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※赤文字はムービープラスで放送予定の作品・出演者です 

2010年
ベスト･ムービー 「THE LAST MESSAGE 海猿」
ベスト･ディレクター クリストファー・ノーラン　（「インセプション」）
ベスト･アクター 伊藤英明　（「THE LAST MESSAGE 海猿」）
ベスト･アクトレス 深津絵里　（「悪人」）

2009年
ベスト･ムービー 「マイケル･ジャクソン THIS IS IT」
ベスト･ディレクター クリント･イーストウッド　（「グラン･トリノ」「チェンジリング」）
ベスト･アクター ジョニー･デップ　（「パブリック･エネミーズ」「Dr.パルナサスの鏡」）
ベスト･アクトレス アンジェリーナ・ジョリー　（「チェンジリング」）

2008年
ベスト･ムービー 「レッドクリフ PartⅠ」
ベスト･ディレクター ジョン・ウー　（「レッドクリフ PartⅠ」）
ベスト･アクター 松山ケンイチ　（「デトロイト・メタル・シティ」「L change the World」）
ベスト･アクトレス 綾瀬はるか　（「ICHI」「僕の彼女はサイボーグ」）

                      2011 年 11 月 7 日 

ジュピターエンタテインメント株式会社 

ユナイテッド・シネマ株式会社 

株式会社 mediba 

 

ムービープラス、ユナイテッド・シネマ、mediba 共同主催 

2011 年のベスト・ムービーを一般投票で選ぶ 

「ベスト・オブ・ベスト アワード 2011」を実施 

―投票者の中から抽選で豪華賞品をプレゼント― 
 

CS 映画専門チャンネル「ムービープラス」（ジュピターエンタテインメント株式会社、東京都千代田区、代表取

締役社長：中谷博之）と、全国に 20 のシネマコンプレックス（複合型映画館）を運営するユナイテッド・シネマ株

式会社（東京都港区、代表取締役社長：宮田昌紀）と KDDI が提供する au 携帯電話の統合ポータルサイト「au 

one 映画」を運営する株式会社 mediba（東京都港区、代表取締役社長：大朝 穀）は、2011 年に国内で公開さ

れた映画を対象に広く一般の投票を募り、ベスト作品やベスト監督などを選ぶ『ベスト・オブ・ベスト アワード

2011』を実施します。 

ムービープラスは、視聴者が選んだベスト・ムービーを発表する番組「あなたが選ぶ！ベストムービー」を、

2002 年から放送してきました。これを発展させ、放送、シネマコンプレックスチェーン、モバイル映画サイトとい

う映画に関わる 3 つのブランドが連携した企画が『ベスト・オブ・ベスト アワード』です。 

投票は、201１年 12 月 1 日（木）より、ムービープラスの公式 HP 内に設ける『ベスト・オブ・ベスト アワード 2011』

特設サイトと、全国のユナイテッド・シネマに設置する投票箱、さらに KDDI 株式会社が提供する au 携帯電話の

統合ポータルサイト「au one」上の「au one 映画」で受付を開始。投票していただいた方の中から抽選で、豪華

賞品をプレゼントします。また今回からの新しい試みとして、映画情報やレビューの総合サイト「Yahoo!映画」が

Facebook に展開しているページにも特設ページを設置します。（実施概要については別紙をご覧ください。） 

なお、第5回となる今回も、熱烈な映画ファンとして知られ、ムービープラスのオリジナル番組「プレミア・ナビ」に

出演している小堺一機をナビゲーターに迎え、ゲストと楽しいトークを交えながら2011年に公開された映画を振

り返る番組を 12 月にムービープラスで放送。アワードの結果は、東京丸の内で行われるイベントや『ベスト・オ

ブ・ベスト アワード 2011』特設サイト、さらにムービープラスの特番などで、2012 年 1 月 28 日（土）に発表します。 

番組名： 「小堺一機と選ぶ ベスト・オブ・ベスト アワード 2011」 

出演者： 小堺一機（ナビゲーター） ゲスト：  原田眞人（映画監督） 

放送日： 2011 年 12 月 11 日（日） 9：30～10：30、ほか 60 分 
※2012 年 1 月 28 日（土）放送の番組で結果を発表します。（予定） 

 

さらに、2009 年ベスト・ディレクター、C・イーストウッド監督作『グラン・トリノ』や、

2008 年ベスト･ムービー＆ディレクターを W 受賞した『レッドクリフ PartⅠ』などを

特集放送します。過去の受賞作品は下記の通りです。 
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『ベスト・オブ・ベスト アワード 2011』 実施概要 

 

【投票期間】 

2011 年 12 月 1 日（木）～2012 年 1 月 4 日（水） 

 

【投票方法】 

①『ベスト・オブ・ベスト アワード 2011』 特設サイト 

http://www.movieplus.jp/best2011/ 

※上記の通り、投票開始日は 12 月 1 日（木）です。 

②全国のユナイテッド・シネマ館内に設置する投票用紙で館内設置の投票箱に投票 

③KDDI が提供するａｕ携帯電話の統合ポータルサイト「au one」上の「au one 映画」 

http://movie.auone.jp 

 

【対象作品】 

2011 年 1 月 1 日～12 月 31 日までに、日本国内で公開初日を迎えた（長編）映画 

 

【投票部門】 

①ベスト・ムービー ②ベスト・ディレクター ③ベスト・アクター ④ベスト・アクトレス 

※投票いただいた方の中から抽選で、下記豪華賞品をプレゼントいたします。 

 

【賞品】 

A． 

ムービープラス賞： ANA 旅行券（20 万円分）・・・1 名様 

ユナイテッド・シネマ賞： ユナイテッド・シネマ 全国共通鑑賞券・・・25 組 50 名様 

au one 映画賞： 近日公開の話題作の全国共通前売り券・・・20 組 40 名様 

 

B．au by KDDI Presents「日本列島 いきものたちの物語」[２０１２年２月４日（土）公開作品]全国一斉試写会・・・ 

ユナイテッド･シネマ 18 劇場各 25 組 50 名様 計 900 名 
※試写会開催日：2012 年 1 月 26 日（木） 

※全国 20 劇場のうち、ユナイテッド･シネマ金沢とユナイテッド･シネマ大津を除く各 18 劇場が対象 

 

C．授賞式イベント 「ベスト･オブ･ベスト アワード 2011 授賞式」ご招待・・・50 組 100 様 

 

【結果発表】 

2012 年 1 月 20 日（金）に行われる「ベスト･オブ･ベスト アワード 2011 授賞式」で発表いたします。その後、『ベ

スト･オブ･ベスト アワード 2011』特設サイトおよび、ムービープラスで放送される特別番組でも発表します。 

番組名：今夜決定！これがベスト・オブ・ベスト アワード 2011 

放送日：2012 年 1 月 28 日（土）10：15～10：45、ほか 

 
 

ムービープラスは、2010年に開局21年目を迎えた日本 大の映画チャンネルです。ハリウッドのヒット作をはじめとする国内外の

選りすぐりの映画、映画祭、 新映画情報を放送し、J:COM など全国のケーブルテレビや、スカパー！（ch.312）、スカパー！HD

（ch.632）、スカパー！e2 (ch.240)、IP 放送を通じ、約 750 万世帯のお客様にご覧いただいています。 

URL： http://www.movieplus.jp 

 

ユナイテッド・シネマ株式会社は、全国 20 の劇場を運営するシネマコンプレックス（複合型映画館）です。 新の邦画・洋画を取り

揃えたラインナップはもちろん、数々の企画上映やイベントなどで新しい時間消費型レジャーのニーズにお応えしています。 
URL： http://www.unitedcinemas.jp 

 
au one 映画は、KDDI が提供するポータルサイト「au one」で、劇場公開作品の特集＆インタビュー、上映情報など最新

の映画情報を提供する総合映画サイト。au 携帯電話をお使いの多くのお客様にご利用いただいています。 

URL： http://movie.auone.jp 
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『ブロウ』 

©2001NEW PRODUCTIONS, INC. 

 ALL RIGHTS RESERVED. 

『目撃』

©Warner Bros. Entertainment Inc.

 

 

過去のアワード受賞作品をムービープラスで順次放送 

 

12 月のムービープラスでは、アワード受賞作品の放送が決定。一般の映画ファンが選んだ「本当に観たい」 

映画を、順次放送します。 

【放送概要】 

2009 年「ベスト・アクター」（ジョニー･デップ）  

受賞 関連作品 

＊出演作＊ 

『ブロウ』 12 月 29 日（木） 13：30～16：00 

『Dr.パルナサスの鏡』 12 月 18 日（日） 23：30～深夜 2：00、ほか 

 

 

2008 年「ベスト・ムービー」「ベスト・ディレクター」（ジョン･ウー） 受賞作品 

『レッドクリフ PartⅠ』『レッドクリフ PartⅡ ―未来への 終決戦―』 
字幕：＜PartⅠ＞12 月 10 日（土） 13：15～16：00、ほか ＜PartⅡ＞12 月 10 日（土） 16：00～18：45、ほか 

吹替：＜PartⅠ＞12 月 27 日（火） 13：30～16：15 ＜PartⅡ＞12 月 27 日（火） 16：15～19：00 

『ブロークン・アロー』 
12 月 3 日（土） 深夜 1：30～深夜 3：45、ほか 

 

 

2009 年「ベスト・ディレクター」（クリント･イーストウッド） 

受賞 関連作品 

『目撃』 12 月 2 日（金） 深夜 1：30～4：00、ほか 

 

 

■ 報道関係の方のお問い合わせ先 ■ 
㈱ジュピターテレコム コンテンツプロモーション部 PR・情報センター 

TEL： 03-6765-8488 （代表） 

■ 一般の方のお問い合わせ先 ■ 
ムービープラス カスタマーセンター 

TEL： 0120-945-844 （受付時間 10～18 時／年中無休） 

本件に関するお問い合わせ先 


