BTS WORLD TOUR `LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF`
[THE FINAL] ソウル公演ライブビューイング

地区

北海道

青森
岩手

宮城

秋田
山形

福島

東京

神奈川

劇場一覧

劇場名
ユナイテッド・シネマ札幌
札幌シネマフロンティア
イオンシネマ 小樽
ディノスシネマズ旭川
シネプレックス旭川
イオンシネマ 北見
ディノスシネマズ苫小牧
青森コロナシネマワールド
TOHOシネマズ おいらせ下田
盛岡中央映画劇場
フォーラム盛岡
TOHOシネマズ 仙台
MOVIX仙台
イオンシネマ 石巻
109シネマズ富谷
MOVIX利府
ユナイテッド・シネマ フォルテ宮城大河原
TOHOシネマズ 秋田
フォーラム山形
MOVIE ON やまがた
イオンシネマ 天童
フォーラム東根
イオンシネマ 三川
フォーラム福島
ポレポレシネマズいわき小名浜
TOHOシネマズ 日本橋
TOHOシネマズ 日比谷
丸の内ピカデリー
T・ジョイPRINCE品川
ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場
TOHOシネマズ 六本木ヒルズ
TOHOシネマズ 上野
TOHOシネマズ 錦糸町
109シネマズ二子玉川
TOHOシネマズ 新宿
新宿ピカデリー
新宿バルト9
ヒューマントラストシネマ渋谷
TOHOシネマズ 渋谷
グランドシネマサンシャイン
T・ジョイSEIBU大泉
ユナイテッド・シネマとしまえん
ユナイテッド・シネマ豊洲
109シネマズ木場
MOVIX亀有
TOHOシネマズ 西新井
TOHOシネマズ 南大沢
TOHOシネマズ 府中
MOVIX昭島
イオンシネマ 日の出
TOHOシネマズ 上大岡
TOHOシネマズ ららぽーと横浜
横浜ブルク13
ムービル
TOHOシネマズ 川崎
川崎チネチッタ
109シネマズ川崎
シネプレックス平塚
109シネマズ湘南
TOHOシネマズ 小田原
イオンシネマ 茅ヶ崎
イオンシネマ 海老名
TOHOシネマズ 海老名

千葉

埼玉

茨城

栃木

群馬

新潟

長野
山梨

静岡

T・ジョイ蘇我
京成ローザ⑩
シネプレックス幕張
TOHOシネマズ 市川コルトンプラザ
TOHOシネマズ ららぽーと船橋
MOVIX柏の葉
TOHOシネマズ 柏
USシネマちはら台
TOHOシネマズ 市原
USシネマ木更津
TOHOシネマズ 流山おおたかの森
TOHOシネマズ 八千代緑が丘
イオンシネマ 千葉ニュータウン
イオンシネマ 銚子
ユナイテッド・シネマ浦和
イオンシネマ 大宮
ユナイテッド・シネマ ウニクス南古谷
MOVIX川口
新所沢レッツシネパーク
ユナイテッド・シネマ春日部
イオンシネマ 羽生
こうのすシネマ
ユナイテッド・シネマ入間
ユナイテッド・シネマ新座
109シネマズ菖蒲
MOVIX三郷
シネプレックス幸手
ユナイテッド・シネマわかば
TOHOシネマズ ららぽーと富士見
イオンシネマ 大井
ユナイテッド・シネマ ウニクス上里
ユナイテッド・シネマ水戸
TOHOシネマズ 水戸内原
イオンシネマ 下妻
シネプレックスつくば
USシネマつくば
TOHOシネマズ ひたちなか
イオンシネマ 守谷
MOVIX宇都宮
TOHOシネマズ 宇都宮
109シネマズ佐野
フォーラム那須塩原
ユナイテッド・シネマ アシコタウンあしかが
ユナイテッド・シネマ前橋
109シネマズ高崎
MOVIX伊勢崎
イオンシネマ 太田
ユナイテッド・シネマ新潟
イオンシネマ 新潟西
T・ジョイ長岡
イオンシネマ 県央
JMAX THEATER 上越
長野グランドシネマズ
松本シネマライツ
TOHOシネマズ 上田
TOHOシネマズ 甲府
静岡東宝会館
シネシティ ザート
MOVIX清水
TOHOシネマズ 浜松
TOHOシネマズ サンストリート浜北
シネマサンシャインららぽーと沼津 ※2019年10月4日オープン予定
イオンシネマ 富士宮
TOHOシネマズ ららぽーと磐田
シネプラザ サントムーン

愛知

岐阜

三重

富山

石川

福井

大阪

京都

兵庫

滋賀
奈良
和歌山

中川コロナシネマワールド
TOHOシネマズ 名古屋ベイシティ
ミッドランドスクエア シネマ
ユナイテッド・シネマ豊橋18
ユナイテッド・シネマ岡崎
TOHOシネマズ 木曽川
イオンシネマ 豊川
TOHOシネマズ 津島
安城コロナシネマワールド
小牧コロナシネマワールド
ユナイテッド・シネマ稲沢
MOVIX三好
イオンシネマ 常滑
TOHOシネマズ 赤池
TOHOシネマズ 東浦
ユナイテッド・シネマ阿久比
ミッドランドシネマ 名古屋空港
TOHOシネマズ 岐阜
大垣コロナシネマワールド
TOHOシネマズ モレラ岐阜
イオンシネマ 津
イオンシネマ 津南
109シネマズ四日市
イオンシネマ 桑名
109シネマズ明和
イオンシネマ 東員
TOHOシネマズ ファボーレ富山
JMAX THEATER とやま
TOHOシネマズ 高岡
ユナイテッド・シネマ金沢
イオンシネマ 金沢
金沢コロナシネマワールド
イオンシネマ 新小松
福井コロナシネマワールド
テアトルサンク
鯖江アレックスシネマ
TOHOシネマズ 梅田
TOHOシネマズ なんば
TOHOシネマズ 泉北
MOVIX堺
TOHOシネマズ 鳳
ユナイテッド・シネマ岸和田
109シネマズ大阪エキスポシティ
イオンシネマ 大日
ユナイテッド・シネマ枚方
TOHOシネマズ くずはモール
MOVIX八尾
109シネマズ箕面
布施ラインシネマ
MOVIX京都
TOHOシネマズ 二条
T・ジョイ京都
イオンシネマ 久御山
OSシネマズミント神戸
神戸国際松竹
109シネマズHAT神戸
OSシネマズ神戸ハーバーランド
アースシネマズ姫路
MOVIXあまがさき
イオンシネマ 明石
TOHOシネマズ 西宮OS
TOHOシネマズ 伊丹
イオンシネマ 三田ウッディタウン
ユナイテッド・シネマ大津
TOHOシネマズ 橿原
ユナイテッド・シネマ橿原
シネマサンシャイン大和郡山
イオンシネマ 西大和
ジストシネマ和歌山

岡山

広島

鳥取
島根
山口
徳島
愛媛
高知

福岡

佐賀
長崎

熊本

大分
宮崎
鹿児島

沖縄

TOHOシネマズ 岡南
MOVIX倉敷
TOHOシネマズ 緑井
109シネマズ広島
福山コロナシネマワールド
福山エーガル8シネマズ
T・ジョイ東広島
広島バルト11
MOVIX日吉津
松江東宝5
T・ジョイ出雲
MOVIX周南
シネマサンシャイン北島
シネマサンシャイン衣山
ユナイテッド・シネマ フジグラン今治
TOHOシネマズ 新居浜
TOHOシネマズ 高知
ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13
福岡中洲大洋
ユナイテッド・シネマ福岡ももち
TOHOシネマズ 天神・ソラリア館
シネプレックス小倉
T・ジョイ リバーウォーク北九州
イオンシネマ 戸畑
T・ジョイ久留米
TOHOシネマズ 直方
ユナイテッド・シネマ なかま16
イオンシネマ 大野城
セントラルシネマ大牟田
TOHOシネマズ 福津
ユナイテッド・シネマ トリアス久山
109シネマズ佐賀
ユナイテッド・シネマ長崎
TOHOシネマズ 長崎
佐世保シネマボックス太陽
ユナイテッド・シネマ熊本
TOHOシネマズ はません
TOHOシネマズ 宇城
TOHOシネマズ 熊本サクラマチ（※9月14日(土)OPEN）
TOHOシネマズ 光の森
T・ジョイ パークプレイス大分
TOHOシネマズ アミュプラザおおいた
TOHOシネマズ 大分わさだ
セントラルシネマ宮崎
鹿児島ミッテ10
天文館シネマパラダイス
TOHOシネマズ 与次郎
シネマサンシャイン姶良
シネマQ
ユナイテッド・シネマ PARCO CITY 浦添
シネマライカム
ミハマ7プレックス
サザンプレックス

