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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

～体感型アトラクション 4Dシアターを３週連続で 7劇場に導入～ 

ユナイテッド・シネマ 4DX®が全国１１劇場に！

「スター・ウォーズ/フォースの覚醒」は 4DX®で。 

この冬、4DX®が日本を席巻！!  
 

導入記念で「ジュラシック・ワールド」や「マッドマックス 怒りのデス・ロード」を４DXで上映！ 
 

 

 
 
 
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
ユナイテッド・シネマ株式会社（東京都品川区／代表取締役社長：渡辺章仁）は、同社が運営する全国 7 劇場において、
体感型アトラクション・シアター4DX®（フォー・ディー・エックス）を導入、そのオープン日が決定しました。 
現在稼働中の４劇場と合わせてユナイテッド・シネマグループの 4DX®導入劇場数は１１となり、業界トップの 
４D シアター数を有することになりました。 
 

 

＜現在、稼働中の 4劇場＞ 
●ユナイテッド・シネマ豊洲（東京都江東区）      
●ユナイテッド・シネマ札幌（北海道札幌市）   
●ユナイテッド・シネマ前橋（群馬県前橋市）     
●ユナイテッド・シネマ春日部（埼玉県春日部市）   

  ＜12 月に新たに導入される 7 劇場＞ 
●ユナイテッド・シネマとしまえん（東京都練馬区） 12 月 2 日（水）オープン 
●ユナイテッド・シネマ新潟（新潟市）   12 月 3 日（木）オープン 
●ユナイテッド・シネマ入間（埼玉県入間市）  12 月 4 日（金）オープン 
●シネプレックス水戸（茨城県水戸市）   12 月 11 日（金）オープン 
●シネプレックス枚方（大阪府枚方市）   12 月 16 日（水）オープン 
●ユナイテッド・シネマキャナルシティ 13（福岡県福岡市） 12 月 18 日（金）オープン 
●ユナイテッド・シネマ橿原（奈良県橿原市）        12 月 18 日（金）オープン予定 



 
この 4DX®シアターとは、日本のみならず世界中で注目されている体感型上映システムで、大きく振動する<動く座席>
や、シアターの中で<雨が降り>、<匂いが香り>、<風が吹き付ける>など、多様な特殊効果が楽しめる次世代体感型ア
トラクション・シアターです。それによって観客がまるで映画の世界に飛び込んでしまったかのような臨場感を味わう事
ができ、今までの映画を「見る」から、映画を「体感する」へと、革新的な転換が可能になりました。4DX®は、映画館
を最新アトラクション・アミューズメント施設に進化させ、かつてない映画体験を皆様にお届けいたします。 
また、導入を今回の導入を記念して「ジュラシック・ワールド」や「マッドマックス 怒りのデス・ロード」を 4DX® 
で上映いたします。 
視覚・聴覚だけではなくスリルや爽快感を「体感」できる、新しいエンターテイメント・シアターにぜひご注目ください。 

 

【4DX®（フォー・ディー・エックス）シアターついて】 
 
4DX®とは、現在、映画業界で最も注目を集める、最新の＜体感型（4D）＞映画上映システムです。モーショ

ンシートが、映画のシーンに完全にマッチした形で、前後＆上下左右に＜動き＞、その衝撃を再現し、さらに、

嵐等のシーンでは＜水＞が降り、＜風＞が吹きつけ、雷鳴に劇場全体が＜フラッシュ＞する他、映画のシーン

を感情的に盛り上げる＜香り＞や、臨場感を演出する＜煙＞など、様々なエモーショナルな特殊効果で、≪目

で観るだけの映画≫から≪体全体で感じる映画≫の鑑賞へと魅力的に転換致します。通常のシアターでは得るこ

とができない特殊効果によって、映画の持つ臨場感＝迫力を最大限開放することができる、アトラクション・

スタイルの映画上映システムです。 
 

＜特殊効果＞ 

1： 動く座席（Motion） …前後・上下左右に動く座席。背面部分には、衝撃を表現する装置を内蔵。 

2： 雨が降る（Rain） …座席上部から、水が噴射する。 

3： ミストが出る（Water） …前席の背面部分の噴出口から、水が出る。 

4： エアーが出る（Air） …前席の背面部分や、座席背面の噴出口から、顔や頬、耳をかすめるエアーが出る。 

5： 風が出る（Wind） …劇場内上部の送風ファンから、風が出る。 

6： フラッシュが光る（Lightning） …劇場内上部の照明機材から、光が出る。 

7： 香りが出る（Scents） …前席の背面部分の噴出口から、香りが出る。 

8： 煙が出る（Fog） …劇場内スクリーン前部分から、煙が出る。 

9： バブルが出る（Bubbles） …劇場内上部、前方から、シャボン玉が出る。 

10： 嵐が吹く（Rain storm） …劇場内上部の送風ファンから、風と水が出る。 

11： 雪が降る（Snow） …劇場内上部、前方から、雪をイメージしたパウダー(泡)が出る。 
 

【新規オープン 4DX®シアター 施設概要】 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

名称 ユナイテッド・シネマとしまえん 名称 ユナイテッド・シネマ新潟

オープン日 12月2日（水） オープン日 12月3日（木）

住所 東京都練馬区練馬4-15-20 住所 新潟県新潟市中央区上近江4-12-20 DeKKY401内

電話番号 0570-783-980 電話番号 0570-783-401

名称 ユナイテッド・シネマ入間 名称 シネプレックス水戸

オープン日 12月4日（金） オープン日 12月11日（金）

住所 埼玉県入間市豊岡1-11-1 アイポット3F 住所 茨城県水戸市宮町1-7-44 COMBOX310内

電話番号 0570-783-241 電話番号 0570-783-396

名称 シネプレックス枚方 名称 ユナイテッド・シネマキャナルシティ13

オープン日 12月16日（水） オープン日 12月18日（金）

住所 大阪府枚方市高野道1-20-10 フォレオひらかた内 住所 福岡県福岡市 博多区住吉1-2-22 キャナルシティ博多内

電話番号 0570-783-450 電話番号 0570-783-550

名称 ユナイテッド・シネマ橿原

オープン日 12月18日（金）

住所 奈良県橿原市十市町1222-1

電話番号 （仮）

＜本リリースに関する、お問い合わせ＞ 
 
【宣伝協力】 株式会社フロンティア・エンタープライズ 担当：久永・青木 

■mail：hisanaga@frontier-e.co.jp ■TEL：03-5565-1121 ■FAX：03-55651261 
 
【お問合せ】 ユナイテッド・シネマ株式会社 担当： 営業部 浦川 

■mail：takumi.urakawa@unitedcinemas.co.jp ■TEL：03-6417-0816 ■FAX：03-5496-1585 



【上映作品】 
◆『スターウォーズ／フォースの覚醒』 4DX 版  12/18（金）公開 
 ユナイテッド・シネマとしまえん、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13 
 ユナイテッド・シネマ入間、ユナイテッド・シネマ新潟 
 シネプレックス水戸、シネプレックス枚方 
 ユナイテッド・シネマ豊洲、ユナイテッド・シネマ札幌 
 ユナイテッド・シネマ前橋、ユナイテッド・シネマ春日部 全１０劇場で上映 

「スター・ウォーズ／フォースの覚醒」１２／１８（金）～２０（日）上映分の４ＤＸ版チケットを、 

１２月４日（金）から販売！インターネットは深夜０：００から、劇場窓口は営業開始時間から販売します。 

※インターネットでチケットが完売した場合、窓口での販売はございません。 

 
◆『I LOVE スヌーピー THE PEANUTS MOVIE』4DX版(吹替)12/4（金）公開 
 ユナイテッド・シネマとしまえん、 ユナイテッド・シネマ入間、 
ユナイテッド・シネマ新潟、ユナイテッド・シネマ豊洲、ユナイテッド・シネマ札幌 
ユナイテッド・シネマ前橋、ユナイテッド・シネマ春日部 

 （ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13,シネプレックス水戸・枚方での４DX 版上映はありません） 
 

【オープニング特別上映】 
ジュラシック・ワールド（吹替版）４DX  

 ユナイテッド・シネマ新潟 12月 2日（水）～12月 11日（金） 

ユナイテッド・シネマとしまえん 12月 2日（火）～12月 11日（金） 

ユナイテッド・シネマ入間 12月 4日（金）～12月 11日（金） 

シネプレックス水戸 12月 11日（金）～12月 18日（金） 

ユナイテッド・シネマ キャナル 13 12月 15日（火）・16日（水）・18（金） 

  マッドマックス 怒りのデス・ロード(字幕版）４DX 

ユナイテッド・シネマ新潟 12月 12日（土）～12月 18日（金） 

ユナイテッド・シネマとしまえん 12月 12日（土）～12月 18日（金） 

ユナイテッド・シネマ入間 12月 12日（土）～12月 18日（金） 

シネプレックス水戸 12月 11日（金）～12月 18日（金） 

シネプレックス枚方 12月 16日（水）～12月 18日（金） 

ユナイテッド・シネマ キャナル 13 12月 15日（火）・16日（水）・18（金） 

  ベイマックス（吹替版）４DX  

 ユナイテッド・シネマ新潟 12月 12日（土）～12月 18日（金） 

ユナイテッド・シネマとしまえん 12月 12日（土）～12月 18日（金） 

ユナイテッド・シネマ入間 12月 12日（土）～12月 18日（金） 

  「パシフィック・リム」（字幕版）４DX 

 ユナイテッド・シネマ新潟 12月 2日（水）～12月 11日（金） 

ユナイテッド・シネマとしまえん 12月 2日（火）～12月 11日（金） 

ユナイテッド・シネマ入間 12月 4日（金）～12月 11日（金） 

  

特別料金：￥２，４００  ※３Ｄメガネ持参で￥１００円割引 
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