アニメ｢アイドリッシュセブン｣先行上映会 ライブビューイング
劇場一覧
地方

都道府県

札幌シネマフロンティア
ディノスシネマズ札幌劇場 ※追加劇場
ユナイテッド・シネマ札幌 ※追加劇場
青森県 TOHOシネマズ おいらせ下田
岩手県 フォーラム盛岡
宮城県 MOVIX仙台
秋田県 TOHOシネマズ 秋田
山形県 ソラリス
福島県 フォーラム福島
シネマサンシャイン池袋
TOHOシネマズ 渋谷
TOHOシネマズ 上野
T・ジョイPRINCE品川
ユナイテッド・シネマ豊洲
MOVIX亀有
109シネマズ二子玉川
東京都
MOVIX昭島
新宿バルト9 ※追加劇場
池袋HUMAXシネマズ ※追加劇場
渋谷HUMAXシネマ ※追加劇場
ヒューマントラストシネマ渋谷 ※追加劇場
丸の内TOEI ※追加劇場
ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場 ※追加劇場
横浜ブルク13
川﨑チネチッタ
神奈川県
TOHOシネマズ 海老名
MOVIX橋本
京成ローザ⑩
千葉県 TOHOシネマズ ららぽーと船橋
MOVIX柏の葉
MOVIXさいたま
埼玉県 MOVIX川口
ユナイテッド・シネマわかば
茨城県 MOVIXつくば
栃木県 MOVIX宇都宮
群馬県 MOVIX伊勢崎
新潟県 イオンシネマ新潟南
長野県 長野グランドシネマズ
山梨県 TOHOシネマズ 甲府
富山県 TOHOシネマズ ファボーレ富山
石川県 イオンシネマ金沢フォーラス
福井県 福井コロナシネマワールド
MOVIX清水
静岡県
TOHOシネマズ 浜松
ミッドランドスクエアシネマ
109シネマズ名古屋
愛知県
TOHOシネマズ 名古屋ベイシティ
MOVIX三好
岐阜県 イオンシネマ各務原
三重県 109シネマズ四日市
なんばパークスシネマ
大阪ステーションシティシネマ
大阪府 梅田ブルク７
MOVIX八尾
あべのアポロシネマ ※追加劇場
京都府 MOVIX京都
神戸国際松竹
兵庫県
MOVIXあまがさき
滋賀県 ユナイテッド・シネマ大津
奈良県 TOHOシネマズ 橿原
和歌山県 ジストシネマ和歌山
岡山県 MOVIX倉敷
広島県 広島バルト11
鳥取県 MOVIX日吉津
島根県 T・ジョイ出雲
山口県 MOVIX周南
徳島県 シネマサンシャイン北島
香川県 イオンシネマ宇多津
愛媛県 シネマサンシャイン衣山
高知県 TOHOシネマズ 高知
Ｔ・ジョイ博多
福岡県
T・ジョイ リバーウォーク北九州
佐賀県 109シネマズ佐賀
長崎県 TOHOシネマズ 長崎
熊本県 TOHOシネマズ 光の森
大分県 T・ジョイ パークプレイス大分
宮崎県 セントラルシネマ宮崎
鹿児島県 鹿児島ミッテ１０
沖縄県 サザンプレックス
北海道

北海道・東北地方

関東地方

甲信越・北陸地方

東海地方

近畿地方

中国地方

四国地方

九州・沖縄地方

実施劇場

電話番号
011-209-5400
011-221-3802
0570-78-3011
050-6868-5014
019-622-4770
022-304-3700
050-6868-5017
023-647-0647
024-533-1717
03-3982-6388
050-6868-5002
準備中
03-5421-1113
0570-783-789
050-6861-0135
03-5797-2325
050-6861-0325
03-5369-4955
03-5979-1660
03-3462-2539
03-5468-5551
03-3535-4741
0570-783-804
045-222-6222
044-223-3190
050-6868-5018
042-700-3100
043-225-6355
050-6868-5057
04-7135-6900
048-600-6300
050-6861-5410
0570-783-815
029-868-7200
028-657-6200
0270-30-1700
025-385-8787
026-233-3415
050-6868-5054
050-6868-5009
076-231-8651
0776-52-5675
050-6861-0045
050-6868-5011
052-527-8808
052-541-3109
050-6868-5005
0561-33-3400
058-380-7077
059-359-0109
050-6864-7125
06-6346-3215
06-4795-7602
072-995-7200
06-6649-1255
075-254-3215
078-230-3580
06-4960-7500
0570-783-014
050-6868-5031
073-480-5800
050-6864-7076
082-561-0600
0859-37-1800
0853-24-6000
0833-45-2600
088-697-3113
0877-49-8450
089-911-0066
050-6868-5029
092-413-5333
093-573-1566
0952-25-0170
050-6868-5050
050-6868-5026
097-528-7678
0985-23-2336
099-812-6662
098-835-6600

ホームページURL
http://www.cinemafrontier.net/cgi-bin/pc/index.cgi
http://cinema.sugai-dinos.jp/pc/sapporo/
http://www.unitedcinemas.jp/sapporo/index.html
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/049/TNPI2000J01.do
http://www.forum-movie.net/morioka/
http://www.smt-cinema.com/site/sendai/
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/050/TNPI2000J01.do
http://www.forum-movie.net/yamagata/
http://www.forum-movie.net/fukushima/
http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/ikebukuro
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/043/TNPI2000J01.do
準備中
http://kinezo.jp/tjoy-prince-shinagawa
http://www.unitedcinemas.jp/toyosu/index.html
http://www.smt-cinema.com/site/kameari/
http://109cinemas.net/futakotamagawa/
http://www.smt-cinema.com/site/akishima/
http://kinezo.jp/wald9
http://www.humax-cinema.co.jp/cinema/ikebukuro/index.html
http://www.humax-cinema.co.jp/cinema/shibuya/index.html
http://www.ttcg.jp/human_shibuya/
http://theaters.toei.co.jp/theaters/marunouchi1/
http://www.unitedcinemas.jp/odaiba/index.html
http://kinezo.jp/burg13
http://cinecitta.co.jp
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/007/TNPI2000J01.do
http://www.smt-cinema.com/site/hashimoto/
http://www.rosa10.net/pc/p010000.php
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/018/TNPI2000J01.do
http://www.smt-cinema.com/site/kashiwanoha/
http://www.smt-cinema.com/site/saitama/
http://www.smt-cinema.com/site/kawaguchi/
http://www.unitedcinemas.jp/wakaba/index.html
http://www.smt-cinema.com/site/tsukuba/
http://www.smt-cinema.com/site/utsunomiya/
http://www.smt-cinema.com/site/isesaki/
http://www.aeoncinema.com/cinema/niigataminami/
http://www.grandcinemas.net/
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/067/TNPI2000J01.do
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/053/TNPI2000J01.do
http://www.aeoncinema.com/cinema/kanazawaforus/
http://www.korona.co.jp/cinema/fuk/top.asp
http://www.smt-cinema.com/site/shimizu/
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/004/TNPI2000J01.do
http://www.midland-sq-cinema.jp/
http://109cinemas.net/nagoya/
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/002/TNPI2000J01.do
http://www.smt-cinema.com/site/miyoshi/
http://www.aeoncinema.com/cinema/kakamigahara/
http://109cinemas.net/yokkaichi/
http://www.parkscinema.com/
http://www.osakastationcitycinema.com/
http://kinezo.jp/t-joy_burg7
http://www.smt-cinema.com/site/yao/
http://www.kin-ei.co.jp
http://www.smt-cinema.com/site/kyoto/
http://www.smt-cinema.com/site/kobe/
http://www.smt-cinema.com/site/amagasaki/
http://www.unitedcinemas.jp/otsu/index.html
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/013/TNPI2000J01.do
http://www.o-entertainment.co.jp/xyst_cinema/wakayama/information.html

http://www.smt-cinema.com/site/kurashiki/
http://kinezo.jp/wald11
http://www.smt-cinema.com/site/hiezu/
http://kinezo.jp/t-joy_izumo
http://www.smt-cinema.com/site/shunan/
http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/kitajima/
http://www.aeoncinema.com/cinema/utazu/
http://www.cinemasunshine.co.jp/theater/kinuyama
http://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/017/TNPI2000J01.do
http://kinezo.jp/t-joy_hakata
http://kinezo.jp/t-joy_kitakyushu
http://109cinemas.net/saga/
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/046/TNPI2000J01.do
https://hlo.tohotheater.jp/net/schedule/014/TNPI2000J01.do
http://kinezo.jp/t-joy_oita
http://www.mcc-9.co.jp/
http://kinezo.jp/mitte10
http://www.startheaters.jp/southernplex/

