第

となっています。コロナ

昨年対比約１４０％程度

適正化事業をはじめ映画

導入することにより、働

年度から制作現場で順次

インを作成中であり、来

その指針となるガイドラ

進めているこの事業も４

産業省の力を借りながら

改革の一環として、経済

抱えております。働き方

製作委員会の皆様の才知

されるものと考える。同

に導いた功績は高く評価

国際戦略を構築し、成功

た。海外市場を見据えた

０万円を数えることとなっ

的な興収は１３億５００

ているところです。現在、 グラン上映となり、最終

年目に入り、佳境を迎え

敬意を表します。 ｣

両省庁におかれましても、 とご努力の賜物に対して

きやすい環境を整えてい
洋画の興収を合わせます
と、現在までの統計では 、 く計画です。本日ご臨席
の経済産業省、文化庁の

トしております。邦画、

産業の問題、課題に対す

でも約１年にも及ぶロン

知らしめた。また、国内

本映画の存在感を世界に

中の映画祭を席巻し、日

画賞を受賞するなど世界

中、『クラスターを発生

苦しい営業を強いられる

▽全国の映画館 コ｢ロナ禍
で２年半以上もの長い間、

初めて感謝状を授与

全国の映画館に対し

ご活躍を期待します。 ｣

ると共に、今後の更なる

献に心からの敬意を表す

本映画界への多大なる貢

地がない。永年に亘る日

助になったことは疑う余

日本の映画文化発展の一

は約

％となっており、

回 映
｢画の日」中央式典開催

国内映画興行の状況に

影響がここに来て出てき

た濱口竜介監督作品『ド
つきましては、現在まで

部門にノミネートされ、

ライブ・マイ・カー』の
の上映作品では、まず邦

たようでございます。

ンドプリンスホテル高輪
製作委員会の皆様、また
画で『ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ

国際長編映画賞を受賞し

で開催された。今年は永
国内の累計興行成績が１
ＦＩＬＭ ＲＥＤ』が１

る機動的かつ多角的なご
完全回復まであと一歩ま
で迫った印象であります 。 支援を引き続きお願い申
し上げる次第です。

志の下、通常業務に付加

された安全対策を継続。

いう献身的でたゆまぬ努

様を安全に迎え入れると

製作・宣伝に深く関わり、 に回復しているが、お客

２０２２年の映画マーケッ

観客の期待に応えると共

力こそが、映画業界の再

トは１００億を超える大

に、日本映画界に欠くこ

生に寄与したことは明白。

リーズの原作者として、

とのできない人気シリー

長期に亘り緊張感をもっ

ヒット作も輩出され順調

る特大ヒットとなりまし

ズへと成長させた。１９

シリーズ全作品の企画・

した。式典では開会宣言 、 ている『名探偵コナン』

９７年に始まる本シリー

て、怠りない整備で『映

をもって怠りない整備を

がら、長期に亘り緊張感
の大ヒットを記録してい

こちらも１００億円超え

日 執｣行委員会を代表し、
迫本淳一委員長が挨拶し
ます。他にも『名探偵コ

た。
行い、安定的な映画興行
ナン ハロウィンの花嫁』

ワ｢ンピース ヒ｣ット
完全回復へあと一歩

庁・審議官 中原裕彦様、

議官 藤田清太郎様、文化

経済産業省・大臣官房審

『映画の日』中央式典に

心より御礼とお祝いを申

れたものでありまして、

する多大な貢献が評価さ

れもこれまで映画界に対

状を受章の皆様は、いず

そして特別功労章、感謝

一方、洋画に目を移し

たと聞いております。

大ヒットのスタートを切っ

『すずめの戸締まり』も

ます。先日公開された

いう好成績を上げており

トラマン』が約

る約１３５億円の大ヒッ

が銃撃され、凶弾に倒れ

院選の最中、安倍元総理

たくお願い申し上げまし

お一層のお力添えを賜り

様におかれましても、な

円を超えるなど、日本映

内興行成績は１０００億

シリーズ全作品の累計国

代表して感謝の意を表し

の皆様に対し、映画界を

画館と従事するスタッフ

を与えてくれた全国の映

画館は安全』という信頼

その後、世界を巻き込む

るという痛ましい事件が

画界の活性化に大きく貢
功績は永年に亘る技術と

ます。 ｣
（次のページへ）

献された。この偉大なる
永年勤続、特別功労

才能と情熱の結集であり、

て、開会のご挨拶とさせ

受章各氏表彰＆理由

ていただきます。」
お祈りいたします。この

起こりました。改めまし

ように激動する情勢の中 、

続いて本年度受章者 永(
年勤続功労章、特別功労

などコロナ禍以前の賑わ

ドカーペットを再開する

国際映画祭においてもレッ

ざいません。先般の東京

面であることは間違いご

も活性化しており回復局

げました通り、洋画興行

ますと、先ほども申し上

製作委員会 日｢本を代表す
る作家・村上春樹氏の原

▽ ド｢ライブ・マイ・カー ｣

■特別功労章

由は次のとおり。

感謝状の受章者と表彰理

れた。なお、特別功労章、

篤郎氏が代表して表彰さ

宝㈱常務執行役員の池田

章 の)表彰が行われ、永年
勤続功労章を受章した東
すが、映画界に目を向け

いを取り戻して盛況のう

増減を繰り返しておりま

コロナ感染も相変わらず

て故人のご冥福を心より

終わりにあたり、本日

の受章者の皆様に重ねて
戦０』が約１３８億円と 、 返れば２月にロシアがウ
クライナに侵攻を開始し 、 お祝いを申し上げますと
共に、今後も引き続き映

た。また『劇場版 呪術廻

画文化と芸術の振興、そ

作品を数え、

で日本映画界を支えた全
が約

そしてこのように大勢の

し上げる次第でございま

ますと、まずは『トップ

トとなりました。続きま

両輪が揃って参りました 。 スティック・ビーストと

25

師走となりました。振り

の原作者・青山剛昌様、

して映画産業の振興のた

ズは現在

国の映画館スタッフの皆

億円、『シン・ウル

ム２ 遥かなる大地へ』が

億円、『キングダ

■迫本淳一委員長
します。永年勤続功労章 、 約

皆様にご列席をいただき

す。本日はその他に、映

ガン マーヴェリック』が

億円と

まして、心より御礼を申

連の城戸賞、全興連のゴー

し上げます。
まず、本年の栄ある永

コロナ禍後の洋画として
さて本年の映画界です

して『ジュラシック・ワー

初の１００億円超えとな
が、過去２年苦しんだ洋

ルド／新たなる支配者』

が行われます。

います。この方々は映画

画がＶ字回復を果たし、

名でござ
年の

昨年回復してきた邦画と

ます方々は、

永きに亘って、この業界

界に入られて以来

を支えられてきたことに

が約

なります。
そして、特別功労章を

作を基に『寝ても覚めて
も』で国際的評価を得た

ちに閉幕いたしました。

濱口竜介氏を脚本・監督

これは政府並びに関係省
フィーバー』が約 億円 、 庁、そして映画関係者の

約 億円、『ミニオンズ

映画館数に関しましては 、 ダンブルドアの秘密』が
全体としまして昨年より
スクリーンほど減り、

『スパイダーマン：ノー・

場の適正化という課題を

一方で、映画界は制作現

アカデミー賞国際長編映

本賞を受賞、また第

回

回カンヌ国際映画祭脚

に迎えて製作。同作は第

本年末には３６４０スク

ウェイ・ホーム』が約

42
洋画とも多数の作品がヒッ

感謝申し上げる次第です 。

たゆまぬ努力の結晶であ
リーン前後になるとの報

億円の大ヒットと聞いて

り、この場を借りまして
告を受けております。前

おります。他にも邦画、

44

受章されますのは、第

63

40

回米国アカデミー賞で４

億円、『ファンタ

合わせて、ようやく車の

47

ルデングロス賞の授賞式

67

年勤続功労章を受章され

44

様に感謝状をお贈りいた

『映画の日』も今年で第
｢
回となります。本日は

93

52
46

年ぶり

年より減るのは

となりますが、コロナの

94

君が代斉唱の後、 映｢画の
そしてコロナ禍にありな

戦争へと拡大を続け、収

め、ご臨席の関係者の皆

さて、今年も年の瀬、

させない』という強い意

禍前の５年間平均対比で

洋画Ｖ字回復、邦画との両輪が揃う
コロナ禍前５年間平均対比で約 ％

第

回 映
｢画の日 中
｣央
月１日にグラ

名、特
千億円を超え、いまや日
８０億円を超え、邦洋合

年勤続功労章を

本映画界に欠くことので
わせての歴代

別功労章を ド｢ライブ・マ
イ・カー 製｣作委員会、青

▽青山剛昌氏 漫(画家 劇
)｢
場版『名探偵コナン』シ

90

束の兆しも見えない状況

10

47

です。また、７月には参

位内に入

きないシリーズ作品となっ

12

山剛昌氏 漫
(画家 、
)感謝
状を全国の映画館が受章

90

67

式典が、

67

10

74

10

94
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に計画通りに進んでいた

協力もいただき、結果的

ルムコミッション様のご
興行生活衛生同業組合連

の映画館を代表し、全国

感謝状を受章した全国
品となっております。大

るなど、国民的な人気作

績が１０００億円を超え
選考を経て

篇が候補作

篇。第１次、第２次予備

の応募脚本総数は３５９

ただいた上で、その両面

こと。それを読ませてい

能な実践的な作品である

務めた井上由美子氏によ

続いて最終審査委員を

（前のページから）
受章者コメント

特別功労章など
場合とはまた違った空気

る講評が行われ、 城｢戸賞
は映画監督、脚本家、映

特別功労章を受章した
ド
｢ライブ・マイ・カー ｣ 感の作品に仕上がったと
製作委員会を代表し、カ
思います。俳優陣や撮影

合会会長の佐々木伸一氏
楽しませていただいてお

ストーリー展開をいつも

人が観てもワクワクする
準入賞に ひ
｢び 竹
｣上雄介

見つけるべく審査員は誠

品として最終審査に残り、 と書かれた方の可能性を

画評論家、そして各映画

会社のプロデューサーや

は 挨｢拶の準備をしており
ませんでしたが、自分で

挨拶させていただきます。 言葉そのものを抽出する

テインメントの私からご

してカルチュア・エンタ

ますが、僭越ながら代表

やらせていただいており

壇し、 本｢来はビターズ・
エンド様と共同で幹事を

執行役員 中西一雄氏が登

メント㈱代表取締役社長

という上映時間、そして

したと思います。３時間

力者の皆様のお陰で完成

意志と新しいロケ地や協

成でき、そういった強い

たが、なんとか作品を完

込まれる状況がありまし

的にもきつい状況に追い

す。引き続き、安心安全

とは誇りに思っておりま

件も発生させなかったこ

ながら、クラスターを一

庁様のご指導をいただき

で、コロナ禍のなか、省

が努力をしてくれたお陰

全国の映画館のスタッフ

取るという、この状況を

えます。優れた作品、優

た努力の賜物であると考

る環境を維持し続けてき

安心して映画を鑑賞でき

と、及びその取り組みを

対策を続けてこられたこ

映画館が徹底した感染症

りました。これは全国の

を取り戻した１年でもあ

され、２０２２年は私た

映画館の座席が全面開放

それから指折り数えて
生活の活力となる場を提
供し続けてこられたこと、 年近く、この賞が続いて

し、勇気づけられ、日常

が、映画によって心を癒

お客様にしっかりと発進
コロナ禍で先が見えない
し続けていらしたことで、 苦しい状況におかれた人々

が、私のことはさておき、 ちが映画と共にある生活

恥ずかしくも思うのです

れた製作者、それから来

贈られた全国の映画館様

います。次に、感謝状を

広く認められたのだと思

んのお名前を頂戴した城

なる映画人、城戸四郎さ

した竹上雄介さんの『ひ

だくと、準入賞となりま

の中身を触れさせていた

なりました。簡単に作品

選考し、表彰することと

島谷能成委員長は 城戸
入選該当作はございませ
ても安心して映画を楽し
｢
賞は今年で第 回。１９
んでした。しかしながら、
めるよう労を惜しまず、
７４年の同じ 月１日に、 将来のご活躍に期待する
安全対策を実施し、運営
という意味を込めまして、
を継続してこられました。 松竹で長らく経営のトッ
プにいらっしゃった偉大
準入賞２篇、佳作２篇を

は、コロナ禍におきまし

戸賞が制定されました。

び』は、恋人に捨てられ

にでもある日常が魅力的

み損ねたヒロインのどこ

た。『ひび』は幸せを掴

『ぼくたちの青空』でし

『ひび』と福田さんの

選となった竹上さんの

関係者が集まって熱い議

委員会を代表しますので、 濱口監督の精悦な演出は

いと思いますので、皆様

味わっていただいてこそ、 な運営を行ってまいりた

まさに映画館という場で

ご協力のほど宜しくお願

ります。昨年の 月以降、 こられた熱意と想像力が

原稿をスピーチとして読
花開くと確信しておりま
いいたします。本日はあ

に描かれ、巧みなセリフ

推薦をして、自分で受け

むスタイルとさせていた
す。様々な賞をいただき

て以降、自堕落な日々を

先の現場の皆さんは精神

だきます。
ましたが、多くの方々に

おります。沢山の才能が
映画文化の存続・発展に
ご尽力されてきたことは、 生まれて参りました。今

論を戦わせ、毎年選考し

この度は、このような
場して下さるお客様にき

『ぼくたちの青空』はヤ

に評価が集まりました。

族の絆を描いた作品です。

年も多くの作品が集まり、 送るヒロインが、隣人の

現代的な問題を通り一遍

３５９篇の中から第１次、 無神経な中年男性と交流
を見つめ直す姿を描いた

ングケアラーを題材に家

第２次、それから予備選

人間ドラマです。同じく

を持ったことから、人生

の評を集めたのは、準入

篇でした。その中で多く

最終審査に残ったのは

応募総数３５９篇から

たと思っております。

厳正で温かい選考が出来

委員長が目を光らせる中、

ております。本年も島谷

多大な賞をいただきまし
映画館でご覧いただけた

仲村ゆうな 歳 、 獣医
て、様々な講評をいただ
(
)
｢
はステキなことだらけ 島｣
き、全員の合評を得まし
田悠子 (歳 が
)決定した。 たが、残念ながら今年も

て、誠に厚く御礼申し上

りがとうございました と｣
映画と共にある生活を

尊敬の念に堪えません。

取り戻した１年だった

ちんと配慮した映画館、

げます。本来であれば、
この作品に携わった監督、 ても嬉しいことでござい
プロデューサー、俳優陣、 ました。皆様にも今後と

日

ので、僭越ながら私がご

すが、そうも参りません

びを分かち合いたいので

まして、私の挨拶とさせ

に繋がるよう祈念いたし

日本映画界が更なる成長
■藤田清太郎氏

て中央式典は終了した。

ます。最後となりますが、 の中原裕彦氏の祝辞をもっ

我々も精進したいと思い

本｢日特別功労章を受章さ
れた『ドライブ・マイ・

ました。素晴らしいチー

史的快挙を成し遂げられ

『｢ドライブ・マイ・カー』
製作委員会の皆様は、歴

■中原裕彦氏

効な媒体です。文化庁で

めの手段として極めて有

なる価値観を理解するた

界共通の文化であり、異

は時間や空間を越えた世

深く感謝致します。映画

んに私も加わりまして、

当者、東映の須藤泰司さ

吾さん、映連製作部会担

プロデューサーの富山省

リストの明智惠子さん、

雄三さん、映画ジャーナ

督の手塚昌明さん、朝原

井上由美子さん、映画監

片想いの男性が事故死し

ぶなら君にしたい』は、

村ゆうなさんの『今度選

いた作品です。佳作の仲

送る高校生を等身大で描

ケアラーとしての日々を

と幼い弟を抱え、ヤング

青空』は、障害を持つ母

果歩さんの『ぼくたちの

に脚本家の岡田惠和さん、 準入賞となりました福田

リー要素を加えた心理戦

たちの恋愛模様にミステ

ら君にしたい』は、若者

仲村さんの『今度選ぶな

高い評価が集まりました。

佳作となった２作品にも

つ抜け出ていましたが、

した。この２作品が頭一

描き、一線を画していま

ではない独自の切り口で

月

篇が最終

考を経まして

挨拶さしあげます。お陰
ていただきます。本日は

カー』がカンヌ映画祭の

ムワークで真摯に製作さ

は映画の製作支援、若手

審査に進出し、

様でアカデミー賞国際長

受賞に加え、今年３月に

れた作品は、世界の多く

続いて来賓の経済産業

編映画賞をはじめとした
誠にありがとうございま

米国アカデミー賞の国際

もご指導、ご鞭撻並びに

多くの名誉ある賞を受賞

長編映画賞を受賞されま

ご支援をいただきまして、 省 大臣官房審議官の藤田

させていただきました。

した と｣挨拶した。
同じく特別功労章を受

スタッフの皆さん全てを

この程、日本映画界の皆

韓国の釜山で行う予定で

賞は映画を作っているス

本当はこのような映画の

る『名探偵コナン』シリー

山剛昌様の代表作でもあ

取りしているだけなので、 だと存じます。また、青

しゃいますが、同シリー

リーズの原作者でいらっ

場版『名探偵コナン』シ

された青山剛昌様は、劇

同じく特別功労章を受章

策に取り組んでおります。 への講評をお願いしてお
今後も皆様と力を合わせ、 ります。井上さんありが

を振興するため様々な施

開の促進など、日本映画

る積極的な発信、海外展

ですが、選ばれた皆さん

ただいて、初めてのこと

年に続き４回目の受賞と

物語です。島田さんは昨

獣医を主人公とした成長

なことだらけ』は、新人

子さんの『獣医はステキ

劇。同じく佳作の島田悠

たヒロインを巡る恋愛喜

ましたが、最終審査に残っ

た、惜しくも選には洩れ

キと描いていました。ま

事模様をリアルにイキイ

だらけ』は、獣医師の仕

の『獣医はステキなこと

が大変面白く、島田さん

ております。撮影は当初、 い口を出して、いいとこ

13

あり、本当に栄誉なこと

年ぶり２回目の受賞で

ございましたが、コロナ

ズは、１９９７年から毎

しては横からちょいちょ

禍により海外渡航制限が

タッフ全員にあげたいと

た作品はいずれも作者の

だき大変ありがたく思っ

ございましたので、海外

なりました。入賞された

は大変難しい事を応募さ

ご承知のとおり城戸賞

を心から強く願っており

の精進による更なる飛躍

んの『ダイヤモンドを獲

トの世界を描いた長濱さ

思いが詰まっており、特

とうございます。後ほど

れる方にお願いしており

宜しくお願いいたします。 皆様には心よりお祝いを

幅広い世代の方々から愛

に昭和のプロ野球スカウ

映画の振興に努めて参り

で、スタッフを代表して

申し上げると共に、今後

ズは幼少期に原作やテレ

この素晴らしい賞をいた

れ』は、一部の映画会社

（次のページへ）

ます。本当におめでとう

しんだ方が、大人になっ

ビアニメ、劇場作品に親

濱口監督、山本プロデュー

される作品です。長年に

３５９篇の中から選出

を賜りますようお願い申

年、作品が製作・上映さ
部にがっつり関わってい

サーらが手分けして探し

だこうと思います。今日

亘り多くの人々を魅了す

ます。まず、オリジナル
第 回 城｢戸賞 授｣与式
であること。脚本の体を
引き続き第 回 城戸賞
｢
｣
成して、直ぐに映画化可
授与式が行われた。今回

の方から大人のエンタメ

し上げます。」

れ続け、累計国内興行成

本を変更し、国内撮影に

た結果、ご縁も得まして

は本当にありがとうござ

る作品を世に送り出して

ございました と｣述べ、授
与式が行われた。

ても劇場に足を運ばれ、

作全

製作委員会もご評価いた

した。日本映画としては

この場にお呼びして、喜

10

様より、作品のみならず、 章した青山剛昌氏は 僕｢は
漫画家なので、映画に関

14

の人々の心に響き、日本
審査委員による最終審査
映画作家や専門性の高い
映画の魅力を世界に伝え
映画スタッフの人材育成、 が行われました。今日は
ていただいたと存じます。 国内外の映画祭等におけ
井上由美子さんにお忙し
い中、お時間を作ってい

11

10

ころなのですが、

清太郎氏、文化庁審議官

50

24

12 48

41

ロケが出来ず、急遽、脚

鑑賞する方々が最も期待
たのは、映画に関わる皆
することだと思います。 ｣ 様のご努力によるものと

いくことが、映画に関わ
症が猛威を振るい続けて
る方々にとって、最も喜
いた中でも、素晴らしい
ばしいことでありますし、 作品に触れることができ

こうした三者が継続して

10

述べた。

ルチュア・エンタテイン

(歳 、) ぼ｢くたちの青空 ｣ 実に議論を重ねました。
福田果歩 ( 歳 、
篇の作品全てをきっち
)佳作に
今｢度選ぶなら君にしたい ｣ りと読み込んでいただい

10
31

ことは、製作側としてと

31

新型コロナウイルス感染

10

ます。引き続き、ご尽力

広島で撮影を行うことが

いました と｣述べた。

48

切り替えました。その間、 るのは多分、僕だけなの

できました。現地のフィ

48

25

(2)

２０２２年 (令和４年) １２月１５日

第11１０号

だという声があがってお

として映像化に近い作品

（前のページから）
当に人を救います。皆さ

間映画を観ることは、本

です。映画館の闇で２時

んが日本の人々を世界の
方々を救えるシナリオを

りました。島谷委員長も
おっしゃったように、城
書いていく事を心から願っ

正月興行を共に盛り上げたい
イベント割オンライン説明会

２日に行われた。

月

月２日～２０２３年１

＝販売期間は２０２２年

と。▽実施スケジュール

枚までまとめ買いが可能 。

があり、１決済で一人５

れることを訴求する目的

日・祝日もオトクに観ら

使用できること、特に休

ムビチケ作品共通券販売

が委託 。)
利用客は、イベント割

販売はムービーウォーカー

付与、イベントチケット

登録申請、イベントＩＤ

は、作品明細は確認でき

す。着券レポート画面で

席券を発券、利用客へ渡

を確認し、着券処理を実

証システムで券の有効性

ムビチケのチケット認

月 日 予(算消化の状況に
より予告なく販売終了の

施。自社のシステムで座

【劇場計上金額】

サイトにてワクチン接種

証明書をアップロードし 、 ず、イベント割ムビチケ

書確認期間が大変短いた

一般を例にすると、窓

め、毎日着券実績と差異

口料金１９００円、国か

０２２年

が無いか確認することを

日。▽中高

２３年１月

推奨する。

場合あり 。着券期間は２
)
月２日～２０

では利用できない旨の但

ビーウォーカーが着券実

３８０円が給付金となる 。 １２００円を支払う。ムー

▽小人券対応＝ 歳未満 。 対して最大２割なので、

績を集計し、事務局に販

作品共通券の着券数のみ

ここにムビチケポイント

売報告を行う。報告実績

証明書認証後、チケット

▽対象作品＝本チケット

即時利用を設け、割引を

らの給付金は通常料金に

し書きを掲示。利用客に

が着券可能な映画作品を

して利用客は１２００円

歳～高校生。

経て 区
全興連。▽チケット販売
｢分指定書 の
｣発行
者＝ムービーウォーカー 。 を受けた作品。▽払い戻

円、国からの給付金２０

小人は窓口料金１０００

額を興行収入として映画

販売手数料を控除した金

となる。同様に、中高生 、 チケット代と給付金から

劇場計上額は１４９０円

館に支払う。全作品の着

録を行う。初めて又はイ

ムビチケ作品共通券 サ｣ー
ビス申込フォームから登

う必要なし。 イ｢ベント割

場合は、主催者登録を行

に基づいて国から事務局

し 返
(金 ＝
)如何なる事由
の場合も行わない。▽有

０円、利用客への販売価

券精算をムービーウォー

で購入。ムビチケ販売手

事対応＝キャンペーン期

格が８００円となり、ム

上映される映倫の審査を

生対応＝

はチケット購入前に イ｢ベ
ント割ムビチケ作品共通

指し、本チケットの有効

の表示となる。支払通知

券ご利用映画館リストを

期間中に参加興行会社で

が発行される。利用客は

必ずご確認ください と｣呼
びかける。▽イベント主

イベント割×全興連
きる全国の映画館で利用
｢
｣
共同キャンペーン イ｢ベン
できる作品共通券。一部
ト割 ムビチケ作品共通券 ｣ の映画館及び一部の作品

ております と｣述べた。
準入賞該当者には賞状・
■佐々木伸一会長
イ｢ベント割ですが、従前
は『Ｇｏ Ｔｏイベント』

オンライン説明会が

記念品並びに副賞として

戸賞はこの９年、入選作
を出しておりません。た
だそれは、作品のレベル
が落ちているわけでは決
は賞状・記念品並びに副
ですとか、『イベントワ

万円が、佳作該当者に
万円が授与さ

してございません。数あ
るシナリオコンクールの
賞として
６作品は次のとおり。

る城戸賞だけに、慎重に 、 れた。その他、最終候補
熱い審査をしている結果
遷し、映画業界でもなん

一般１２００円、中高生

間中に緊急事態宣言の再

円を

場合は、 イ｢ベント割公式

前回 Ｇ｢ｏＴｏイベント ｣
の際に主催者登録を行い 、

８００円、小学生８００

発布等による国や自治体

ビチケ販売手数料

カーが担当するため、 イ｢
ベント割ムビチケ作品共

サイト か｣ら主催者登録を
行う。その際、マイペー

を経由してムービーウォー

円、劇場計上額が一般１

の指示により休館が発生

引いた９２０円が劇場計

ジ作成とイベント主催者

円となるので、

４９０円、中高生９２０

した際には、有効期限を

ムに記載の規約に同意す

上金額となる。
通券 サ｣ービス申込フォー
ムービーウォーカーは 、 ムへ登録を行う際、同フォー

ブラフ六十八番館 廣｣嶋友
業界でも利用できる運び
継 (歳 、)▽ ダ｢イヤモン
になりました。年末年始 、
ドを獲れ 長｣濱亮祐 (歳 、) 大作が目白押しですので 、
▽ 奏｢でて 上｣野詩織 (歳 。) 興行の盛り上げに少しで

４桁。チケットは即時発

る。▽映倫未審査作品を

び小人券は９２０円とな

での割引に限られる。ム

で、クーポンかポイント

２０円の現金割引は不可

円の売上報告をする。３

レンダー日付の月末締め

と精算方法が異なる。カ

通常のムビチケ作品券

れ】

【販売から精算までの流

る必要がある。

承認後、承認に必要なシ

ケ非対応会社は、全興連

理前に登録可能。ムビチ

ムには主催者登録申請受

登録が必要。申込フォー

ベント登録移行がまだの

行されず、アップロード

上映した場合＝当該劇場

ビチケポイント割引は実

された接種証明を確認し

において、以降の本券の

際にポイントを発行する

た後にメールで利用客に

使用を断る。

届ける。一度に５枚まで

【イベント割ムビチケ作

ステム情報 Ｕ(ＲＬ、ＩＤ
／パスワード、マニュア

購入可能。▽販売チャネ

わけではなく、外形上の

ル＝インターネットのみ
▽対象劇場＝希望する全

一般１２００円、小人

を１４９０円に設定する

表現であり、着券精算額

めの後、支払い通知書を

求の必要はなし。月末締

ケ作品共通券 サ｣ービスは、
月２以降も申し込み可

行う。 イ｢ベント割ムビチ

で、コンビニ販売はナシ 。 品共通券】
国の映画館。ムビチケで

ことにより調整する。

送付 異(議申し立ては３～
件は、インターネット環

取引のない劇場の参加条

【イベント割ルール】

５営業日以内 。)集計した
結果を事務局に報告。事

回数不要。２回目接種証

回以上。▽小人券＝接種

ムービーウォーカーが着

ウォーカーに振り込まれ 、

務局の審査 ３
(週間 後
)の
金曜日に給付金がムービー

共通券 事｣務局。電話０５
０‐１７４４‐２７３７

イ｢ベント割ムビチケ作品

▽㈱ムービーウォーカー

能。

対し、主催者としての登

【ムビチケ非対応会社の

ないため。

日までに行わないとなら

平(日 時～ 時 。)
▽精算業務問い合わせ先

【不明点の連絡先】

明を用いた単独販売はし

券精算代金を興行会社に
立ての締め切りは３営業
日以内となる。事務局へ

録申請を行い、事務局の

の販売実績報告を２月

審査を経て主催者として

場合】

興行会社は、事務局に

れ】

【イベント割事業主な流

との同時購入のみ認める 。 支払う。１月の異議申し

券＝ワクチン接種回数３

ない。一般券・中高生券

回数３回以上。▽中高生

▽一般券＝ワクチン接種

あること、１月

高
(校生まで ８
)００円で
販売。 国｢が進める〝映画
産業〟の需要喚起施策 で｣
日まで
境があり、ムビチケシス
テムにアクセルできるこ

ル が)送付され、認証・着
券に必要な環境の準備を

営
(業日締めではない 、
)
翌々月 日払い。着券請

数料は

円、小学生９２０円。▽

延長するが、給付金が出

事務局に対して１５２０

催者＝各興行会社 法(人単
位 。)▽チケット発行者＝

チケット仕様＝通常のム

ないため劇場計上額が一

カーに給付金が入るので 、 イベント登録移行済みの

も貢献できるよう企画し
ビチケ同様の番号体系購

般１１１０円、中高生及

ワクチン接種３回以上を
条件とし、この点が他の
イベント割と違う点。
【概要】
▽キャンペーン主催者＝
全興連。▽商品名＝イベ
ント割ムビチケ作品共通

▽料金設定＝販売価格が

ております。ぜひ皆様に

桁で暗証番号が

とかチャレンジし、その

12

31

12

入番号

度に中止になったり、制

12
29

ご利用いただきまして、

る 本
度が変わったりと頓挫し
｣ 山航大 ( 歳 、
)▽
ＳＡＫＵＲＡ‐さくら‐
ておりましたが、いよい
｢
｣
古川美幸 (歳 、)▽ 横｢濱
よ、国の施策の割引を当

だと思っております。こ
▽ 中
｢山最終レース 大
｣島
れからも映画の発展の為 、 健一郎 (歳 、)▽ 天｢地知
いい選考に励みたいと思っ
ておりますので、引き続
きご支援のほど宜しくお
願いします。最後になり
ましたが、入選者の皆さ
ん、本当におめでとうご
ざいます。こんな不穏な
時代にこそ、娯楽が必要

回ゴールデングロス賞授与式

術廻戦０ ｣(
東宝 、
) 名
｢探
偵コナン ハロウィンの花

田浩嘉氏 ㈱(アースシネマ

興連会長表彰者として横

また、 映｢画の日」記念
令和４年度優良従業員全

嫁 ｣(
東宝 、
ハ(ピネットファントム・
) キ
｢ングダム
２ 遥かなる大地へ 東
｣(宝、 スタジオ 。)
ＳＰＥ 、
) シ
｢ン・ウルト
ラマン 東
｣(宝 。)
■外国映画部門
▽最優秀金賞＝ トップガ
｢
ン マーヴェリック 東
｣(和

ズ 、
)田中亨子氏 オ
(ーエ
ス・シネブラザーズ㈱ 、)

のワクチン接種証明をアッ

券。▽商品内容＝３回目

ピクチャーズ 。)

ため、陰性証明は割愛し 、

正月興行を共に盛り上げ
全興連主催の第 回
宝東和 、) フ｢ァンタスティッ
ていきたいと思いますの
「ゴールデングロス賞」
ク・ビーストとダンブル
で宜しくお願いいたしま
が次のとおり決定。第
ドアの秘密 ｣(
ＷＢ 、
) ス
｢
す。 ｣
回「映画の日」中央式典
パイダーマン：ノー・ウェ
【イベント割とは】
終了後に授与式が行われ 、 イ・ホーム Ｓ
｣(ＰＥ 。)
経産省が進める需要喚
佐々木伸一全興連会長か
■特別賞
起策で、通常のイベント
ら各受賞者に賞状と記念
▽全興連特別賞＝ 劇｢場版
割では、ワクチン接種が
品が贈られた。
呪術廻戦０ 東
｣(宝 、) Ａ｢
３回以上であること、も
■日本映画部門
ＲＡＳＨＩ Ａｎｎｉｖｅ
しくはＰＣＲ検査で３日
▽最優秀金賞＝ Ｏ
ｒｓａｒｙ Ｔｏｕｒ ５
｢ＮＥ
以内の利用であることが
ＰＩＥＣＥ ＦＩＬＭ Ｒ
× ＦＩＬＭ〝Ｒｅｃｏ
条件となる。 イ｢ベント割
ＥＤ 東
ｒｄ ｏｆ Ｍｅｍｏｒｉ
｣(映 。)
×全興連 に｣関しては、Ｐ
▽優秀銀賞＝ 劇
ｅｓ〟 ｣(
松竹 、
｢場版 呪
)映画 五
｢
ＣＲ陰性証明発行から３
等分の花嫁 ｣(
ポニーキャ
日間以内に使用されるか
ニオン 、
) Ｐ
｢ＬＡＮ
｣
どうかの確認が取れない

第

クワク割』など名前が変

中でも屈指の作品が集ま

11

竹中規氏 オ(ーエス・シネ
ブラザーズ㈱ 、)豊田勝一

80

の登録を受ける イ(ベント

co.jp/movies/y6SeT5fQ.h
。
tml)

先 (https://moviewalker.

。
r.co.jp)
▽説明会アーカイブ映像

(mvkt-seisan@moviewalke

17

75

▽優秀銀賞＝ ジ｢ュラシッ
ク・ワールド／新たなる

12

20

32 46

29

90

10
62

51

12

31

30

プロードした人が購入で

10

46

20

氏 オ(ーエス・シネブラザー
ズ㈱ が)決定した。

10

40

ミ
｢
東
｣(

支配者 ｣(
東宝東和 、
)
ニオンズ フィーバー

10

67

40

(3)

２０２２年 (令和４年) １２月１５日

第1110号

シネアジア２０２２バンコクで開催
東宝松岡宏泰社長がアイコン賞受賞

営元であるＦｉｌｍ Ｅｘ

ト作を手がけています と｣
紹介して讃えており、運

(年 な
)ど数多くのヒッ

ピクチャーズ・エンタテ

バンニ・ドルチ氏、ソニー・

社最高営業責任者のジョ

ド・ゲルフォント氏、同

ＩＭＡＸ社ＣＥＯリチャー

ラヤー川沿いに位置する

級の複合施設でチャオプ

シネアジアは、タイ最大

ｎｇ氏が受賞した。

ｈｉ Ｔｈａｎｈ Ｈｕｏ

ン共演 Ｓ
｢ＨＥ ＳＡＩＤ
／シー・セッド その名を

マリガン、ゾーイ・カザ

そして６位には、キャリー・

の最新作がランクイン。

涯を描いたＴＶシリーズ

デ
(ィズニー配給 、
) ３位
にイエス・キリストの生

わせし、激闘を繰り広げ

バ
｢イオレント・ナイト ｣
東(宝東和配給、２月３日

位にアクション・コメディ

ブ・マッドネス に｣続く３
位となった。新作では２

年目を迎えた

ス氏、ユニバーサル・ピ
配給会社・興行会社の代

一堂に会した。今年は、

のプロフェッショナルが

化。また、９位にはイン

女性記者の回顧録を映画

る性犯罪を暴いた２人の

描いた宗教映画がランク

ロングフェローの人生を

ヘンリー・ワズワース・

今年で

タクロースが、子どもた
ちへのプレゼントを届け

クチャーズ・インターナ

インした。

レオンや、 Ｈ｢ＥＲＯ グ
｣｢

の作品は、日本だけでな
ショナルＥＶＰのニール

ドのクライム・サスペン

る最中に武装集団と鉢合

アジアを代表する映画人
く、世界の映画産業で高

表によるパネルディスカッ

■ 月９日～ 日

東和㈱の取締役会長を務

ズの日本配給を行う東宝

パラマウント・ピクチャー

バーサル・スタジオ及び

いがありました。しかし

いのだろうか？という迷

層な賞を自分が頂いてい

した。最初はこんなに大

は？と思い、大変驚きま

松岡氏は 受｢賞の連絡を
受けた時は人違いなので

グループを本当に大きな

います。これからも東宝

物だと心からそう思って

能成代表取締役会長も 彼｢
はこの賞にふさわしい人

が寄せられ、東宝の島谷

続々とお祝いのコメント

ンバーグ氏ら世界中から

たちの誇り ｣(
パラマウン

Ｇの映画化 ダ｢ンジョンズ
＆ドラゴンズ／アウトロー

レゼンテーション、ＲＰ

ディズニーによる作品プ

マウント、ユニバーサル、

同時公開された ス｢トレン
ジ・ワールド／もうひと

エバー が｣１位をキープ。
新作では２位に日本でも

末となり、 ブ｢ラックパン
サー／ワカンダ・フォー

にニューヨークにあるメ

した。以下５位までは前

週連続１位を獲得し、累

が行われた ※(なお、後日
続報を掲載予定 。)

計興収は４億ドルを突破

トロポリタン歌劇場の最

週から変動が無く、８位
ディズニー配
｣(

つの世界

新オペラを上映する Ｍ｢Ｅ
Ｔライブビューイング２
ケヴィン・プッ
ツ『めぐりあう時間たち』 ｣

０２２‐

給 、)３位にＮｅｔｆｌｉ
ｘが配信に先駆け１週間
限定公開した ナ｢イブズ・
アウト：グラス・オニオ

松(竹配給、２月３日公開 )
が初登場。バージニア・
ウルフの小説をモチーフ
にした同名映画を基にし

ン 、｣４位に朝鮮戦争の実
話を基に描いた Ｄ｢ｅｖｏ
ｔｉｏｎ 原(題 が
)｣登場。
また、拡大公開されてラ

月

日

Ave
15,123
2,804
4,292
1,369
977
1,096
826
738
3,638
662

累計＄
287,174,913
9,004,957
8,750,715
157,100,309
61,547,485
2,217,010
43,177,876
104,587,554
1,109,632
18,352,882

《全米週末ランキング（11月25日～11月27日)》
作品
全米配給
1 ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー
ディズニー
2 ストレンジ・ワールド／もうひとつの世界
ディズニー
3 ナイブズ・アウト：グラス・オニオン
ネットフリックス
4 Devotion
ソニー
5 ザ・メニュー
サーチライト
6 ブラックアダム
WB
7 フェイブルマンズ
ユニバーサル
ユナイテッド・アーティスツ
8 ボーンズ アンド オール
9 チケット・トゥ・パラダイス
ユニバーサル
10 The Chosen Season 3: Episode 1 & 2
ファゾム・イベンツ

週末＄
％
週
45,583,904 -31% 3
12,151,384
0% 1
9,400,000
0% 1
5,902,803
0% 1
5,478,956 -39% 2
3,255,486 -29% 6
2,261,110 2420% 3
2,258,562 1767% 2
1,863,860 -42% 6
1,578,626 -82% 2

館
4290
4174
696
3405
3228
2664
638
2727
2238
1695

Ave
10,626
2,911
13,505
1,734
1,697
1,222
3,544
828
833
931

累計＄
367,471,452
18,855,156
13,280,000
9,004,070
18,944,605
162,836,860
3,463,236
3,763,099
65,087,250
13,443,180

《全米週末ランキング（12月2日～12月4日)》
作品
1 ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー
2 バイオレント・ナイト
3 ストレンジ・ワールド／もうひとつの世界
4 ザ・メニュー
5 Devotion
6 I Heard the Bells
7 ブラックアダム
8 フェイブルマンズ
9 ボーンズ アンド オール
10 チケット・トゥ・パラダイス

週末＄
17,540,051
13,450,240
5,085,335
3,471,324
2,725,101
2,001,603
1,565,051
1,269,515
1,188,698
854,680

％ 週
-62% 4
0% 1
-58% 2
-37% 3
-54% 2
0% 1
-52% 7
-44% 4
-47% 3
-54% 7

館
3855
3682
4174
2810
3405
1082
2231
638
2727
1715

Ave
4,550
3,653
1,218
1,235
800
1,850
702
1,990
436
498

累計＄
393,671,128
13,450,240
25,684,071
24,640,056
13,725,108
2,771,747
165,071,691
5,534,961
6,038,432
66,528,855

《全米週末ランキング（12月9日～12月11日)》
作品
1 ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー
2 バイオレント・ナイト
3 ストレンジ・ワールド／もうひとつの世界
4 ザ・メニュー
5 Devotion
6 ブラックアダム
7 フェイブルマンズ
8 METﾗｲﾌﾞﾋﾞｭｰｲﾝｸﾞ2022-23 ｹｳﾞｨﾝ・ﾌﾟｯﾂ｢めぐりあう時間たち｣
9 I Heard the Bells
10 Spoiler Alert

週末＄
11,234,702
8,722,765
3,781,791
2,767,824
2,027,788
1,328,047
1,172,230
799,292
750,195
679,690

館
3725
3723
3560
2710
3458
2143
973
826
973
783

Ave
3,016
2,343
1,062
1,021
586
620
1,205
967
771
868

累計＄
409,945,480
26,717,080
30,635,483
29,095,582
17,000,207
166,861,424
7,322,196
799,292
4,072,436
782,283

)

館
4396
3211
2039
3372
3268
2022
2307
1569
305
1389

コムスコア調べ

日～

レニアム・ヒルトン・バ

ｐｏ Ｇｒｏｕｐの代表で

インメント代表のスティー
ア
｢イコンサイアム 内
｣の
Ｔｒｕｅ Ｉｃｏｎ Ｈａ

暴け ｣(
東宝東和配給、１

る。また、６位には詩人

に贈られている。シネア
く評価されています。私
ズ・スウィンケルス氏、

スの続編がランクイン。

めており、ハリウッドと
今回こうして、この素晴

光り輝く存在にしてくれ

ブ｢ラックパンサー／ワ

日本の映画・テレビ業界
らしい賞の対象になるこ

ト 、)ブラムハウスが贈る
人形ホラー Ｍ
｢３ＧＡＮ
／ミーガン ｣(
ユニバーサ

トナム映画開発協会会長

％ 週
-63% 2
0% 1
0% 1
-43% 5
-46% 5
0% 1
-40% 7
-50% 8
0% 1
-52% 4

(月

ネイバース氏、最優秀興

は間もなく４億ドルに到

ンコクで行われた授賞式

あり、シネアジア・マネー

ブン・オデル氏、パラマ
ｌｌと映画館ＩＣＯＮ Ｃ

月 日公開 が)登場。映画
プロデューサーのハーヴェ

ジアは松岡氏の受賞理由
たちは松岡さんの栄誉を

ションやセミナーの他、

■ 月 日～ 日

の架け橋となるべく、キャ
とが出来たのは東宝の功

のＤｒ．Ｎｇｏ Ｐｈｕｏ

ており、

日にライ

ンクアップしたのは、７

ブ上映された。また、

月
位のスティーヴン・スピ

ルバーグ監督作 フ｢ェイブ
位には拡大公開されたジ
ルマンズ 東宝東和配給、 ム・パーソンズ＆ベン・
｣(
３月３日公開 と)８位のル
オルドリッジ共演のロマ
カ・グァダニーノ監督作
ンティック・コメディ Ｓ｢
ボ｢ーンズ アンド オール ｣ ｐｏｉｌｅｒ Ａｌｅｒｔ ｣
Ｗ(Ｂ配給、２月 日公開 。) がランクイン。

11

週末＄
66,482,266
9,004,957
8,750,715
4,615,701
3,191,250
2,217,010
1,906,092
1,158,158
1,109,632
919,504

全米週末ランキング

行者賞を中国のリュミエー
デ
(ィズニー配給 が
) ２週
連続で１位。新作では、

ｏｎｓ製作 、)キャリア・
アチーブメント賞をＤＴ

ズ国際配給部門代表のア
ル・パビリオン社会長兼
達し、今年公開作品では

大変、光栄です と｣スピー
チした。続いて、ワーナー・
■ 月２日～４日

ンドリュー・クリップス
ＣＥＯジミー・ウー氏と
２位にレイフ・ファイン
ト｢ップガン マーヴェリッ

■ 月 日～ 日

氏が、東宝及び松岡氏の
同社社長ジェーン・シャ
ズ、アニャ・テイラー＝

Ｓ／Ｘｐｅｒｉ社ビル・

歴史と偉業について紹介
オ氏、最優秀配給者賞を

ブラザース・ピクチャー

に限らず、国内映画部門

した後、その功績を称え
ベトナムのギャラクシー・

アジア最大級の映画業

た映像と共に、各社代表

で、東宝㈱代表取締役社

ジング・ディレクターの

ウント・ピクチャーズ海
ｉｎｅｃｏｎｉｃをメイ

イ・ワインスタインによ

ブ｢ラックパンサー／ワ
ブ｢ラックパンサー／ワ
カ ンダ ・ フォ ーエ バ ー
カンダ・フォーエバー が｣
｣
４週連続１位。累計興収

界コンベンション Ｃ｢ＩＮ
においても、世界興行収
ＥＡＳＩＡ シ
(ネアジア ) 入１億８７００万米ドル
を突破した『劇場版 呪術

からのビデオメッセージ

２０２２ が｣ 月５日から
８日までタイのバンコク
廻戦０』 ( 年 や
)『キン
グダム２ 遥かなる大地へ』

長の松岡宏泰氏がＣＩＮ

アンドリュー・サンシャ

外劇場配給部門代表のマー
ン会場に、ＡＰＡＣ地域

で開催され、最終日にミ

ＥＡＳＩＡ ＩＣＯＮ Ａ

イン氏も シ｢ネアジアは、
松岡宏泰さんを表彰する
ク・ヴィアンヌ氏、ディ
の映画製作・興行・配給

が上映された。映像では、 スタジオ会長Ｄｉｎｈ Ｔ

ＷＡＲＤ シ(ネアジア・ア
イコン賞 を)受賞した。
シネアジア・アイコン

ことを光栄に思います。
ズニー劇場配給部門ＥＶ

公開 が)初登場。デヴィッ
ド・ハーバー演じるサン

私たちの産業のまさしく
Ｐのトニー・チェンバー

賞は過去に俳優のトニー・
リーン・デスティニー で｣
知られる映画プロデュー
と、ご自身が関わったそ

について 東｢宝㈱及びＴｏ
ｈｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ

ソニー、ワーナー、パラ

ｏｎａｌ Ｉｎｃ．の代表

祝福します と｣述べている。 同配給部門代表のヴェロ
ニカ・クワン・ヴァンデ

リアを積んでこられまし
績があってのことです。

くれている全社員と関係

サンクスギビングの週

た。また、世界興行収入
今年で

ＭＰＡアジア・パシフィッ

者の皆様を代表し、この

カンダ・フォーエバー が｣
今年初となる公開から５

３億５０００万米ドル以
宝がこの賞を受けるに相

カチュウ』 ( 年 な
)ど、
レジェンダリー・ピクチャー

周年を迎える東

上を達成した『ゴジラ キ

応しい姿になるために、

ク・著作権教育者賞をベ

ズと提携した大ヒット映

ｎｇ Ｌａｎ氏、コムスコ
ウト・ローカル・フィル

くことを決意致しました。 ア２０２２・ブレイクア

Ｔ
: ｈｅ Ｒｉｓｅ ｏｆ

映画『Ｍａｔ Ｋｉｌａｕ

ム賞をマレーシアの歴史

国際事業の飛躍的成長を

画の製作を統括するなど 、 賞を受け取らせていただ

る若き代表だと期待して
ル 、)ローカルフィルム４
います と｣祝福した。
作品 タ(イ、ベトナム、イ
授賞式では松岡氏の他、 ンド、マレーシア の)スク
リーニング、トレードショー

ング・オブ・モンスター

日々一生懸命仕事をして

取締役社長に加え、ユニ

12

12

《全米週末ランキング（11月18日～11月20日)》
作品
全米配給
1 ブラックパンサー／ワカンダ・フォーエバー
ディズニー
2 ザ・メニュー
サーチライト
3 The Chosen Season 3: Episode 1 & 2
ファゾム・イベンツ
4 ブラックアダム
WB
5 チケット・トゥ・パラダイス
ユニバーサル
6 SHE SAID／シー・セッド その名を暴け
ユニバーサル
7 シング・フォー・ミー、ライル
ソニー
8 Smile
パラマウント
9 Drishyam 2
ヤシュ・ラージ
10 Prey for the Devil
ライオンズゲート

11

ジョイ、ニコラス・ホル
ク 、
｣ ド
｢クター・ストレ
ト共演作 ザ
｢・メニュー ｣ ンジ／マルチバース・オ

12

サーのビル・コン氏など 、 アイコンである松岡さん

21

ズ』 ( 年 や
)『名探偵ピ

27

フォーカス・フィーチャーズ

20

18
10

ユニバーサル

26

％
週
-36% 5
-35% 2
-26% 3
-20% 4
-26% 3
-15% 8
-8% 5
0% 1
-63% 2
719% 2

18

25

全米配給
ディズニー
ユニバーサル
ディズニー
サーチライト
ソニー
WB
ユニバーサル
ファゾム・イベンツ
ファゾム・イベンツ

11

13

11

11
10

ユナイテッド・アーティスツ

23

12

90

リードしています。加え
て、ドイツのコンスタン
ティン・フィルムズなど
海外のスタジオとも協力
し、『モンスターハンター』

ａ Ｗａｒｒｉｏｒ』 Ｓ
(
ｋｏｐ Ｐｒｏｄｕｃｔｉ

17

全米配給
ディズニー
ユニバーサル
ディズニー
サーチライト
ソニー
ファゾム・イベンツ
WB
ユニバーサル

22

12

19

19

(年 を
)製作。国際部門
20

(4)

２０２２年 (令和４年) １２月１５日

第11１0号

