2011 年度
上映回数

211 回

会場数

159 会場

観客数

7523 人

上映作品数

42 作品
岩手県
宮城県
福島県
山形県
青森県

上映作品

113 回 会場数 78 会場 観客数 2995 人
上映回数 55 回 会場数 48 会場 観客数 2579 人
上映回数 33 回 会場数 24 会場 観客数 1584 人
上映回数 9 回 会場数 8 会場 観客数 331 人
上映回数 1 回 会場数 1 会場 観客数 34 人
上映回数

日本映画
ALWAYS 三丁目の夕日 東宝
旭山動物園 角川
いつでも夢を 日活
生れてはみたけれど 松竹
男はつらいよ 松竹
男はつらいよ 口笛を吹く寅次郎 松竹
男はつらいよ 柴又慕情 松竹
男はつらいよ 柴又より愛をこめて 松竹
男はつらいよ 寅次郎相合い傘 松竹
男はつらいよ 寅次郎紅の花 松竹
男はつらいよ 寅次郎心の旅路 松竹
男はつらいよ 寅次郎ハイビスカスの花 松竹
男はつらいよ 寅次郎夕焼け小焼け 松竹
男はつらいよ 寅次郎忘れな草 松竹
蒲田行進曲 松竹
喜劇急行列車 東映
北の零年 東映
侠骨一代 東映
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幸福の黄色いハンカチ 松竹
スウィング・ガールズ 東宝
釣りバカ日誌 6 松竹
馬鹿が戦車 （タンク） でやってくる 松竹
同胞 （35 ミリ）
フラガール
瞼の母 東映
出来ごころ （35 ミリ） 松竹
クレヨンしんちゃん あっぱれ戦国大合戦 東宝
クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ！オトナ帝国の逆襲 東宝
こまどりアニメこまねこ ドワーフ
こまねこのクリスマス 東宝 / ドワーフ
ドラえもん のび太の恐竜 2006 東宝
映画ドラえもん 新 ･ のび太と鉄人兵団 東宝
長靴をはいた猫 東映
ONE PIECE THE MOVIE エピソード オブ チョッパー ＋冬に咲く、 奇跡の桜 東映
外国映画
おさるのジョージ 東和
カールじいさんの空飛ぶ家 東和
怪盗グルーと月泥棒 東和
チキンリトル 東和
ティンカーベル妖精の家 東和
トイ・ストーリー 3 東和
レミーのおいしいレストラン 東和
その他
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2012 年度
上映回数

161 回

会場数

126 会場

観客数

7705 人

上映作品数

53 作品
99 回 会場数 74 会場 観客数 2939 人
宮城県 上映回数 45 回 会場数 39 会場 観客数 3307 人
福島県 上映回数 17 回 会場数 13 会場 観客数 1459 人
岩手県

上映作品

上映回数

日本映画新作 ･ 近作
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレム VS 聖剣士 ケルディオ 2012/ 東宝
ドラえもん のび太と奇跡の島 2012/ 東宝

朝日座 ひはまたのぼる
大鹿村騒動記

2012/JC3

2011/ 東映

劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド＆パール アルセウス超克の時空へ
劇場版名探偵コナン 漆黒の追跡者

2009/ 東宝

ケロロ軍曹 ドラゴン ･ ウォリアーズであります

2009/ 角川

ケロロ軍曹 誕生！究極ケロロ 奇跡の時空島であります！
1000 年の山古志

2009/ 東宝

2009/ 角川

2009

ワンピース THE MOVIE エピソード オブ チョッパー プラス冬に咲く、 奇跡の桜
ポケットモンスター ダイヤモンド＆パール ギラティナと氷空の花束シェイミ
釣りバカ日誌 20

2008/ 松竹

外国映画新作 ･ 近作
ル ･ アーブルの靴みがき 2011/ ユーロスペース
塔の上のラプンツェル 2010/ ディズニー
その他
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2008/ 東映

2008/ 東宝

2013

年度

上映回数

99 回

会場数

88 会場

観客数

6206 人

上映作品数

42 作品
63 回 会場数 54 会場 観客数 2512 人
宮城県 上映回数 19 回 会場数 18 会場 観客数 2674 人
福島県 上映回数 17 回 会場数 16 会場 観客数 1020 人
岩手県

上映作品

上映回数

日本映画新作 ･ 近作
謝罪の王様 2013/ 水田伸生 / 東宝
ドラえもん のび太の秘密道具博物館 2013/ 寺本幸代 / 東宝
劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒 2013/ 湯山邦彦 / 東宝
おおかみこどもの雨と雪 2012/ 細田守 / 東宝
桐島、 部活やめるってよ 2012/ 吉田大八 / ショウゲート
ポテチ 2012/ 中村義洋 / ショウゲート
超劇場版ケロロ軍曹 誕生 ! 究極ケロロ奇跡の時空島であります !! 2010/ 佐藤順一 / 角川
外国映画新作 ･ 近作

最強のふたり

2011/ オリヴィエ・ナカシュ、エリック・トレダノ / ギャガ

その他
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2014 年度
上映回数

81 回

会場数

65 会場

観客数

5908 人

上映作品数

43 作品
43 回 会場数 31 会場 観客数 1555 人
宮城県 上映回数 29 回 会場数 25 会場 観客数 3509 人
福島県 上映回数 9 回 会場数 9 会場 観客数 844 人
岩手県

上映作品

上映回数

日本映画新作 ･ 近作
永遠の０ 東宝
かぐや姫の物語
風立ちぬ

東宝

東宝

先祖になる その他
探偵は BAR にいる 東映
映画ドラえもん 新のび太の大魔境 ペコと 5 人の探検隊 東宝
舟を編む

松竹

ペコロスの母に会いに行く 東風
ぼくたちの家族 ファントムフィルム
夢は牛のお医者さん その他
ポケモン・ザ・ムービーＸＹ 破壊の繭とディアンシー 東宝 / ポケモン
外国映画新作 ･ 近作
GODZILLA（2014）東宝

長靴をはいたネコ

その他

マダム・イン・ニューヨーク
レ・ミゼラブル
その他
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その他

東宝東和 / 東和プロモーション

2015 年度
上映回数

67 回

会場数

55 会場

観客数

4453 人

上映作品数

43 作品
37 回 会場数 27 会場 観客数 1796 人
宮城県 上映回数 24 回 会場数 22 会場 観客数 1875 人
福島県 上映回数 6 回 会場数 6 会場 観客数 782 人
岩手県

上映作品

上映回数

日本映画新作 ･ 近作
ウルトラマンサーガ 2012/ おかひでき / 円谷プロ
映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記 2015/ 大杉宣弘 / 東宝
箱入り息子の恋 2013/ 市井昌秀 / キノフィルムズ
ゆずり葉の頃 2015/ 中みね子 / パンドラ
押し入れ女の幸福 2014/ 大橋隆行 /TimeLimit
すーちゃん まいちゃん さわ子さん 2012/ 御法川修 / スールキートス
ポケモン ･ ザ ･ ムービーＸＹ 光輪リングの超魔神 フーパ

2015/ 湯山邦彦 / 東宝 / ポケモン

STAND BY ME ドラえもん 2014/ 山崎貴 / 東宝
永遠の０

2014/ 山崎貴 / 東宝

外国映画新作 ･ 近作
アナと雪の女王 2014/ クリス ･ パックほか / ディズニー
あなたを抱きしめる日まで

2013/ スティーブン ･ フリアーズ / ファントムフィルム

6 才のボクが、 大人になるまで。 2013/ リチャード ･ リンクレーター / 東和プロモーション
Mommy/ マミー 2014/ グザヴィエ ･ ドラン / ピクチャーズデプト
はじまりの歌

2013/ ジョン ･ カーニー / ポニーキャニオン

劇場版ムーミン 南の海で楽しいバカンス 2014/ グザヴィエ ･ ピカルドほか / 東和プロモーション
ザ ･トゥルー ･ コスト ファストファッション真の代償 2015/ アンドリュー ･ モーガン / ユナイテッドピープル
その他
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2016

年度

上映回数

53 回

会場数

43 会場

観客数

3690 人

上映作品数

39 作品
31 回 会場数 22 会場 観客数 1232 人
宮城県 上映回数 16 回 会場数 15 会場 観客数 1783 人
福島県 上映回数 6 回 会場数 6 会場 観客数 675 人
岩手県

上映作品

上映回数

日本映画新作 ･ 近作
映画ドラえもん 新 ･ のび太の日本誕生

2016/ 八鍬新之介 / 東宝

うつくしいひと （熊本支援チャリティ上映） 2016/ 行定勲 / くまもと映画製作委員会
煙突と映画館

2016/ 立木祥一郎 /JC3

あん 2015/ 河瀬直美 / エレファントハウス
ベトナムの風に吹かれて 2015/ 大森一樹 / アルゴピクチャーズ
WOOD/JOB！（ウッジョブ） ～神去なあなあ日常～
女たちの都 ワッゲンオッゲン

2014/ 矢口史靖 / 東宝

2013/ 禱映 / 新日本映画社

ちいさいおうち 2013/ 山田洋次 / 松竹
ASAHIZA 人間は、どこへ行く 2012/ 藤井光 /JC3
ポケモン ･ ザ ･ ムービー XY&Z ボルケニオンと機巧のマギアナ 2016/ 湯山邦彦 / 東宝 / ポケモン
海街 diary 2015/ 是枝裕和 / 東宝
バケモノの子

2015/ 細田守 / 東宝

外国映画新作 ･ 近作
アメリカン ･ スナイパー 2014/ クリント ･ イーストウッド / ワーナー ･ ブラザース映画
ペット 2016/ クリス ･ ルノー /MMC
黄金のアデーレ 名画の帰還 2015/ サイモン ･ カーティス /GAGA/ エスパースサロウ
ミニオンズ 2015/ ピエール ･ コフィン /MMC
PAN ネバーランド、 夢のはじまり 2015/ ジョー ･ ライト /MMC
ニューヨーク 眺めのいい部屋売ります 2014/ リチャード ･ ロンクレイン / ファントムフィルム
はじまりのうた 2014/ ジョン ･ カーニー / ポニーキャニオン
その他
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2017 年度
上映回数

49 回

会場数

42 会場

観客数

3572 人

上映作品数

33 作品
28 回 会場数 23 会場 観客数 876 人
宮城県 上映回数 16 回 会場数 14 会場 観客数 2093 人
福島県 上映回数 5 回 会場数 5 会場 観客数 603 人
岩手県

上映作品

上映回数

日本映画新作 ･ 近作
殿、利息でござる 2016/ 中村義洋 / 松竹
煙突と映画館［完全版］2016/ 立木祥一郎 /JC3
ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 2017/ 高橋敦史 / 東宝
おクジラさま ふたつの正義の物語 2016/ 佐々木芽生 / エレファントハウス
人生フルーツ 2016/ 伏原健之 / 東風
MONSTERZ 2014/ 中田秀夫 /MMC
ネクタイを締めた百姓一揆 2016/ 河野ジベ太 / 製作実行委員会
劇場版ポケットモンスター キミにきめた！ 2017/ 湯山邦彦 / ポケモン / 東宝
この世界の片隅に 2016/ 片淵須直 / 東京テアトル
シン ･ゴジラ 2016/ 庵野秀明 / 東宝
外国映画新作 ･ 近作
ハドソン川の奇跡 2016/ クリント ･ イーストウッド / ワーナー ･ ブラザース映画
わたしは､ ダニエル ･ ブレイク 2016/ ケン ･ ローチ / ロングライド
シング ･ ストリート 未来へのうた 2015/ ジョン ･ カーニー / 新日本映画社
怪盗グルーのミニオン大脱走 2017/ ピエール ･ コフィン /MMC
ミニオンズ 2015/ ピエール ･ コフィン /MMC
その他
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