と

映画館の利用状況・利用意向 最も多い同伴者（ひとつ） その他

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 全体

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 109シネマズ

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 MOVIX / ピカデリー

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 TOHOシネマズ

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 イオンシネマ/ シアタス

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 ユナイテッド・シネマ

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 コロナシネマワールド

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 シネプレックス

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 その他

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画館 ない／覚えていない

映画館の利用状況・利用意向 一番利用している映画館 全体

映画館の利用状況・利用意向 一番利用している映画館 109シネマズ

映画館の利用状況・利用意向 一番利用している映画館 MOVIX / ピカデリー

映画館の利用状況・利用意向 一番利用している映画館 TOHOシネマズ

映画館の利用状況・利用意向 一番利用している映画館 イオンシネマ/ シアタス

映画館の利用状況・利用意向 一番利用している映画館 Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク

映画館の利用状況・利用意向 一番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

映画館の利用状況・利用意向 一番利用している映画館 コロナシネマワールド

映画館の利用状況・利用意向 一番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

映画館の利用状況・利用意向 一番利用している映画館 その他

映画館の利用状況・利用意向 一番利用している映画館 ない／覚えていない

映画館の利用状況・利用意向 普段利用している映画館 全体

映画館の利用状況・利用意向 普段利用している映画館 109シネマズ
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調査内容カテゴリ 調査内容 調査項目

映画館の利用状況・利用意向 普段利用している映画館 MOVIX / ピカデリー

映画館の利用状況・利用意向 普段利用している映画館 TOHOシネマズ

映画館の利用状況・利用意向 普段利用している映画館 イオンシネマ/ シアタス

映画館の利用状況・利用意向 普段利用している映画館 Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク

映画館の利用状況・利用意向 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

映画館の利用状況・利用意向 普段利用している映画館 コロナシネマワールド

映画館の利用状況・利用意向 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

映画館の利用状況・利用意向 普段利用している映画館 その他

映画館の利用状況・利用意向 普段利用している映画館 ない／覚えていない

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 全体

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 109シネマズ

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 MOVIX / ピカデリー

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 TOHOシネマズ

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 イオンシネマ/ シアタス

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 Ｔ・ジョイ / バルト / ブルク

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 ユナイテッド・シネマ / シネプレックス

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 コロナシネマワールド

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 シネマサンシャイン / グランドシネマサンシャイン

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 その他

映画館の利用状況・利用意向 会員カードを持っている映画館 ない／覚えていない

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 全体

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 映画の日 / ファーストデイ（毎月1日は割引価格）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 シニア割引

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 夫婦50割引/ペア50割引（性別問わずどちらか50歳以上のペア）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 水曜サービスデイ（毎週水曜日は、どなたでも割引価格）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 レイトショー / ナイトショー

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 モーニング割引

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 有料会員型クーポンサービス（みんなの優待など）や福利厚生（ベネフィットワンなど）の割引クーポン

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 イベント割 ムビチケ作品共通券（一般1,200円 、高校生以下800円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]Cinema Point card（6ポイント利用で1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]Cinema Point card（3ポイント利用で1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]メンバーズデイ（毎週火曜 1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]エグゼクティブシート（1名2,700円）が、いつでも通常料金で利用可能

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 ペアマンデイ（毎週月曜日　同時刻の同一作品が2人で2,800円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 109シネマズデイ（毎週水曜日1,000円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]SMT members（6本観たら1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]SMT members リピーター割引（有料鑑賞1回で次回使える割引クーポン）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]お誕生日クーポン (誕生日に1,000円鑑賞クーポンプレゼント)

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 TOHOウェンズデイ（毎週水曜日 1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 auマンデイ（auスマートパスプレミアム会員、auスマートパス会員は毎週月曜 一般・大学生1,100円・高校生以下900円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]シネマイレージデイ（毎週火曜 1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]スタンプラリー（6本観たら1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]シネマイレージ（鑑賞作品の上映時間に応じて、グッズ・ポップコーン・ドリンク等と交換可能）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 ソフトバンク シネマ割（ソフトバンクのスマホを使用中で、「PayPay」のミニアプリ「TOHOシネマズ」からチケットを購入で一般1,700円、大学生・専門学生1,300円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 ハッピーマンデー（毎週月曜 1,100円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 ハッピー55（G.G）（55歳以上の方 毎日全作品1,100円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 イオンマークのクレジットカード特典（イオンマークのクレジットカード払いで300円割引）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 お客さま感謝デー（毎月20日30日、イオンマークのクレジットカード提示で1,100円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 イオンシネマ優待価格（ミニオンズ/TGCデザインのクレジットカード払いで1,000円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 ドコモチューズデー（dポイントクラブ会員で条件を満たすと毎週火曜 1,100円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]ワタシアター会員 (毎月1本1,200円/毎月1日発行クーポン)

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]ワタシアター会員 (2ミタで1,300円クーポンに交換可能)

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]ワタシアター会員（6ミタで1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 auシネマ割（auスマートパスプレミアム会員、auスマートパス会員は一般1,400円・大学生1,300円・シニア1,000円・高校生以下800円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]CLUB-SPICE（クラブスパイス）（6本ポイントで1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]CLUB-SPICE（クラブスパイス）（2ポイント交換で1,000円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]クラブスパイス会員割引（毎日 大人400円割引、大学生以下、シニア100円割引）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]CLUB-SPICE会員デー (毎週金曜 1,100円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 シネマワールドマンデイ（毎週月曜日 1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]コロナッチョカード（6本観たら1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]コロナッチョカード割引（同伴者2名まで 一般300円割引、大学生以下200円割引）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]メンバーズデイ（毎週金曜日1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 auシネマ割（auスマートパスプレミアム会員、auスマートパス会員は一般・大学生1400円,シニア1000円,高校生以下800円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 totta!会員割引（ネットで座席予約すると大人300円割引、大学生以下200円割引）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 シネマサンシャインデイ（毎週水曜日1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]シネマサンシャインリワード（6ポイント交換で1回無料鑑賞）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]シネマサンシャインリワード（2ポイント交換で1,100円鑑賞）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]シネマサンシャインリワード会員サービスデイ (毎週木曜日 アプリからの購入で1,100円)

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]お誕生日キネゾーWEBクーポン（誕生日7日前より3週間有効 1,400円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 [会員のみ]KINEZO会員デー （オンライン予約限定で 毎週火曜日・木曜日　1,300円）

映画館の利用状況・利用意向 知っている映画割引 あてはまるものはない

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 全体
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調査内容カテゴリ 調査内容 調査項目

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 映画の日 / ファーストデイ（毎月1日は割引価格）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 シニア割引

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 夫婦50割引/ペア50割引（性別問わずどちらか50歳以上のペア）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 水曜サービスデイ（毎週水曜日は、どなたでも割引価格）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 レイトショー / ナイトショー

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 モーニング割引

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 有料会員型クーポンサービス（みんなの優待など）や福利厚生（ベネフィットワンなど）の割引クーポン

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 イベント割 ムビチケ作品共通券（一般1,200円 、高校生以下800円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]Cinema Point card（6ポイント利用で1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]Cinema Point card（3ポイント利用で1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]メンバーズデイ（毎週火曜 1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]エグゼクティブシート（1名2,700円）が、いつでも通常料金で利用可能

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 ペアマンデイ（毎週月曜日　同時刻の同一作品が2人で2,800円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 109シネマズデイ（毎週水曜日1,000円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]SMT members（6本観たら1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]SMT members リピーター割引（有料鑑賞1回で次回使える割引クーポン）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]お誕生日クーポン (誕生日に1,000円鑑賞クーポンプレゼント)

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 TOHOウェンズデイ（毎週水曜日 1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 auマンデイ（auスマートパスプレミアム会員、auスマートパス会員は毎週月曜 一般・大学生1,100円・高校生以下900円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]シネマイレージデイ（毎週火曜 1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]スタンプラリー（6本観たら1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]シネマイレージ（鑑賞作品の上映時間に応じて、グッズ・ポップコーン・ドリンク等と交換可能）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 ソフトバンク シネマ割（ソフトバンクのスマホを使用中で、「PayPay」のミニアプリ「TOHOシネマズ」からチケットを購入で一般1,700円、大学生・専門学生1,300円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 ハッピーマンデー（毎週月曜 1,100円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 ハッピー55（G.G）（55歳以上の方 毎日全作品1,100円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 イオンマークのクレジットカード特典（イオンマークのクレジットカード払いで300円割引）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 お客さま感謝デー（毎月20日30日、イオンマークのクレジットカード提示で1,100円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 イオンシネマ優待価格（ミニオンズ/TGCデザインのクレジットカード払いで1,000円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 ドコモチューズデー（dポイントクラブ会員で条件を満たすと毎週火曜 1,100円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]ワタシアター会員 (毎月1本1,200円/毎月1日発行クーポン)

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]ワタシアター会員 (2ミタで1,300円クーポンに交換可能)

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]ワタシアター会員（6ミタで1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 auシネマ割（auスマートパスプレミアム会員、auスマートパス会員は一般1,400円・大学生1,300円・シニア1,000円・高校生以下800円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]CLUB-SPICE（クラブスパイス）（6本ポイントで1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]CLUB-SPICE（クラブスパイス）（2ポイント交換で1,000円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]クラブスパイス会員割引（毎日 大人400円割引、大学生以下、シニア100円割引）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]CLUB-SPICE会員デー (毎週金曜 1,100円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 シネマワールドマンデイ（毎週月曜日 1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]コロナッチョカード（6本観たら1本無料）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]コロナッチョカード割引（同伴者2名まで 一般300円割引、大学生以下200円割引）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]メンバーズデイ（毎週金曜日1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 auシネマ割（auスマートパスプレミアム会員、auスマートパス会員は一般・大学生1400円,シニア1000円,高校生以下800円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 totta!会員割引（ネットで座席予約すると大人300円割引、大学生以下200円割引）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 シネマサンシャインデイ（毎週水曜日1,200円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]シネマサンシャインリワード（6ポイント交換で1回無料鑑賞）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]シネマサンシャインリワード（2ポイント交換で1,100円鑑賞）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]シネマサンシャインリワード会員サービスデイ (毎週木曜日 アプリからの購入で1,100円)

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]お誕生日キネゾーWEBクーポン（誕生日7日前より3週間有効 1,400円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 [会員のみ]KINEZO会員デー （オンライン予約限定で 毎週火曜日・木曜日　1,300円）

映画館の利用状況・利用意向 表示年に利用した映画割引 あてはまるものはない

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 全体

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 IMAXデジタルシアター （映像・音響・シアター設計を最高品質化した上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 IMAXレーザー（4Kレーザーの超高解像度映像と12chの高密度サウンドを利用した上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 IMAXレーザー/GTテクノロジー（1.43:1サイズの超巨大スクリーンに、4Kツインレーザーを利用した上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 4DX・MX4D・D-BOX（座席が揺れる、動くなどの体験型上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 スクリーンX（正面と両側面の3面マルチプロジェクションの上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 ドルビーアトモス(360度、音に包み込まれる立体音響が体感できる音響システム)

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 ドルビーシネマ（ドルビーアトモスに最先端の光学・映像処理技術を活用した没入型の上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 THX（THX社認定の最高の音響空間を持つ上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 T-LEX（Tジョイの大迫力の映像と最高峰スピーカーによる立体的な音響の上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 ULTIRA（イオンシネマの高画質映像とクリアサウンドが際立つ上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 BESTIA（シネマサンシャインの最新鋭のレーザープロジェクションと、3D音響が一体となった上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 TCX（TOHOシネマズの壁一面にスクリーンが広り、壁からの反射を抑えた上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 応援上映（映画の上映中に大声を出すことが認められた上映）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 無発声応援上映（拍手、手拍子、ペンライトを振るなどが認められた上映）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 爆音上映（音楽ライヴ用のスピーカーによる大音響での上映）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 ママ向け上映会（気兼ねなく赤ちゃん同伴で鑑賞できる上映。抱っこdeシネマ等）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 ドライブインシアター（駐車場などにスクリーンを配置し、車に乗ったまま映画が鑑賞できる上映）

映画上映形式に関する認知・意向 知っている上映方式 あてはまるものはない

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 全体

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 IMAXデジタルシアター （映像・音響・シアター設計を最高品質化した上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 IMAXレーザー（4Kレーザーの超高解像度映像と12chの高密度サウンドを利用した上映システム）

7ページ



GEM映画白書ダッシュボード

「2022 定点調査」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

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 IMAXレーザー/GTテクノロジー（1.43:1サイズの超巨大スクリーンに、4Kツインレーザーを利用した上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 4DX・MX4D・D-BOX（座席が揺れる、動くなどの体験型上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 スクリーンX（正面と両側面の3面マルチプロジェクションの上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 ドルビーアトモス(360度、音に包み込まれる立体音響が体感できる音響システム)

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 ドルビーシネマ（ドルビーアトモスに最先端の光学・映像処理技術を活用した没入型の上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 THX（THX社認定の最高の音響空間を持つ上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 T-LEX（Tジョイの大迫力の映像と最高峰スピーカーによる立体的な音響の上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 ULTIRA（イオンシネマの高画質映像とクリアサウンドが際立つ上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 BESTIA（シネマサンシャインの最新鋭のレーザープロジェクションと、3D音響が一体となった上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 TCX（TOHOシネマズの壁一面にスクリーンが広り、壁からの反射を抑えた上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 応援上映（映画の上映中に大声を出すことが認められた上映）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 無発声応援上映（拍手、手拍子、ペンライトを振るなどが認められた上映）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 爆音上映（音楽ライヴ用のスピーカーによる大音響での上映）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 ママ向け上映会（気兼ねなく赤ちゃん同伴で鑑賞できる上映。抱っこdeシネマ等）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 ドライブインシアター（駐車場などにスクリーンを配置し、車に乗ったまま映画が鑑賞できる上映）

映画上映形式に関する認知・意向 表示年に利用した上映方式 あてはまるものはない

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 全体

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 IMAXデジタルシアター （映像・音響・シアター設計を最高品質化した上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 IMAXレーザー（4Kレーザーの超高解像度映像と12chの高密度サウンドを利用した上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 IMAXレーザー/GTテクノロジー（1.43:1サイズの超巨大スクリーンに、4Kツインレーザーを利用した上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 4DX・MX4D・D-BOX（座席が揺れる、動くなどの体験型上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 スクリーンX（正面と両側面の3面マルチプロジェクションの上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 ドルビーアトモス(360度、音に包み込まれる立体音響が体感できる音響システム)

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 ドルビーシネマ（ドルビーアトモスに最先端の光学・映像処理技術を活用した没入型の上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 THX（THX社認定の最高の音響空間を持つ上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 T-LEX（Tジョイの大迫力の映像と最高峰スピーカーによる立体的な音響の上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 ULTIRA（イオンシネマの高画質映像とクリアサウンドが際立つ上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 BESTIA（シネマサンシャインの最新鋭のレーザープロジェクションと、3D音響が一体となった上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 TCX（TOHOシネマズの壁一面にスクリーンが広り、壁からの反射を抑えた上映システム）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 応援上映（映画の上映中に大声を出すことが認められた上映）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 無発声応援上映（拍手、手拍子、ペンライトを振るなどが認められた上映）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 爆音上映（音楽ライヴ用のスピーカーによる大音響での上映）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 ママ向け上映会（気兼ねなく赤ちゃん同伴で鑑賞できる上映。抱っこdeシネマ等）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 ドライブインシアター（駐車場などにスクリーンを配置し、車に乗ったまま映画が鑑賞できる上映）

映画上映形式に関する認知・意向 今後利用したい上映方式 あてはまるものはない

映画上映形式に関する認知・意向 観たい映画が字幕、吹替両方で上映されているの行動 全体

映画上映形式に関する認知・意向 観たい映画が字幕、吹替両方で上映されているの行動 必ず字幕で鑑賞している

映画上映形式に関する認知・意向 観たい映画が字幕、吹替両方で上映されているの行動 字幕で鑑賞することが多い

映画上映形式に関する認知・意向 観たい映画が字幕、吹替両方で上映されているの行動 字幕と吹替どちらも同じ頻度で鑑賞する

映画上映形式に関する認知・意向 観たい映画が字幕、吹替両方で上映されているの行動 吹替で鑑賞することが多い

映画上映形式に関する認知・意向 観たい映画が字幕、吹替両方で上映されているの行動 必ず吹替で鑑賞している

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 レンタルしたDVD・ブルーレイで観た

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 購入したDVD・ブルーレイで観た

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 月額定額の有料ネット配信で観た

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 有料ネット配信で作品毎にレンタルして観た

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 有料ネット配信で作品毎に購入して観た

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 無料ネット配信で観た

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 有料テレビ放送（WOWOW・スカパーなど）で観た

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 無料テレビ放送（地上波・BS）で観た

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 飛行機内の上映で観た

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 その他の方法で観た

鑑賞ウィンドウの詳細 表示年に映画館以外の方法で映画を観た方法 観ていない

鑑賞ウィンドウの詳細 ウインドウ別鑑賞者 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 ウインドウ別鑑賞者 劇場映画参加者

鑑賞ウィンドウの詳細 ウインドウ別鑑賞者 レンタルしたDVD・ブルーレイで観た

鑑賞ウィンドウの詳細 ウインドウ別鑑賞者 購入したDVD・ブルーレイで観た

鑑賞ウィンドウの詳細 ウインドウ別鑑賞者 月額定額の有料ネット配信で観た

鑑賞ウィンドウの詳細 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

鑑賞ウィンドウの詳細 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

鑑賞ウィンドウの詳細 ウインドウ別鑑賞者 無料ネット配信で観た

鑑賞ウィンドウの詳細 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

鑑賞ウィンドウの詳細 ウインドウ別鑑賞者 無料テレビ放送（地上波・BS）で観た

鑑賞ウィンドウの詳細 ウインドウ別鑑賞者 飛行機内の上映で観た

鑑賞ウィンドウの詳細 ウインドウ別鑑賞者 その他

鑑賞ウィンドウの詳細 レンタルしたDVD・ブルーレイで観た本数 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 レンタルしたDVD・ブルーレイで観た本数 0本

鑑賞ウィンドウの詳細 レンタルしたDVD・ブルーレイで観た本数 1-2本

鑑賞ウィンドウの詳細 レンタルしたDVD・ブルーレイで観た本数 3-5本

鑑賞ウィンドウの詳細 レンタルしたDVD・ブルーレイで観た本数 6-11本

鑑賞ウィンドウの詳細 レンタルしたDVD・ブルーレイで観た本数 12本以上

鑑賞ウィンドウの詳細 購入したDVD・ブルーレイで観た本数 全体
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鑑賞ウィンドウの詳細 購入したDVD・ブルーレイで観た本数 0本

鑑賞ウィンドウの詳細 購入したDVD・ブルーレイで観た本数 1-2本

鑑賞ウィンドウの詳細 購入したDVD・ブルーレイで観た本数 3-5本

鑑賞ウィンドウの詳細 購入したDVD・ブルーレイで観た本数 6-11本

鑑賞ウィンドウの詳細 購入したDVD・ブルーレイで観た本数 12本以上

鑑賞ウィンドウの詳細 無料テレビ放送（地上波・BS）で観た本数 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 無料テレビ放送（地上波・BS）で観た本数 0本

鑑賞ウィンドウの詳細 無料テレビ放送（地上波・BS）で観た本数 1-2本

鑑賞ウィンドウの詳細 無料テレビ放送（地上波・BS）で観た本数 3-5本

鑑賞ウィンドウの詳細 無料テレビ放送（地上波・BS）で観た本数 6-11本

鑑賞ウィンドウの詳細 無料テレビ放送（地上波・BS）で観た本数 12本以上

鑑賞ウィンドウの詳細 無料ネット配信で観た本数 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 無料ネット配信で観た本数 0本

鑑賞ウィンドウの詳細 無料ネット配信で観た本数 1-2本

鑑賞ウィンドウの詳細 無料ネット配信で観た本数 3-5本

鑑賞ウィンドウの詳細 無料ネット配信で観た本数 6-11本

鑑賞ウィンドウの詳細 無料ネット配信で観た本数 12本以上

鑑賞ウィンドウの詳細 有料テレビ放送（WOWOW・スカパーなど）で観た本数 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 有料テレビ放送（WOWOW・スカパーなど）で観た本数 0本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料テレビ放送（WOWOW・スカパーなど）で観た本数 1-2本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料テレビ放送（WOWOW・スカパーなど）で観た本数 3-5本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料テレビ放送（WOWOW・スカパーなど）で観た本数 6-11本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料テレビ放送（WOWOW・スカパーなど）で観た本数 12本以上

鑑賞ウィンドウの詳細 月額定額の有料ネット配信で観た本数 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 月額定額の有料ネット配信で観た本数 0本

鑑賞ウィンドウの詳細 月額定額の有料ネット配信で観た本数 1-2本

鑑賞ウィンドウの詳細 月額定額の有料ネット配信で観た本数 3-5本

鑑賞ウィンドウの詳細 月額定額の有料ネット配信で観た本数 6-11本

鑑賞ウィンドウの詳細 月額定額の有料ネット配信で観た本数 12本以上

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎にレンタルして観た本数 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎にレンタルして観た本数 0本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎にレンタルして観た本数 1-2本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎にレンタルして観た本数 3-5本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎にレンタルして観た本数 6-11本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎にレンタルして観た本数 12本以上

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎に購入して観た本数 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎に購入して観た本数 0本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎に購入して観た本数 1-2本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎に購入して観た本数 3-5本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎に購入して観た本数 6-11本

鑑賞ウィンドウの詳細 有料ネット配信で作品毎に購入して観た本数 12本以上

鑑賞ウィンドウの詳細 飛行機内の上映で観た本数 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 飛行機内の上映で観た本数 0本

鑑賞ウィンドウの詳細 飛行機内の上映で観た本数 1-2本

鑑賞ウィンドウの詳細 飛行機内の上映で観た本数 3-5本

鑑賞ウィンドウの詳細 飛行機内の上映で観た本数 6-11本

鑑賞ウィンドウの詳細 飛行機内の上映で観た本数 12本以上

鑑賞ウィンドウの詳細 その他の方法で観た本数 全体

鑑賞ウィンドウの詳細 その他の方法で観た本数 0本

鑑賞ウィンドウの詳細 その他の方法で観た本数 1-2本

鑑賞ウィンドウの詳細 その他の方法で観た本数 3-5本

鑑賞ウィンドウの詳細 その他の方法で観た本数 6-11本

鑑賞ウィンドウの詳細 その他の方法で観た本数 12本以上

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 全体

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 アクション

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 アドベンチャー

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 ミステリー・サスペンス

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 犯罪もの・クライムムービー

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 パニック

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 アニメ

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 伝記もの

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 コメディ

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 ドキュメンタリー

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 ドラマ

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 ファミリーもの

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 ＳＦ

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 ファンタジー

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 ホラー

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 音楽もの

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 ミュージカル

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 恋愛・ロマンス
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ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 スポーツ

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 戦争もの

ジャンル別の好き嫌い 【洋画】 ジャンル嗜好者 歴史もの・西部劇

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 全体

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 アクション

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 アドベンチャー

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 ミステリー・サスペンス

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 犯罪もの・クライムムービー

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 パニック

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 アニメ

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 伝記もの

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 コメディ

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 ドキュメンタリー

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 ドラマ

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 ファミリーもの

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 ＳＦ

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 ファンタジー

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 ホラー

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 音楽もの

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 ミュージカル

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 恋愛・ロマンス

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 スポーツ

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 戦争もの

ジャンル別の好き嫌い 【邦画】 ジャンル嗜好者 歴史もの・西部劇

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アクション 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アクション とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アクション 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アクション あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アクション 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アドベンチャー 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アドベンチャー とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アドベンチャー 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アドベンチャー あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アドベンチャー 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ミステリー・サスペンス 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ミステリー・サスペンス とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ミステリー・サスペンス 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ミステリー・サスペンス あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ミステリー・サスペンス 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 犯罪もの・クライムムービー 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 犯罪もの・クライムムービー とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 犯罪もの・クライムムービー 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 犯罪もの・クライムムービー あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 犯罪もの・クライムムービー 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 パニック 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 パニック とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 パニック 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 パニック あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 パニック 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アニメ 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アニメ とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アニメ 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アニメ あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 アニメ 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 伝記もの 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 伝記もの とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 伝記もの 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 伝記もの あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 伝記もの 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 コメディ 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 コメディ とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 コメディ 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 コメディ あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 コメディ 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ドキュメンタリー 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ドキュメンタリー とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ドキュメンタリー 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ドキュメンタリー あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ドキュメンタリー 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ドラマ 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ドラマ とても好き
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ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ドラマ 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ドラマ あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ドラマ 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ファミリーもの 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ファミリーもの とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ファミリーもの 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ファミリーもの あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ファミリーもの 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ＳＦ 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ＳＦ とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ＳＦ 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ＳＦ あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ＳＦ 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ファンタジー 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ファンタジー とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ファンタジー 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ファンタジー あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ファンタジー 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ホラー 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ホラー とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ホラー 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ホラー あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ホラー 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 音楽もの 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 音楽もの とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 音楽もの 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 音楽もの あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 音楽もの 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ミュージカル 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ミュージカル とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ミュージカル 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ミュージカル あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 ミュージカル 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 恋愛・ロマンス 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 恋愛・ロマンス とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 恋愛・ロマンス 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 恋愛・ロマンス あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 恋愛・ロマンス 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 スポーツ 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 スポーツ とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 スポーツ 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 スポーツ あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 スポーツ 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 戦争もの 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 戦争もの とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 戦争もの 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 戦争もの あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 戦争もの 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 歴史もの・西部劇 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 歴史もの・西部劇 とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 歴史もの・西部劇 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 歴史もの・西部劇 あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【洋画】 歴史もの・西部劇 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アクション 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アクション とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アクション 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アクション あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アクション 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アドベンチャー 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アドベンチャー とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アドベンチャー 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アドベンチャー あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アドベンチャー 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ミステリー・サスペンス 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ミステリー・サスペンス とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ミステリー・サスペンス 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ミステリー・サスペンス あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ミステリー・サスペンス 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 犯罪もの・クライムムービー 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 犯罪もの・クライムムービー とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 犯罪もの・クライムムービー 好き
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調査内容カテゴリ 調査内容 調査項目

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 犯罪もの・クライムムービー あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 犯罪もの・クライムムービー 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 パニック 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 パニック とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 パニック 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 パニック あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 パニック 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アニメ 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アニメ とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アニメ 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アニメ あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 アニメ 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 伝記もの 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 伝記もの とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 伝記もの 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 伝記もの あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 伝記もの 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 コメディ 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 コメディ とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 コメディ 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 コメディ あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 コメディ 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ドキュメンタリー 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ドキュメンタリー とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ドキュメンタリー 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ドキュメンタリー あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ドキュメンタリー 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ドラマ 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ドラマ とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ドラマ 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ドラマ あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ドラマ 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ファミリーもの 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ファミリーもの とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ファミリーもの 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ファミリーもの あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ファミリーもの 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ＳＦ 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ＳＦ とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ＳＦ 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ＳＦ あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ＳＦ 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ファンタジー 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ファンタジー とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ファンタジー 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ファンタジー あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ファンタジー 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ホラー 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ホラー とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ホラー 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ホラー あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ホラー 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 音楽もの 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 音楽もの とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 音楽もの 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 音楽もの あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 音楽もの 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ミュージカル 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ミュージカル とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ミュージカル 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ミュージカル あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 ミュージカル 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 恋愛・ロマンス 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 恋愛・ロマンス とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 恋愛・ロマンス 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 恋愛・ロマンス あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 恋愛・ロマンス 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 スポーツ 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 スポーツ とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 スポーツ 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 スポーツ あまり好きではない
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ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 スポーツ 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 戦争もの 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 戦争もの とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 戦争もの 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 戦争もの あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 戦争もの 嫌い

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 歴史もの・西部劇 全体

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 歴史もの・西部劇 とても好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 歴史もの・西部劇 好き

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 歴史もの・西部劇 あまり好きではない

ジャンル別の好き嫌い ジャンル好き嫌い【邦画】 歴史もの・西部劇 嫌い

回答者属性 性年代別 全体

回答者属性 性年代別 男性15-19歳

回答者属性 性年代別 男性20代

回答者属性 性年代別 男性30代

回答者属性 性年代別 男性40代

回答者属性 性年代別 男性50代

回答者属性 性年代別 男性60代

回答者属性 性年代別 女性15-19歳

回答者属性 性年代別 女性20代

回答者属性 性年代別 女性30代

回答者属性 性年代別 女性40代

回答者属性 性年代別 女性50代

回答者属性 性年代別 女性60代

回答者属性 性別 全体

回答者属性 性別 男性

回答者属性 性別 女性

回答者属性 地域 全体

回答者属性 地域 首都圏（埼玉県/千葉県/東京都/神奈川県）

回答者属性 地域 関西（京都府/大阪府/兵庫県/奈良県）

回答者属性 地域 中部（岐阜県/静岡県/愛知県/三重県）

回答者属性 地域 その他

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【広告付き無料配信】広告付きの無料ネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【広告付き無料配信】広告付きの無料ネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【広告付き無料配信】広告付きの無料ネット配信 たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【広告付き無料配信】広告付きの無料ネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【広告付き無料配信】広告付きの無料ネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【広告付き無料配信】広告付きの無料ネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】既に加入済の月額定額でのネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】既に加入済の月額定額でのネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】既に加入済の月額定額でのネット配信 たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】既に加入済の月額定額でのネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】既に加入済の月額定額でのネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】既に加入済の月額定額でのネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】新しく加入が必要な月額定額のネット配信（そのサービスに新規加入） 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】新しく加入が必要な月額定額のネット配信（そのサービスに新規加入） 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】新しく加入が必要な月額定額のネット配信（そのサービスに新規加入） たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】新しく加入が必要な月額定額のネット配信（そのサービスに新規加入） どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】新しく加入が必要な月額定額のネット配信（そのサービスに新規加入） たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【月額定額】新しく加入が必要な月額定額のネット配信（そのサービスに新規加入） 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】500円程度の有料ネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】500円程度の有料ネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】500円程度の有料ネット配信 たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】500円程度の有料ネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】500円程度の有料ネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】500円程度の有料ネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,000円程度の有料ネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,000円程度の有料ネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,000円程度の有料ネット配信 たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,000円程度の有料ネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,000円程度の有料ネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,000円程度の有料ネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】3,000円程度の有料ネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】3,000円程度の有料ネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】3,000円程度の有料ネット配信 たぶん、ネット配信で観る
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観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】3,000円程度の有料ネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】3,000円程度の有料ネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】3,000円程度の有料ネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】5,000円程度の有料ネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】5,000円程度の有料ネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】5,000円程度の有料ネット配信 たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】5,000円程度の有料ネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】5,000円程度の有料ネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【レンタル】5,000円程度の有料ネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】1,900円（映画館と同程度）の有料ネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】3,000円程度のネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】3,000円程度のネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】3,000円程度のネット配信 たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】3,000円程度のネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】3,000円程度のネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】3,000円程度のネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】5,000円程度の有料ネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】5,000円程度の有料ネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】5,000円程度の有料ネット配信 たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】5,000円程度の有料ネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】5,000円程度の有料ネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】5,000円程度の有料ネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】10,000円程度の有料ネット配信 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】10,000円程度の有料ネット配信 絶対、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】10,000円程度の有料ネット配信 たぶん、ネット配信で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】10,000円程度の有料ネット配信 どちらとも言えない

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】10,000円程度の有料ネット配信 たぶん、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 【購入】10,000円程度の有料ネット配信 絶対、映画館で観る

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【無料】広告付きの無料ネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【レンタル】500円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【レンタル】1000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【レンタル】1,900円（映画館と同程度）で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【レンタル】3000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【レンタル】3000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【月額定額】既に加入済の月額定額でのネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【月額定額】新しく加入が必要な月額定額でのネット配信（そのサービスに新規加入）

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【購入】1,900円（映画館と同程度）で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【購入】3,000円で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【購入】5,000円で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、ネット配信で観る（TOP1） 【購入】10,000円で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【無料】広告付きの無料ネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【レンタル】500円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【レンタル】1000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【レンタル】1,900円（映画館と同程度）で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【レンタル】3000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【レンタル】3000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【月額定額】既に加入済の月額定額でのネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【月額定額】新しく加入が必要な月額定額でのネット配信（そのサービスに新規加入）

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【購入】1,900円（映画館と同程度）で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【購入】3,000円で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【購入】5,000円で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、ネット配信で観る（TOP2box） 【購入】10,000円で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【無料】広告付きの無料ネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【レンタル】500円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【レンタル】1000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【レンタル】1,900円（映画館と同程度）で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【レンタル】3000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【レンタル】3000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【月額定額】既に加入済の月額定額でのネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【月額定額】新しく加入が必要な月額定額でのネット配信（そのサービスに新規加入）

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【購入】1,900円（映画館と同程度）で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【購入】3,000円で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【購入】5,000円で出来るネット配信
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「2022 定点調査」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

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対、映画館で観る（TOP1） 【購入】10,000円で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 全体

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【無料】広告付きの無料ネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【レンタル】500円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【レンタル】1000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【レンタル】1,900円（映画館と同程度）で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【レンタル】3000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【レンタル】3000円程度で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【月額定額】既に加入済の月額定額でのネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【月額定額】新しく加入が必要な月額定額でのネット配信（そのサービスに新規加入）

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【購入】1,900円（映画館と同程度）で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【購入】3,000円で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【購入】5,000円で出来るネット配信

観たい新作映画が劇場公開中にネット配信で鑑賞出来る場合の気持ち 絶対～たぶん、映画館で観る（TOP2box） 【購入】10,000円で出来るネット配信
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「2022」 セグメントカテゴリ／セグメント項目

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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「2022」 セグメントカテゴリ／セグメント項目

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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「2022」 セグメントカテゴリ／セグメント項目

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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「2022」 セグメントカテゴリ／セグメント項目

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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