インターナショナルデーは行
わなかった。
多くのセミナーでポストコ
ロナ時代をいかに生き抜くか
をメイントピックスとしてお
り、映画館の復活、映画鑑賞
体験の重要性ついて語られた。
基調講演でＮＡＴＯ 全(米映
画館主協会 の)ジョン・フィ
シアン会長はコロナ禍での活
動を振り返り、 競｢合する興
行会社のメンバーが協力し合
い、草の根のロビー活動、映
画館再開のための安全ガイド
ライン作成、税控除の確保、
一時解雇された従業員の支援、
助成金の申請に携わってきた。
全米監督協会とＭＰＡもこの
危機の間、素晴らしいパート
ナーだった。私たちの業界を
支援するため、１００人以上
の監督が支援要請の書簡に署

ネポリスＣＥＯ 、)マーク・
ヴィアン氏 パ(ラマウント・
ピクチャーズ海外劇場配給部
門代表 )
■ 時 分～セミナー Ｉ｢Ｆ
ＹＯＵ ＣＡＮ ＳＥＥ
ＩＴ， ＹＯＵ ＣＡＮ Ｂ
Ｅ ＩＴ そ(れを見ることが
できれば、それになることが
が、パンデミックの時のよう できる )｣(
麻薬の密売人から
にもならない と｣明言。ＭＰ 全米トップクラスの料理人に
ＡＡ 全(米映画協会 の)チャー 登り詰めたジェフ・ヘンダー
ルズ・リブキン会長も 一｢致 ソン氏をプレゼンターに迎え、
団結によってパンデミックの 彼の償いの人生で得た教訓と
困難を克服しつつある。映画 成功するための決断や実用的
業界は決してあきらめない ｣ なアプローチ方法を共有する。 )
と語り、最近の公開作品の好 プレゼンター：ジェフ・ヘダー
調な興行成績を発表し 観｢客 ソン氏 セ(レブシェフ、ベス
はもう家で待つのではなく、 トセラー作家 )
今こそ映画鑑賞体験を楽しみ ■ 時 分～セミナー 従｢業
たいと思っている と映画館 員幸福度：カムバックを成功
｣
復活に向けた明るい展望を語っ させるための秘密兵器 映
｣(画
た。
館やその従業員は、映画業界
の回復の最前線にいる。この
重要な責務を愛を持って果た
すためには、従業員の幸せを
最優先にすることだ。いくつ
もの異なる指標により従業員
の幸福度を高めることで、企
業の収益性を上げるができる
のはもちろんだが、それ以上
３日もの月日が経過したとは
信じがたいことだ。あれから
多くのことが起こり状況は一
変してしまった。我々はどう
いう状況にいるのだろうか。
世界の興行収入の ％以上を
占める海外市場に関する詳細
な議論を繰り広げる中で、そ
の答えを導いていく。 )
司会：ナンシー・タルタリオー
ネ氏 デ(ッドライン誌 海外
興行編集者・シニアコントリ
ビューター )
パネリスト：ムーキー・グラ
イダー氏シ(ネワールドグルー
プＣＥＯ 、)ヴェロニカ・ク
ワン・ヴァンデンバーグ氏
ユ(ニバーサル・ピクチャー
ズ・インターナショナル配給
部門代表 、)アレハンドロ・
ラミレス・マガーニャ氏 シ(

コロナ後を見据えて
全４日間プログラム
【８月 日 月(曜日 】)
■１時 分～パネルディスカッ
ション
▽ 海｢外市場の状況 シ
｣(ネマ
コン２０１９の終了から８７

Ｃｉ ｎｅ ｍａ Ｃｏ ｎ２０ ２１ 開催
マコン２０１９ではアン・リー
監督、ビル・コンドン監督、
アーノルド・シュワルツェネッ
ガー、デニス・クエイド、ジ
ム・キャリー、ドウェイン・
ジョンソン、ライアン・レイ
ノルズ、ジェームズ・マカヴォ
イ、ヘレン・ミレン、ハル・
ベリー、ジェシカ・チャスティ
ン、シャーリーズ・セロン、
ダイアン・キートンら多数の
監督、キャストが登場。さら
に、ジェニファー・ハドソン
やケリー・クラークソンらが
出演映画の楽曲を歌い上げる
など、華やかなステージが行
われた。
一方、今年は最終日に授賞
式を行わず、スタジオ作品プ
レゼンテーションでも監督・
キャストらの登壇はなく、新
作紹介やフッテージ上映を行
名し、議会に提出してくれた。
ＭＰＡの皆さんは、私たちが
安全に映画館を再開する手助
けをしてくれ、観客を呼び戻
すために新しい映画を提供し
てくれた。業界のクリエイティ
ブコミュニティの皆さんは、
ある一つのことを明確にする
ため、さまざまな方法でサポー
トを示してくれた。それは〝
彼らの最高の作品は映画館の
大スクリーン向けに作られて
いる〟ということだ と｣、映
画館再開に向け尽力した全て
の人へ感謝を述べた。また、
コロナ禍で短縮傾向にあった
ウィンドウ期間について 映｢
画館での独占公開は、映画鑑
賞体験の存続と成功に不可欠
なままである。ウィンドウ期
間は以前のようにはならない
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に、観客にとって映画館が温
かく歓迎された幸せを感じら
れる場所であるならば、より
映画鑑賞体験を楽しむことが
できるだろう。脳科学の専門
家であるヴァレリー・アレク
サンダー氏を迎えて、我々が
仕事にどれほど満足している
かを決定する主要な要因を探
求し、ポリシーとトレーニン
グに加えることができるシン
プルで意味のある変更を共有
する。これらをすぐに実行す
ることで従業員に刺激的な結
果をもたらすことができるだ
ろう。映画鑑賞は、記憶を作
り、高揚させ、考えさせられ
る体験であり、その体験を我々
にもたらしてくれる従業員の
皆が幸せであることを望んで
いる。 )
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臼井正人
編 集兼発行人

プレゼンター：ヴァレリー・
アレクサンダー氏 ゴ(ール
キーパー社ＣＥＯ )
■ 時～ シ｢ネマコン２０２
１：プレオープニング・レセ
プション ｣
■ 時 分～ オ｢ープニング
ナイト・スタジオイベント ｣
▽ソニー・ピクチャーズ エ
ンタテインメントによる作品
プレゼンテーション
■ 時 分～ドルビーラボラ
トリーズとソニー・ピクチャー
ズ エンタテインメントによ
るオープニングパーティー。
【８月 日 火(曜日 】)
■７時 分～パネルディスカッ
ション ポ｢ストコロナ時代に
求められる労働力の再構築と
多様化 ｣
映(画館が再開したとはいえ、
そう単純な問題ではない。多
くの映画館が従業員の採用、
トレーニング、サポートに関
して新たな課題に直面してい
る。コロナがもたらした新し
い現実をきっかけに、私たち
の業界は他の多くの業界と同
じように労働力の問題に直面
している。例えば、奉仕する
地域社会の多様性を反映した
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従業員の確保や、若手スタッ
フの流出を防ぐ戦略など、従
業員のリテンション 確(保・
定着 に)重要な施策について、
人材育成と多様性の専門家グ
ループと共に検討する。 )
司会 レ:ベッカ・パハール氏
Ｂ(ＯＸＯＦＦＩＣＥ ＰＲ
Ｏ誌副編集長 )
パネリスト マ:リッサ・カゼ
ム氏 リ(ンクトイン社グロー
バルＤＩＢコミュニケーショ
ンズ ダイバーシティ＆イン
クルージョンブランドコンサ
ルタント シニアマネジャー 、)
ピーター・ルー氏 Ａ(ＭＣシ
アターズ オペレーションズ
ＶＰ 、)フランシスコ・シュ
ロッターベック氏 マ(ヤシネ
マズＣＥＯ )
■９時 分～

▽基調演説＝ＮＡＴＯ 全(米
映画館主協会会長
) ジョン・
フィシアン氏、ＭＰＡＡ 全(
米映画協会 会)長 チャール
ズ・リブキン氏。
▽ＭＧＭ／ＵＡＲユナ
( イテッ
ド・アーティスツ・リリーシ
ングに)よる作品プレゼンテー
ション。
▽表彰ＮＡ
( ＴＯマーキー賞：
映画館チームメンバー 。)
■ 時 分～ グ｢ランド・オー
プニング：２０２１シネマコ

ン・トレードショー ｣
■ 時 分～ワーナー・ブラ
ザース・ピクチャーズによる
作品プレゼンテーション
■ 時～ディナーパーティー
ラスベガスで最も長いランニ
ングショー『Ｌｅｇｅｎｄｓ
ｉｎ Ｃｏｎｃｅｒｔ』に
よるエンターテイメント。
【８月 日 水(曜日 】)
■８時～ＮＥＯＮ作品プレゼ
ンテーション Ｎ(ＥＯＮはわ
ずか４年で、アカデミー賞に
おいて のノミネート、作品
賞を含む５つの賞を受賞し、
興行収入は１億５０００万ド
ルを超えた。４つのアカデミー
賞を受賞し、英語以外の作品

11
00

で初めて作品賞を受賞する快
挙を成し遂げた、ポン・ジュ
ノ監督作『パラサイト 半地
下の家族』にみるように、同
社は勇敢な映画の限界に挑み、
クリエイティブなリスクを冒
し続けてきた。今回のプレゼ
ンテーションでは、『ジャッ
キー／ファーストレディ 最
後の使命』のパブロ・ラライ
ン監督、クリステン・スチュ
ワート主演で贈るダイアナ元
妃の伝記映画『スペンサー
原(題 』)や、『燃ゆる女の肖
像』のセリーヌ・シアマ監督
最新作『Ｐｅｔｉｔｅ ｍａ
ｍａｎ 原(題 』)などを含む
今後の公開作品を紹介する。 )
■９時 分～ウォルト・ディ
ズニー・スタジオによる試写
（次のページへ )
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ポストコロナ と映画館復活に焦点 を当て
今年は初の夏 開催、全４日間プロ グラム

毎年、アメリカ・ラスベガ
スのシーザースパレスホテル
で開催される映画興行者向け
コンベンション Ｃ｢ｉｎｅｍ
ａＣｏｎ シ(ネマコン ２)０２
１ が｣初めての夏開催となり、
８月 日から 日まで行われ
た。
昨年は、新型コロナウイル
ス感染拡大の影響により開催
直前に米国への渡航制限が発
表されたことを受け、急遽中
止となっていた。今年も例年
通り春の開催を予定していた
が、長引く渡航制限と大規模
集会への制限により、日程を
変更の末、ようやく か月ぶ
りに開催が実現した。開催に
あたり安全ガイドラインが作
成され、すべての参加者はワ
クチン接種証明書、もしくは
時間以内に実施されたＰＣ
うに留まった。プレゼンテー
ションには、ソニー・ピクチャー
ズ エンタテインメント、Ｍ
ＧＭ、ＵＡＲユナ
( イテッド・
アーティスツ・リリーシング 、)
ワーナー・ブラザース・ピク
チャーズ、ＮＥＯＮ、ユニバー
サル・ピクチャーズ、フォー
カス・フィーチャーズ、パラ
マウント・ピクチャーズ、ラ
イオンズゲート 開(催順 の)９
社が参加。ウォルト・ディズ
ニー・スタジオは『シャン・
チー／テン・リングスの伝説』
の試写会での参加となった。
また、毎年初日にインターナ
ショナルデーと銘打ち、海外
市場にフォーカスしたセミナー
が複数行われ、海外からの参
加者で賑わいを見せていたが、
今年は渡航制限などもあり、

30 23
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Ｒ検査か抗原検査の陰性証明
書のいずれかの提示が求めら
れ、会場内には無料のウィル
ス検査施設が用意された。ま
た、参加者は飲食中を除き、
公共スペースでのマスク着用
が義務付けられ、徹底した安
全対策が行われた。
シネマコンでは、例年スタ
ジオによる作品プレゼンテー
ションや、話題作のフッテー
ジ上映、新作試写会やアフター
パーティー、業界の最新情報
やトレンド、話題のトピック
スを共有する各種セミナー、
トレードショー展示が行われ、
その中でも特に目玉となるス
タジオの作品プレゼンテーショ
ンや最終日の授賞式には、毎
年多くの監督、俳優、製作陣
を招いている。一昨年のシネ

70
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東京国際映画祭がＦＩＡＰＦ委員会に

19

ク後のやり方に適応するため
のツールが必要になる。何が
変わるのだろうか？新しいノー
マルはどのようなものか？次
世代のオペレーションに必要
な５つのＦ：Ｆｌｅｘｉｂｉ
決を支援。同委員会は、①Ｆ
ＩＡＰＦの会長、②ＦＩＡＰ
Ｆに指名された世界の映像業
界の代表３名、③ＦＩＡＰＦ
に認定されている映画祭によ
るオンライン投票で選ばれた

イスピーカー を｣組み合わせ、
それぞれで迫力の映像と音響
空間を作りだす。
▽所在地＝石川県白山市横江
町土地区画整理施行地区内１

街区 イ｢オンモール白山 ３｣階。
▽電話番号＝０７６‐２５６
‐３１１０ 自(動音声ダイヤ
ル 。)▽総支配人＝今野大介
氏。

にオープンさせ、現在は全国

１０９＆ＴＯＨＯシネマズ今後の展開
㈱東急レクリエーションは

12

ズ社長兼ＣＥＯ 、)マーク・
ゾラディ氏 シ(ネマーク・シ
アターズＣＥＯ 他)、配給会
社より参加
スポンサー：ロサンゼルス・
タイムズ紙
■ 時 分～ライオンズゲー
トによる作品プレゼンテーショ
ン
■ 時 分～コカコーラ社に
よるファイナルナイトパーティー
東京国際映画祭は、世界の
映画製作産業や映画祭の主要
な担い手を代表する国際組織
である国際映画製作者連盟
Ｆ(ＩＡＰＦ に)よって、同団
体の映画祭委員会メンバーに
選出された。
ＦＩＡＰＦは、世界的に映
画製作の状況が前進すること
を推進しており、特に関連す
る著作権構造の保護や、映画
を含むクリエイティブコンテ
ンツの強力な保護に積極的に
取り組む国際組織。世界の映

11

レター スタッフライター兼
映画ビジネスレポーター )
パネリスト：クリス・アロン
ソン氏 パ(ラマウント・ピク
チャーズ国内配給部門代表 、
)
パティー・ジェンキンス氏
映(画監督／脚本家『ワンダー
ウーマン』シリーズ、『スター・
ウォーズ：ローグ・スコード
ロン』 、)ローランド・ロド
リゲス氏 マ(ーカス・シアター

第｢ 回ベネチア国際映画祭 が｣閉幕
最高賞はＡ・ディワン監督の仏作品
９月１日から開催されてい

▽金獅子賞 作(品賞 ＝) ハ｢プ
ニング オ
｣(ドレイ・ディワン
画祭を統括する組織として、
国際映画祭の認定や運営規約
の制定も行っている。今回、
東京国際映画祭が選ばれた映
画委員会の主な役割は、国際
映画祭相互間及び国際映画祭
とプロデューサー等の間で生
まれる変遷と問題を議論する
ためのプラットフォームを提
供すること。あわせてＦＩＡ
ＰＦに認定された国際映画祭
の運営状況確認や、ＦＩＡＰ
Ｆが規定する運営規約への提
言、さらに映画祭間の紛争解

イ｢オンシネマ白山

８つの映画祭、④ＦＩＡＰＦ
月からの新サービス開始及 ９サイトのシネコンに Ｉ｢Ｍ
に指名された２つの映画祭の び Ｉ｢ＭＡＸレーザー 導｣入を ＡＸ を｣展開中。今回導入す
合計 名により運営されてい 発表。また、ＴＯＨＯシネマ る Ｉ｢ＭＡＸレーザー は｣、４
る。東京国際映画祭は初めて ズは新規劇場への プ｢レミア Ｋレーザー投影システムと
選出された形で、ベルリン国 ムシアター＆轟音シアター ｣ ｃｈリアルサウンドを搭載し
際映画祭 ド(イツ 、)釜山国際 導入及び Ｉ｢ＭＡＸレーザー ｣ ている。
映画祭 韓(国 、)カンヌ国際映 の新規導入を次のとおり発表 ■ＴＯＨＯシネマズ
画祭 フランス 、ロカルノ国 した。
㈱セブン＆アイ・ホールディ
(
)
際映画祭 ス(イス 、)ベネチア ■東急レクリエーション
ングスが大阪府松原市で 月
国際映画祭イ(タリア 、)マル・
映｢画をもっと身近に！ と｣ に開業する南大阪エリア最大
デル・プラタ国際映画祭 ア( いう考えの下、 １｢０９シネ 級の商業施設 セ｢ブンパーク
ルゼンチン 、)上海国際映画 マズ の｣割引デイのサービス 天美 内｣に出店する Ｔ｢ＯＨＯ
祭 中(国 、)タリン・ブラック 見直しを 月１日から行う。 シネマズ セブンパーク天美 ｣
ナイト映画祭 エ(ストニア 、) 月曜日は、新たに ペ｢アマン
(スクリーン、約１６００
トロント国際映画祭 カナダ
デイ を導入し、２人であれ 席 に)おいて、関西初となる
(
)
｣
と共に２０２１年から 年
プ｢レミアムシアター と｣ 轟｢
24度 ば性別や年齢問わず、２８０
までの３年の任期を務める。 ０円で鑑賞できる。火曜日は、 音シアター の｣導入を決定。
なお、東京国際映画祭の地位 シネマポイントカード会員割 ＴＯＨＯシネマズ独自規格と
を世界の映画祭の中でより高 引を１３００円から１２００ なる プ｢レミアムシアター は｣、
めていくべく、今後も邁進し
プレミアムラージフォーマッ
ていくとしている。
トの Ｔ｢ＣＸ 、｣プレミアムサ
ウンド ㈱(イースタンサウン
ドファクトリーと㈱ジーベッ
７｣月 日開業
クスがコラボレーションした
パーテーションを備えた ノ｢ー
音響空間 、)プレミアムシー
マルシート 、｣従来座席より
ト 同(社初の試みとなる特別
パーソナルスペースを確保し
席を予定 を)兼ね備えており、
東京と熊本に続く５番目の導
入劇場となる。また、音の体
感と迫力あるサウンドを意識
した 轟｢音シアター は｣、スピー
カーユニットを向かい合わせ
で駆動させることで、通常の
１・５倍から２倍のパワーを
発揮するアイソバリック方式
を採用したサブウーハーを導
入。ＴＯＨＯシネマズ池袋、
ＴＯＨＯシネマズ立川立飛に
続く３番目の導入劇場となる。
また、 Ｔ｢ＯＨＯシネマズ西
宮ＯＳ Ｏ
｣(Ｓ共同事業体 に)、
兵庫県では初となるＩＭＡＸ
シアター Ｉ｢ＭＡＸレーザー ｣
を 月 日に導入する。
円にした メ｢ンバーズデイ と｣
なる。また、水曜日は、誰で
も１２００円で鑑賞できる
１｢０９シネマズデイ と｣する。
なお、今回の新サービス導入
に伴い、レディースデイ、メ
ンズデイ、１０９シネマズの
日、ポイント会員感謝の日、
ペアデイ、夫婦 割引、その
他劇場毎に行っている割引の
一部は、９月 日をもって終
了。また、昨今の劇場を取り
巻く状況を鑑み、 月１日よ
りレイトショー料金を１３０
０円から１４００円に改定。
また、運営する １｢０９シ
ネマズ木場 と｣１｢０９シネマ
ズ湘南 に｣ 月１日から Ｉ｢Ｍ
ＡＸレーザー を｣導入する。
同社は２００９年に日本初と
なる Ｉ｢ＭＡＸデジタルシア
ター を｣３サイトに導入し、
年にも日本初となる Ｉ｢Ｍ
ＡＸ レーザー／ＧＴテクノ
ロジー を｣大阪エキスポシティ

10

14

た ア｢ップグレードシート 、｣
利用客が足を伸ばして居心地
の良いスタイルで鑑賞できる
コ｢ンフォートシート に｣加え、
イオンシネマの最上級劇場
グ｢ランシアターで｣は全席ゆっ
たりくつろげる リ｢クライニ
ングシート を｣導入している。
また、全スクリーンにレーザー
プロジェクターを導入し 北(
陸初 、)２つある最大劇場の
１つには、イオンシネマ独自
の立体音響システム Ｕ｢ＬＴ
ＩＬＡ と｣立体音響技術 Ｄ｢ｏ
ｌｂｙ Ａｔｍｏｓ を｣組み合
わせ、もう１つには Ｕ｢ＬＴ
ＩＲＡ と｣特別な ラ｢インアレ

10

15

14
45

18
30

監督、フランス 。)
▽銀獅子賞 審(査員大賞 ＝)
ザ・ハンド・オブ・ゴッド
｢
英題
( パ
)｣(オロ・ソレンティー
ノ監督、イタリア 。)
▽銀獅子賞 監(督賞 ＝)ジェー
ン・カンピオン監督 ザ・パ
(｢
ワー・オブ・ドッグ 原(題 、
)｣
ニュージーランド／オースト
ラリア 。)
▽女優賞＝ペネロペ・クルス
マ
、
(｢ドレス・パラレス原題
( )｣
スペイン 。)
▽男優賞＝ジョン・アルシラ
オン・ザ・ジョブ：ザ・ミッ
(｢
シング８ 原(題 、
)｣フィリピ
ン 。)
▽脚本賞＝マギー・ギレンホー
ル監督 ザ
(｢・ロスト・ドーター
原(題 、
)｣ギリシャ／アメリ
カ／イギリス／イスラエル 。)
▽審査員特別賞＝ イ｢ル・ブ
コ 原(題 )｣(
ミケランジェロ・
フランマルティーノ監督、イ
タリア／フランス／ドイツ 。)
▽マルチェロ・マストロヤン
ニ賞 新人賞 ＝)フィリッポ・
(
スコッティ ザ
(｢・ハンド・オ
ブ・ゴッド 英(題 、
)｣イタリ
ア 。)
▽栄誉金獅子賞＝ロベルト・
ベニーニ、ジェイミー・リー・
カーティス。
▽監督・ばんざい！賞＝リド
リー・スコット。

イオンエンターテイメント
㈱は、石川県に開業する イ｢
オンモール白山 ３｣階に イ｢オ
ンシネマ白山 ｣(スクリーン、
１１２０席 を)７月 日にプ
レオープンし、７月 日から
グランドオープンした。
北陸で初めて全座席間に飛
沫防止とパーソナルスペース
を確保するパーテーションを
設置。空調は通常の換気設備
に加え、トレイン社のシネマ
専用・大型空調用ウイルス対
策システムを全スクリーンに
導入。館内の床、壁面、座席
など人が触れる箇所は、すべ
て抗菌・抗ウイルスコーティ
ングを施している い(ずれも
北陸初 。)また、座席は選べ
る４タイプとなり、全席間に

50

30

10

11
19

10

10

ｌｉｔｙ 柔(軟性 、)Ｆｏｒｔ
ｉｔｕｄｅ 不(屈の精神 、)Ｆ
ｏｃｕｓ 集(中力 、)Ｆａｉｔ
ｈ 信(念 、)そしてａｂｉｌｉ
ｔｙ ｏｆ Ｆｌｏａｔ 浮(
遊力 に)ついて話し合う。 )
司会：ラリー・エッター氏
Ｎ(ＡＣ教育ディレクター／
マルコシアターＥＶＰ )
パネリスト：ウェス・クラッ
11

（前のページから）
会：マーベル・スタジオが贈
る、最強ゆえにその力を封印
してきた心優しき新ヒーロー
の誕生物語『シャン・チー／
テン・リングスの伝説』を２
０２１年９月３日の公開に先
駆けて上映
■ 時 分～昼食会 スポン
サー：オルソンビジュアル
■ 時 分～ユニバーサル・
ピクチャーズとフォーカス・
フィーチャーズによる作品プ
レゼンテーション
■ 時 分～ＭＯＶＩＥＦＯ
ＮＥ社によるオムニアナイト
た 第｢ 回ベネチア国際映画
祭 が｣９月 日に閉幕し、フ
ランスのオドレイ・ディワン
監督が手掛けた長編２作目
ハ｢プニング 英(題 が
)｣最高賞
にあたる金獅子賞を受賞した。
昨年に引き続き、新型コロ
ナウイルス感染症の世界的流
行が続いているため、会場の
定員を半分に減らし、ワクチ
ン接種か感染症から回復した
ことを示す証明書、もしくは
抗原検査やＰＣＲ検査の陰性
証明書を提示するなど厳しい
規則を設けて開催した。金獅
子賞を受賞した ハ｢プニング ｣
は、堕胎手術が違法だった
年代前半のフランスを舞台に、
予期せぬ妊娠をしてしまった
前途有望な学生の苦悩を描き
出している。審査委員長を務
めたポン・ジュノ監督は 満｢
場一致で決まった と｣してお
り、ディワン監督は こ｢の映
画を怒りを持ちながら作り、
心から強く望みながらも作り
ました。私は『ハプニング』
を一つの体験にしたかったの
です と｣スピーチした。
なお、日本からオリゾンティ
部門に出品されていた湯浅政
明監督のアニメーション 犬｢
王 ア
｣(ニプレックス、アスミッ
ク・エース配給、２０２２年
初夏公開 は)惜しくも受賞を
逃した。主な受賞結果は次の
とおり。
19 15

カー氏 パ(スマーク・ロジス
ティクス社社長 、)ロブ・ノ
バック氏 マ(ーカス・シアター
コンセッション・フード＆
ビバレージ部門ＶＰ 、)ジャッ
ク・ブレイ氏 ホ(ーム・マー
ケット・フーズ社 国内営業
マネジャー 、)キム・クックー
ソラノ氏 ギ(ャラクシー・シ
アター フード＆ビバレージ
部門ディレクター、)シェリー・
オルセン氏 Ｃ(．クレターズ・
カンパニー 営業マーケティ
ング部門ＶＰ )
■ 時～パラマウント・ピク
チャーズによる作品プレゼン
テーション。
■ 時 分～昼食会＆パネル
ディスカッション 業｢界シン
クタンク：映画館の復活 Ｔ(
ｈｅ Ｂｉｇ Ｓｃｒｅｅｎ
ｉｓ Ｂａｃｋ )｣(
アメリ
カでは、映画関係者により
『♯Ｔｈｅ Ｂｉｇ Ｓｃｒ
ｅｅｎ ｉｓ Ｂａｃｋ』と
いう映画館を復活させること
に焦点を当てた取り組みが行
われている。パンデミックに
より大きな影響を受けた映画
業界の現在、そして未来につ
いて、興行、配給、製作のトッ
プリーダーたちが率直に語り
合う。 )
司会：ライアン・フォーンダー
氏 ロ(サンゼルス・タイムズ
紙ワイドショット・ニュース

60

78

78

16

クラブでのパーティー
【８月 日木曜日 】)
■８時 分～セミナーシリー
ズ
▽ＩＣＴＡ 国(際映画技術協
会 に)よるパネルディスカッ
ション パ｢ンデミックをきっ
かけに学んだ教訓と今後の方
向性 ｣
司会：フランク・ティーズ氏
Ｍ(ｏｖｉｎｇ ｉＭａｇｅ
テクノロジー テクニカルセー
ルス＆サポートＶＰ )
パネリスト：ブロック・バグ
ビー氏 Ｂ(＆Ｂシアター Ｅ
ＶＰ 、)マイク・カミングス
氏 Ｔ(Ｋアーキテクツ シニ
アプリンシパル 、)ティム・
リーグ氏 ア(ラモ・ドラフト
ハウス・シネマチェーン創設
者 、)クリスピン・リリー氏
Ｍ(ｅｄｉＣｉｎｅｍａ Ｃ
ＥＯ 臨(時 ))
ビデオケーススタディとして、
世界初のパーソナルオンデマ
ンドシネマサービスを提供す
るオランダのＴｈｅ Ａ(ｎｙ )
Ｔｈｉｎｇ Ｃｉｎｅｍａが
紹介される。
▽ＮＡＣ 国(際コンセッショ
ン協会 に)よるパネルディス
カッション 無｢限からどこへ
向かうのか？将来必要となる
５つのＦとは コ
｣(ンセッショ
ン及びフードサービス事業者
が前進するにつれ、パンデミッ
10

10

12
30

18

00 26
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ナ禍においても全体の集客数
が増えたことで、もうしばら
くこの形で続けていこうとい
う自信にもなった。 ｣
▽熊本県・八千代座 山(鹿市
教育委員会／ 回／Ｎ／ 人

の影響か、客数は伸びません
でした。せめてもの話題作り
にと、後日開催を予定してい
る落語公演のグッズをプレゼ
ントする企画も行いましたが、
功を奏することはありません
でした。もう一つ観客が減少
した理由として考えられるの
は、観客の高齢化です。 年
前には同じ時代劇のプログラ
ムで多くの観客に来ていただ
けましたが、当時の方々はよ
り高齢化しておられるので、
映画鑑賞自体が厳しい状況か
と推察できます。今後の開催
のあり方についても考えさせ

前(年比３３９人減 ／)☆ )
主催者 第｢一に感染拡大防止
に専念して実施計画を立ち上
げました。幸い当会場は昔の
芝居小屋であるため、十分な
鑑賞スペースがあるので、視
聴時の密は避けられる状況で
した。手指の消毒、熱測定、
マスクの着用については、観
客の皆さんも意識が高く、も
れなく実施していただけまし
た。集客が見込まれるプログ
ラムでしたが、やはりコロナ

73

られます。 ｣
▽桜坂劇場 ㈱(クランク／７
回／Ｊ／４３５人 前(年比
人増 ／)☆ )
主催者 コ｢ロナ禍で映画館の
来場者数自体が減少している
中、貴重なフィルムでの上映
会を楽しみにご来場されるお
客様で賑わっていたのが印象
的だった。継続して上映をし
て欲しいとのお声が大半だっ
たので、旧作映画の上映を来
年の年明けあたりに検討して
いる。今回多くのリクエスト
作品をいただいたので、ぜひ
参考にしたい。 ｣

10

30

13

１０６会場で プログラムを実施

35

感覚 言(葉や音が絵として浮 でメンテナンスに多額の経費
かんできました を)知り、共 を要するため、次回の実施は
に映画を楽しめる事が当たり 見送りたいと思います。その
前になる事を願います。美術 ため、ブルーレイで独自に映
館でのバリアフリー上映会が 画上映を行うよう検討してい
日常となりますように
｣ ます。 ｣
『｢黒部の太陽』ＤＶＤで何 ▽広島県・はつかいち文化ホー
度も見ましたが、やはり大画 ル ウッドワンさくらぴあ
面の迫力は良いですね！ 幼
公
｣｢
((財 広)島市文化財団／
い頃、親が観ていたことをぼ 回／Ｂ／４０３人 前(年比１
んやりと覚えており、大絶賛 ０９人減 ／)☆ )
していたので、今回の上映を 主催者 当｢館では、今まで通
観てみたいと思いました。何 り１日に４本上映しましたが、
十年前の映画ですが、迫力が 間の休憩中に客席清掃を行わ
あり、とても素晴らしいと思 なければならず、それもまた
いました。 ｣
大変だった。ただ、このよう
▽大阪府・シネ・ヌーヴォ な状況下だった割に、２日間
日(本映画大回顧展上映実行 で４００人以上来場して下さっ
委員会／６回／Ｔ／５７４人 たのには驚いた。 年間続け
70

!!

13

13

前(年比 人増 ／)☆ )
てきて、毎回楽しみに待って
来場者 ひ｢とつの地域で４本 いて下さっているのだなと、
は少ない。 本くらい組んで 改めて感じた。色々、スタッ
欲しい。 綺
｣｢麗な ミリのプ フの人数も増やし、経費的に
リントで映画を観るのはやっ も大変だが、コロナ禍の中で
ぱり嬉しく、今後も続けてほ も上映会をして良かったと思
しい。名作もいいが、当時話 う。 ｣
題にならなかったプログラム ▽高知県・土佐清水市立市民
ピクチャーをもっと観たい。 ｣ 文化会館くろしおホール 土(
そ｢んなに有名ではない作品 佐清水市立文化会館／ 回／
の入ったＴプログラムが上映 Ｗ／１１７人 前(年比 人増 )
されたのは、シネ・ヌーヴォ ／☆ )
主催者 コ｢ロナ禍において上
映会の開催自体も危ぶまれた
が、様々な感染症予防対策を
講じた上で開催にこぎつける
ことができた。こういった世
の中の情勢に加え、ここ２年
ほど本上映会の集客数は右肩
下がりを続けていたこともあ
り、担当者としては昨年度記
録した集客数ワースト記録を
さらに更新してしまうのでは、
という懸念もあった。ふたを
開けてみると４作品併せて１
１７名という２年ぶりに三桁
を超えるお客様に鑑賞してい
ただけるという嬉しい結果と
なった。１本の作品を４日間
で昼夜１回ずつ上映するスタ
イルから、２日間で２作品を
１回ずつ上映する形に変更し
て２年目になるが、このコロ
12

11

ならでは、という感じ。 ｣
▽島根県・江津市総合市民セ
ンターミルキーウェイホール
江(津市総合市民センター／
回／Ｉ／１４３人 前(年比
２１６人減 ))
主催者 島｢根県西部には映画
館がなく、大変有意義な事業
であると考えています。特に
低予算で実施できるのは非常
にありがたい。毎年の開催を
楽しみにされている方が多く、
喜んでいただいています。上
映も今回で 年目を迎えまし
たが、プログラムは一通り上
映してきており、同じプログ
ラムを上映する事には躊躇せ
ざるを得ません。プログラム
の構成や、１９７０年代以降
の作品も加えていただければ
と思います。映写機の老朽化

13
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委員会／ 回／Ｑ／１４４人
前(年比０人 ／)☆ )
来場者 高｢田世界観初めて来
ました。映画も良かったです
が、レトロであたたかな雰囲
気もとても良かったです。昭
和の映画、すごいですね。深
い。ありがとうございました。 ｣
『｢鑑賞の手引』で会場一覧
を見たところ、高田世界館の
ような映画館における上映は
数える程で、大多数は自治体
のホールだった。ならば、新
潟県内の上映はもっと増やせ
るように思う。映画館の無い
市町村を軸に、会場を増やし
てもらえると有難い。最も映
写機に近い座席で観た。カラ
カラとフィルムが回る音が間
近に聴こえ、デジタル上映で
は決して味わうことのできな
い空間に包まれ、これぞ『映
画館』という思いがした。 ｣
▽石川県・金沢 世紀美術館
シアター
公
((財 金)沢芸術
創造財団／７回／Ｍ／１８１
人 前(年比１０２人減 ／)☆ )
来場者 バ｢リアフリー音声ガ
イドを初めて体験しました
き(っかけは宝物 。)『音声ガ
イドはどんな風？』テスト時
間があると安心出来るなと感
じました。私の知らなかった
21

数／上映プログラム／延べ入 Ｏ法人たかさきコミュニティ
前(年比 人減 ／)☆ )
場者数／☆印は本年度実施予 シネマ／４回／Ｗ／２９７人 来場者 毎｢年楽しみにしてい
定会場 。)
前(年比２８２人減 ／)☆ )
る。とても良い映画が５００
▽岩手県・久慈市文化会館
来場者 昔｢の作品にふれあう 円で観られるのは本当にあり
久慈市教育委員会／ 回／ 機会を作っていただきありが がたい。今年は市川崑監督の
(
Ｄ／１１６人 前年比 人減
とうございます。もう少し、 映画４本。しかも観たかった
(
)
／☆ )
１～２週間上映していただく 映画ばかり。来年も再来年も
来場者 映｢画館がなくなって と行きやすくなります。この 楽しみにしています。 埼
｣｢玉
寂しい。しばらくぶりの映画 企画を末永く続けてください。 ｣ から遠征してきました。感染
鑑賞有意義であった。 ｣
主催者 当｢館は事前予約制の 症対策がしっかりしており、
主催者 当｢市には常設の映画 上映ではありませんが、『家 この料金で１７０分間視聴で
館がなく、映画を鑑賞するた 族に反対されて観に行く事が きるなら十分満足です。万が
めには、他地域へ足を運ばな できない』という年配の方か 一、オリンピック・パラリン
ければなりません。また、新 らのお電話もありました。今 ピックが中止になったなら再
型コロナウイルスの影響もあ 年も年に１回ではなく、もっ び取り上げてほしいです。パ
り、より行き難い状態となっ と上映会を開催して欲しい、 ラリンピックの記録映画もあ
ております。当館は容易に市 との声が多数ございました。 ればそれもぜひ！ ｣
外へ行くことのできない方々 半年に１回程度開催できると ▽新潟県・高田世界館 高(田
が、本格的な会場で映画を観 嬉しいです。今回、甘楽町と 世界館１０９映画祭推進実行

3,303人 （73.2％）
235人（5.2％ ）

94

同じプログラムになってしま
い、違う作品の方が良いと、
アンケートや口頭でのご指摘
がありました。県内ではプロ
グラムが重ならないようご手
配いただけると非常に助かり
ます。 ｣
▽神奈川県・鎌倉市川喜多映
画記念館 鎌(倉市川喜多映画
記念館／８回／Ｆ／２６１人

有効回 答件数4,510人 （総 回答件数の 99.5％）
２．全体として良く なか った 95人（2.1％）
４．無回答
877人（19.4％ ）

られる大変貴重な施設となっ
ています。事業の周知方法と
しては、市広報や会報、会館
ＨＰ及びＳＮＳを使いました。
自宅でも気軽に映画鑑賞でき
るご時世ですが、古い名作映
画をスクリーンで観る良さを
来場者には実感いただけたと
思います。 ｣
▽群馬県・高崎電気館 Ｎ(Ｐ

Ｇ．感想
１．全体として良かった
３．どちらともいえない

25

国立映画アーカイブが広く
本年度は、北は北海道から南
国民に優れた日本映画の鑑賞
は沖縄まで１０６会場で実施
を推進し、映画保存への理解
予定。新規実施会場は、岩手
を深めてもらうことを目的と
県 釜｢石市民ホールＴＥＴＴ
し、平成元年度から実施して
Ｏ １
｣(月 日・ 日 、)福島
いる 優｢秀映画鑑賞推進事業 ｣ 県 白｢河文化センター ７
｣(月
の令和３年度実施概要が発表
日・ 日 、)千葉県 浦｢安市
されている。
文化会館 １
｣(月 日・ 日 、)
本事業は、昭和 年から平
福井県 パ｢レア若狭音楽ホー
成 年にかけて製作された日
ルパ(レア )｣(
１月 日～ 日 、)
本映画の中から、映画史を代
長野県 下條村文化芸術交流
｢
表する作品や多くの国民から
センター ８
｣(月１日 、)大阪
好評を得た作品を選び、国立
府 大東市立文化ホール サ(ー
｢
映画アーカイブ所蔵の ミリ
ティホール )｣(
８月 日・
フィルムにて全国各地で上映
日 、愛媛県 西｢条市総合文化
)
している。現在では稀少なフィ
会館 ９
｣(月 日 、)高知県 高｢
知県立県民文化ホール ｣(月
日・ 日 、)宮崎県 美｢郷町
西郷ニューホープセンター ｣
(月 日 の)９会場。
【主な意見・感想】
実施会場では観客や実施団体
担当者などから意見、感想な
どを自由意志で集めている。
主なものは次のとおり カ(ッ
コ内は、主催団体名／実施回

有効回 答件数5,257人 （総 回答件数の 98.3％）
２．1～2本
1,198人（22.8％）
４．6～10本
536人（10.2％ ）
６．無回答
1,154人（22.0％）
有効回 答件数4,398人 （総 回答件数の 97.0％）
２．1～2本
608人（13.8％ ）
４．6～10本
405人（9.2％ ）
６．無回答
1,154人（29.1％）
有効回 答件数4,412人 （総 回答件数の 97.3％）
２．1～2本
531人（12.0％ ）
４．6～10本
695人（15.8％ ）
６．無回答
870人（19.7％ ）
有効回 答件数3,254人 （総 回答件数の 71.8％）
２．1～2本
174人（5.3％ ）
４．6～10本
74人（2.3％）
６．無回答
1,279人（39.3％）

86

10

21

92 10

Ｆ．１年間の映 画鑑賞回数
■映画 館・ホール
１．0本
655人（12.5％）
３．3～5本
1,084人 （20.6％）
５．それ以上
630人（12.0％）
■ビデオ・ＤＶＤ
１．0本
954人（21.7％）
３．3～5本
596人（13.6％）
５．それ以上
681人（15.5％）
■テレビ(衛星 放送やケーブル ＴＶなどを含む）
１．0本
528人（12.0％）
３．3～5本
830人（18.7％）
５．それ以上
958人（21.7％）
■インターネット(動画配信などを含む）
１．0本
1,464人 （45.0％）
３．3～5本
118人（18.7％）
５．それ以上
145人（4.5％ ）

20

1,591人（34.8％）
481人（10.5％ ）

22

23

29

11

有効回 答件数4,566人
２．ポスター、チラシ
４．その他
Ｅ．情 報入手方法 （複 数回答可）
１．市町村や実施会場の広報誌 1,837人 （39.3％）
３．知り合いか ら
493人（10.8％）
５．無回答
164人（3.6％ ）

12

2,124人 （51.4％）
466人（11.3％）

19

19

Ｄ．同伴者 （子 どもと答えた回答 数）
子ども
27人

25

22

30

有効回 答件数4,134人 （総 回答件数の 91.2％）
２．近隣の 地域
1,544人（37.3％）

21

12
12

11

35

◆アンケート項目別 集計
Ａ．性 別
有効回 答数4,472人（総回 答件数の98.9％）
１．男性2,006人 （44.9％） ２．女性 2,241人（50.1％） ３．無回答225人(5.0%)

ルム上映によるスクリーンで
の鑑賞体験を通し、映画芸術
の原点となる映画と映画文化
の素晴らしさを理解してもら
い、本事業が地域における上
映活動や文化活動を活性化さ
せる一助となることを期待し
ている。なお、文化庁、映連、
全興連が特別協力を行ってい
る。

【令 和2年度優秀映 画鑑賞推進 事業 アン ケート集計 結果】

29

Ｃ．住所
１．会場のある地域
３．それ以外

（全73会 場、回収率100％）
（総入場者15,783人、配 布率76.5％）
（回収率37.6％ ）
73会場
12,068件
4,533件

有効回 答件数4,406人 （総 回答件数の 95.6％）
２．20代
41人（0.9％）
４．40代
126人（2.9％ ）
６．60代
1,002人（22.7％）
８．無回答
117人（2.7%）
Ｂ．年齢
１．20代未満
３．30代
５．50代
７．70代

24人（0.5％）
44人（1.0％）
346人（7.9％ ）
7,706人 （61.4％）

23

◆アンケート実施状 況
提出会 場数
総配布 件数
総回答 件数

(3)

２０２１年 (令和３年) ９月１５日

第1097号

第1097号

２０２１年 (令和３年) ９月１５日

(4)

クイン。アーサー王の甥で
円｢卓の騎士 の｣一人である伝
説上の人物・ガウェイン卿の
物語。５位にはトム・マッカー
シー監督のサスペンスが初登
場。仏マルセイユに留学した
娘が殺人罪で逮捕され、言語
や文化の壁がある中で娘の無
罪を晴らすため奮闘する父親
をマット・デイモンが演じる。
■８月６日～８日
ＤＣコミックスの悪役たち
が大暴れする ザ｢・スーサイ
ド・スクワッド〝極〟悪党、

23

16

25

18

10

集結 Ｗ
｣(Ｂ配給 が)初登場１
位。ジェームズ・ガン監督が
２０１６年公開の ス｢ーサイ
ド・スクワッド を｣リブート
した本作は、ジョーカーと別
れて彼氏募集中のハーレイ・
クインをはじめとする悪党た
ちが、減刑と引き換えに決死
のミッションに挑む。マーゴッ
ト・ロビー、イドリス・エル
バらの他、シルベスター・ス
タローンが声の出演を果たし
ている。続く２位と３位は、
前週からワンランクずつダウ
ンした ジ｢ャングル・クルー
ズ と｣オ｢ールド が｣並んだ。
■８月 日～ 日
ショーン・レヴィ監督、ラ

11

13
15

10

15

10

17

27
29

16

コムスコア調べ
■８月 日～ 日
フ｢リー・ガイ が｣２週連続
１位。新作では２位に子ども
向け人気アニメ パウ・パト
｢
ロール ザ・ムービー 東
｣(和
ピクチャーズ配給 が)ランク
イン。７位にマーティン・キャ
ンベル監督、マギー・Ｑ主演
のアクション・スリラー、８
位にレベッカ・ホール主演の
ホラー作品が続き、９位には
ヒュー・ジャックマン主演

レ｢ミニセンス Ｗ
｣(Ｂ配給、
９月 日公開 が)初登場。弟
ジョナサン・ノーランが製作・
脚本、その妻でＴＶシリーズ
ウ｢エストワールド の｣原案・
演出を手掛けたリサ・ジョイ
が監督を務めている。
■８月 日～ 日
ジョーダン・ピール製作・
脚本によるホラー映画 キ｢ャ
ンディマン 東
｣(宝東和配給、
月 日公開 が)初登場１位 。
鏡｢に向かって５回〝キャン
ディマン〟の名を唱えると、
右手が鋭利なかぎ爪になった
殺人鬼に体を切り裂かれる ｣
という都市伝説を基にした
年製作のカルトホラーを新た
に描出いている。その他、Ｔ
ＯＰ 内の新作は無く、前週
１位だった フ｢リー・ガイ か｣
らワンランクずつ下がる形で
９位まで続き、 レ｢ミニセン
ス が｣圏外へ押し出され、オ｢ー
ルド が｣ 位を維持した。
■９月３日～５日
レイバー・デイの連休には
マーベル最新作シ｢ャン・チー
／テン・リングスの伝説 デ
｣(ィ
ズニー配給 が)初登場首位を
獲得。レイバー・デイの週末
としても、コロナ禍にありな
がら歴代１位となったが、同
じくマーベル作品で今年７月
に公開された ブ｢ラック・ウィ
ドウ の｣８０３６万ドルには
届かなかった。マーベル・シ
ネマティック・ユニバースの
10

７(月 日～９月 日 )

■７月 日～ 日
実写とアニメを融合させた
ス｢ペース・プレイヤーズ ｣
Ｗ(Ｂ配給 が)初登場１位。Ｎ
ＢＡの人気バスケットボール
選手レブロン・ジェームズが、
ワーナー・ブラザースの歴代
作品やキャラクターたちと共
演している。３位にはアダム・
ロビテル監督が体験型脱出ゲー
ムを題材にしたエ｢スケープ・
ルーム の｣続編が初登場。ま
た、８位にはＴＶ番組の司会
者なども務め多方面で活躍し、

イアン・レイノルズ主演 フ｢
リー・ガイ デ
｣(ィズニー配給 )
が初登場１位。オンラインゲー
ムのモブキャラが、ゲーム内
のプログラムや設定を無視し、
平和を守るため立ち上がる。
２位にはヒットホラーの続編
ド｢ント・ブリーズ２ Ｓ
｣(Ｐ
Ｅ配給 が)ランクイン。盲目
の老人が一緒に暮らす少女を
守るため、謎の武装集団と対
決する。４位には〝ソウルの
女王〟アレサ・フランクリン
の伝記映画 リ｢スペクト ギ
｣(ャ
ガ配給、 月５日公開 が)登
場。生前のフランクリンの指
名により、ジェニファー・ハ
ドソンが主演している。

30

18

全米週末ランキング

年に逝去したシェフのアン
ソニー・ボーデインを追った
ドキュメンタリー。 位には
ニコラス・ケイジ主演のスリ
ラー Ｐ｢ｉｇ が｣ランクイン。
■７月 日～ 日
Ｍ・ナイト・シャマラン監
督作 オ｢ールド 東
｣(宝東和配
給 が)初登場１位。ビーチで
バカンスを過ごしていた一家
が、異常なスピードで時間が
流れ、急速に老いていく現象
に見舞われる。２位には人気
アクション最新作 Ｇ｢．Ｉ．
ジョー：漆黒のスネークアイ
ズ 東
｣(和ピクチャーズ配給、
月 日公開 が)ランクイン。
ロベルト・シュヴェンケ監督
が日本を舞台に、忍者ヒーロー
〝スネークアイズ〟の誕生秘
話を描く。ヘンリー・ゴール
ディングが主演し、平岳大、
安部春香らも参加、アクショ
ン監督＆スタントコーディネー
ターは る｢ろうに剣心 シ｣リー
ズの谷垣健治が担当。
■７月 日～８月１日
ジ｢ャングル・クルーズ ｣
デ(ィズニー配給 が)初登場１
位を獲得。人気アトラクショ
ンを題材に、ドウェイン・ジョ
ンソンとエミリー・ブラント
の共演でジャウム・コレット
＝セラ監督が映画化。３位に
はデビッド・ロウリー監督に
よるファンタジー史劇がラン
10
22

20
22

12

92

スペース・プレイヤーズ
ブラック・ウィドウ
Escape Room: Tournament of Champions
ワイルド・スピード／ジェットブレイク
ボス ・ベイビー ファミリー・ミッション
The Forever Purge
クワイエット・プレイス 破られた沈黙
Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain
クルエラ
Pig

《全米週末 ランキング（7月 23日～7月 25日) 》
作品
1 オールド
2 G.I.ジョー：漆黒のス ネークアイズ
3 ブラック・ウィドウ
4 スペース・プレイヤーズ
5 ワイルド・スピード／ジェットブレイク
6 Escape Room: T ournament of Champions
7 ボス ・ベイビー ファミリー・ミッション
8 The Forever Purge
9 クワイエット・プレイス 破られた沈黙
10 Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain
《全米週末 ランキング（8月 6日～8月 8日) 》
作品
1 ザ・ス ーサイド・スクワッド “極”悪党、集結
2 ジャングル・クルーズ
3 オールド
4 ブラック・ウィドウ
5 Stillwater
6 The Green Knig ht
7 スペース・プレイヤーズ
8 G.I.ジョー：漆黒のス ネークアイズ
9 Escape Room: T ournament of Champions
10 ワイルド・スピード／ジェットブレイク
《全米週末 ランキング（8月 20日～8月 22日) 》
作品
1 フリー・ガイ
2 パウ・パトロール ザ・ムービー
3 ジャングル・クルーズ
4 ドント・ブリーズ2
5 リスペクト
6 ザ・ス ーサイド・スクワッド “極”悪党、集結
7 The P roteg e
8 The Nig ht Hous e
9 レミニセ ンス
10 オールド
《全米週末 ランキング（9月 3日～9月 5日) 》
作品
1 シャン・チー／テン・リングス の伝説
2 キャンディマ ン
3 フリー・ガイ
4 ジャングル・クルーズ
5 パウ・パトロール ザ・ムービー
6 ドント・ブリーズ2
7 リスペクト
8 ザ・ス ーサイド・スクワッド “極”悪党、集結
9 ブラック・ウィドウ
10 The Nig ht Hous e

全米配給
WB
ディズニー
ソニー
ユニバーサル
ユニバーサル
ユニバーサル
パラマウント
フォーカス ・フィーチャーズ

ディズニー
ネオン

全米配給
ユニバーサル
パラマウント
ディズニー
WB
ユニバーサル
ソニー
ユニバーサル
ユニバーサル
パラマウント
フォーカス・ フィーチャーズ

全米配給
WB
ディズニー
ユニバーサル
ディズニー
フォーカス・ フィーチャーズ

A24
WB
パラマウント
ソニー
ユニバーサル
全米配給
ディズニー
パラマウント
ディズニー
ソニー
ユナイテ ッド・ アーテ ィス ツ

WB
ライオンズゲート
サーチライト
WB
ユニバーサル
全米配給
ディズニー
ユニバーサル
ディズニー
ディズニー
パラマウント
ソニー
ユナイテ ッド・ アーテ ィス ツ

WB
ディズニー
サーチライト

週末＄

％

31,053,362
25,847,496
8,801,391
7,673,715
4,730,085
4,115,830
2,238,015
1,988,795
1,165,810
970,935

0%
-68%
0%
-33%
-47%
-42%
-29%
0%
-51%
0%

週
1
2
1
4
3
3
8
1
8
1

3965
4275
2815
3368
3449
2735
1995
927
1175
552

館

Ave
7,832
6,046
3,127
2,278
1,371
1,505
1,122
2,145
992
1,759

31,053,362
131,609,167
8,801,391
155,859,450
45,288,525
36,426,205
154,965,885
2,242,025
83,483,327
970,935

累計＄

週末＄
16,854,735
13,367,853
11,618,898
9,580,220
4,820,075
3,516,543
2,858,880
2,379,775
1,205,122
879,630

％
週
0% 1
0% 1
-55% 3
-69% 2
-37% 5
-60% 2
-40% 4
-42% 4
-46% 9
-56% 2

館
3355
3521
4250
4002
2850
2815
2773
2113
1367
954

Ave
5,024
3,797
2,734
2,394
1,691
1,249
1,031
1,126
882
922

累計＄
18,713,870
13,367,853
154,825,581
51,387,825
164,115,750
16,164,813
50,686,285
40,715,560
157,478,745
3,870,650

《全 米週末ランキング（7月3 0日～8月1 日)》
作品
1 ジャングル・クルーズ
2 オールド
3 The Green Knight
4 ブラック・ウィドウ
5 Stillwater
6 スペース・プレイヤーズ
7 G.I.ジョー：漆黒のスネークアイズ
8 ワイルド・スピード／ジェットブレイク
9 Escape Room: Tournament of Champions
10 ボス・ベイビー ファミリー・ミッション

週末＄
26,205,415
15,818,590
4,115,605
3,928,252
2,828,690
2,596,000
2,433,878
1,682,463
1,303,320
1,200,620

％
週
0% 1
-55% 2
-40% 3
-39% 5
-45% 2
-62% 2
-44% 4
-59% 3
-42% 4
-55% 7

館
4002
4310
3138
3100
2611
2798
2869
2080
1303
1715

Ave
6,548
3,670
1,312
1,267
1,083
928
848
809
1,000
700

累計＄
26,205,415
65,443,044
38,498,750
174,280,036
9,968,760
12,167,727
65,604,659
26,059,435
23,093,690
171,004,765

《全 米週末ランキング（8月1 3日～8月1 5日) 》
作品
1 フリー・ガイ
2 ドント・ブリーズ2
3 ジャングル・クルーズ
4 リスペクト
5 ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結
6 オールド
7 ブラック・ウィドウ
8 Stillwater
9 The Green Knight
10 スペース・プレイヤーズ

週末＄
18,504,022
13,148,340
6,346,235
5,051,607
3,760,666
3,400,190
2,908,221
2,859,409
1,950,793
1,147,115

％
週
-35% 2
0% 1
-30% 4
-52% 2
-57% 2
-54% 3
0% 1
0% 1
0% 1
-52% 5

館
4165
3184
3575
3005
3207
2926
2577
2240
3265
1547

Ave
4,443
4,130
1,775
1,681
1,173
1,162
1,129
1,277
597
742

累計＄
58,526,997
13,148,340
92,660,063
19,673,809
15,729,378
49,261,901
2,908,221
2,859,409
1,950,793
45,189,765

《全 米週末ランキング（8月2 7日～8月2 9日) 》
作品
1 キャンディマ ン
2 フリー・ガイ
3 パウ・パトロール ザ・ムービー
4 ジャングル・クルーズ
5 ドント・ブリーズ2
6 リスペクト
7 ザ・スーサイド・スクワッド “極”悪党、集結
8 The Protege
9 The Night House
10 オールド

週末＄
75,388,688
10,300,310
8,885,466
4,006,436
4,004,814
2,300,590
1,239,714
908,375
779,444
521,296

％
週
0% 1
-53% 2
-32% 4
-20% 6
-40% 3
-20% 4
-45% 4
-54% 5
-1% 9
-57% 3

館
4300
3569
3885
3075
3004
2176
2107
1561
750
1020

Ave
17,532
2,886
2,287
1,303
1,333
1,057
588
582
1,039
511

累計＄
94,672,848
41,020,820
94,411,214
106,796,002
31,670,418
28,554,361
22,289,575
54,653,214
182,690,466
6,395,705

《全 米週末ランキング（9月1 0日～9月1 2日) 》
作品
1 シャン・チー／テン・リングスの伝説
2 フリー・ガイ
3 マリグナント 狂暴な悪夢
4 キャンディマ ン
5 ジャングル・クルーズ
6 パウ・パトロール ザ・ムービー
7 ドント・ブリーズ2
8 The Card Counter
9 Show Me the Father
10 リスペクト

11
12

作目にして初のアジア系ヒー
ローをシム・リウが演じ、監
督はデスティン・ダニエル・
クレットンが務めている。
な(お、累計成績は９月６日
月(・祝日 を)含んだ成績 。)
■９月 日～ 日
シ｢ャン・チー／テン・リ
ングスの伝説 が｣２週連続で
１位となり、ディズニー＋で
同時配信したブラ
｢ ック・ウィ
ドウ よ｣りも早いペースで今
年最速の１億ドルを突破した。
ディズニーはこの成功を受け、
今年公開予定の残りの作品は、
まずは劇場のみで公開すると

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

している。新作では、３位に
ジェームズ・ワン監督、アナ
ベル・ウォーリス主演のＲ指
定ホラー マ｢リグナント 狂暴
な悪夢 Ｗ
｣(Ｂ配給、 月 日
公開 が)ランクイン。また、
８位にオスカー・アイザック
主演のクライムドラマ、９位
にキリスト教ドキュメンタリー
が初登場した。

《全米週末ランキング（7月16日～7 月18日)》
作品

全米配給
ディズニー
ユニバーサル
A24
ディズニー
フォーカス・フィーチャーズ

WB
パラマ ウント
ユニバーサル
ソニー
ユニバーサル
全米配給
ディズニー
ソニー
ディズニー
ユナイテッド・ア ーテ ィス ツ

WB
ユニバーサル
ディズニー
フォーカス・フィーチャーズ

A24
WB
全米配給
ユニバーサル
ディズニー
パラマ ウント
ディズニー
ソニー
ユナイテッド・ア ーテ ィス ツ

WB
ライオンズゲート
サーチライト
ユニバーサル
全米配給
ディズニー
ディズニー
WB
ユニバーサル
ディズニー
パラマ ウント
ソニー
フォーカス・フィーチャーズ

ソニー
ユナイテッド・ア ーテ ィス ツ

25

10
12

週末＄
35,018,731
6,862,425
6,745,121
6,471,183
5,188,150
4,325,673
4,064,394
2,663,925
2,236,652
1,377,390

％
週
0% 1
-59% 2
0% 1
-44% 4
0% 1
-55% 3
-70% 2
-45% 6
-36% 3
-52% 5

館
4310
3379
2790
3360
2531
3501
3540
2348
2086
1865

Ave
8,125
2,031
2,418
1,926
2,050
1,236
1,148
1,135
1,072
739

累計＄
35,018,731
30,715,680
6,745,121
167,112,045
5,188,150
60,800,116
22,887,374
168,558,540
20,588,384
53,544,630

週末＄
28,365,416
10,622,473
9,123,807
8,807,513
7,471,391
2,368,220
1,911,613
1,295,360
1,163,401
1,107,295

％
週
0% 1
0% 1
-42% 3
0% 1
-71% 2
-42% 4
-51% 6
-54% 3
-55% 3
-55% 5

館
4165
3005
3900
3207
4019
2631
2060
2179
1784
1841

Ave
6,810
3,535
2,339
2,746
1,859
900
928
594
652
601

累計＄
28,365,416
10,622,473
82,266,361
8,807,513
42,606,138
43,204,655
178,111,144
12,538,055
14,738,256
68,075,033

週末＄
22,001,750
13,162,906
6,656,341
5,002,136
2,861,598
2,242,329
1,989,343
1,631,042
1,206,568
840,810

％
週
0% 1
-29% 3
-49% 2
-21% 5
-43% 3
-40% 3
-41% 4
-44% 2
-58% 2
-27% 6

館
3569
3940
3189
3370
2703
2607
2436
2577
2240
1136

Ave
6,165
3,341
2,087
1,484
1,059
860
817
633
539
740

累計＄
22,001,750
78,918,086
24,112,621
100,092,318
24,605,880
19,715,793
52,733,210
5,705,279
5,168,146
46,513,080

週末＄
34,701,070
5,579,870
5,434,620
4,761,555
2,328,543
2,300,057
1,156,755
1,039,580
700,181
511,189

％
週
-54% 2
-37% 5
0% 1
-54% 3
-42% 7
-43% 4
-50% 5
0% 1
0% 1
-59% 5

館
4300
3665
3485
3279
2765
2820
1708
580
1073
1307

Ave
8,070
1,522
1,559
1,452
842
816
677
1,792
653
391

累計＄
144,516,211
101,599,920
5,434,620
47,963,835
109,771,890
34,704,504
30,250,119
1,039,580
700,181
23,198,726

