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概要
夢で見た少年と少女が経験する恋と奇跡の物語。山深い田舎町に暮らす女子高校生・宮水三
葉が夢で見た、東京に暮らす男子高校生・

2017年12月7日 . 2016年8月に公開され、大ヒットした劇場版アニメ「君の名は。」（新海誠監督）
が、18年1月3日にテレビ朝日系で地上波初放送されることが7日、明らかになった。新海監督は
「地上波のゴールデンタイムに自分の作った映画を見ていただけるなんて、これまで想像したことがあ
りませんでした」と話し、「皆さんがこの作品をどんなふう.
2017年1月22日 . 宮崎駿監督の長編引退宣言、そしてスタジオジブリ製作部門の休業によって、
国民的なヒットメイカー不在の危惧がささやかれていた、日本の劇場アニメーション。2016年から2017
年にかけ、思いもよらないところから奇跡的な大ヒットを達成する作品が生まれた。 ひとつは『君の名

は。』である。若い世代の観客を中心に…(1/2)
1953年9月15日公開。2億5047万円の配給収入をあげ、1953年度の配給収入ランキング第2位（1
位は同名第二部）。 冒頭のタイトル表記には「第一部」の字はなく、最後に「君の名は 㐧一篇
終」と表示される。
2017年12月7日 . この『君の名は。』はひとりで観ていただいても、大切な誰かと2人で観ていただい
ても、ご家族揃って観ていただいても、それぞれに何か大事なものを見つけてもらえる作品だと思って
います。 新年の放送では同じ時間に何十万人、何百万人の人が観るので、いろいろな感情が同
じ瞬間に起きる…。そんなにも多くの人と作品を共に.
2018年1月4日 . 本日1月4日から、韓国では映画『君の名は。』が再上映される。新海誠監督の
大ヒット映画が韓国で放映されたのは2017年1月4日。ちょうど1周年ということで、アンコール上映さ
れるのだ。日本でも注目を集めたことが記.
最後のタイトル出るところまで物語部分はノーカットで、エンドロールだけは「なんでもないや」を1番ま
でで絵を新海監督に編集していただきました。 .. 映画「 君の名は。」 本日、1月3日、21:00 いよい
よ地上波初放送^_^ カットされずに流してもらえるかな^_^？？ なんだかもう懐かしい〜 2分ほど撮
影の時には踊ったなぁ〜 まだご覧になられていない.
2016年夏公開される新海誠監督のアニメーション長編映画『君の名は。』のために制作された、主
題歌と劇伴曲を収録したアルバム。新海誠監督とRADWIMPSによる綿密なやり取りを経て完成し
た今作は、プロット段階から1年以上かけ、妥協のない作業を繰り返した末に生まれた、オリジナルア
ルバムに匹敵する濃密な作品。RADWIMPSの多種.
2016年11月17日 . 株式会社Ｚ会（本社：静岡県駿東郡 代表取締役社長：藤井孝昭、以下、Ｚ
会という）は、アニメーション監督の新海誠氏とのコラボレーションで2014年に誕生した受験生を応援
するアニメーション作品『クロスロード』を、大ヒット公開中の映画『君の名は。』上映前のスクリーンＣ
Ｍとして、一部の映画館で、初めて劇場にて上映いたします.
2017年12月27日 . 2018年1月3日にテレビ朝日系で地上波初放送！大ヒット映画『君の名は。
』DVD&Blu-ray、好評発売中！今回のテレビ放送のためだけに新海誠監督自ら編集した特別な
エンドロールが流れる予定！乞うご期待！
TOHOシネマズの映画情報。君の名は。の情報はこちらから。
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 - 君の名はの用語解説 - 日本映画。 1953～54年松竹
作品。監督大庭秀雄。脚本柳井隆雄。原作菊田一夫。主演佐田啓二，岸恵子。東京の空襲
下で知合った1組の男女が，1年後の再会を約して別れるが，以来2人は愛し合いながらも結ばれ
ず，北海道から九州へとすれちがいの.
2017年12月7日 . 2016年8月に公開され、歴史的な大ヒットを記録した、新海誠監督の長編アニ
メーション映画『君の名は。』。その超大作が、2018年1月3日(水)の夜9時から、テレビ朝日にて地
上波初放送となることが決定した。
6 Apr 2016 - 2 min - Uploaded by 東宝MOVIEチャンネル1:40 · 君の名は。 別の作品のキャラク
ターが登場していた！ - Duration: 5:21. 動画 クリ .
2017年12月26日 . 来年1月3日にテレビ朝日系で地上波初放送される長編アニメーション映画
『君の名は。』（後9：00）では、今回のためだけに新海誠監督自ら編集した特別なエンドロールが流
れることが明らかになった。映画本編はもちろん、この日しか見ることができないエンドロールも見逃せ
ない。また、きょう26日からヒロイン・三葉の声を担当した.
2018年1月1日 . テレビ朝日が、1/1・1/2深夜に新海誠監督の「秒速5センチメートル」「星を追う子
ども」「言の葉の庭」「雲のむこう、約束の場所」を一挙放送！～1/3の「君の名は。」地上波初放
送記念特集で.
2016年9月22日 . 直近1週間のTwitterで「君の名は」とつぶやいた3万のツイートを分析すると、「2
回目、見に行ってくる」というように、「～回目」といったつぶやきが多く見受けられました。他にも、映
画の舞台となった場所へ実際に行ってSNSに投稿し、友達に自慢する「聖地巡礼」といった言葉も
上位に来ました。映画を見た人が作品に共感し口コミで.
Amazonで琴音 らんまる, 新海 誠の君の名は。 (1) (MFコミックス アライブシリーズ)。アマゾンならポ

イント還元本が多数。琴音 らんまる, 新海 誠作品ほか、お急ぎ便対象商品は当日お届けも可
能。また君の名は。 (1) (MFコミックス アライブシリーズ)もアマゾン配送商品なら通常配送無料。
【君の名は。】アニメジャンルの邦画。2016公開。まだ会ったことのない君を、探している千年ぶりとな
る彗星の来訪を一か月後に控えた日本。山深い田舎町に暮らす女子高校生・三葉は憂鬱な毎
日を過ごしていた。そん…。 . 君の名は。 G アプリでダウンロード可. 4.3; レビュー（51件）. 1時間46
分 音声：日本語.
2017年12月26日 . 来年1月3日にテレビ朝日系で地上波初放送される長編アニメーション映画
『君の名は。』（後9：00）では、今回のためだけに新海誠監督自ら編集した特別なエンドロールが流
れることが明らかになった。映画本編は.
空前の大ブームを巻き起こした映画「君の名は。」の地上波初放送を記念して、新海誠監督によ
る4作品、「秒速5センチメートル」「星を追う子ども」「言の葉の庭」「雲のむこう、約束の場所」を
2018年1月1日（月・祝）、2日(火)にテレビ朝日にて一挙放送！
2017年12月7日 . テレビ朝日が大ヒットアニメ映画「君の名は。」を来年１月３日午後９時から地上
波で初放送する。 新海誠監督は「地上波のゴールデンタイムに自分の映画を見ていただけるなん
て、これまで想像したことがなかった。皆さんがどんなふうに見てくださるのか、緊張も感じます」と話し
た。１６年８月に公開され、国内興行収入２５０億円を.
新海誠監督作品「君の名は。」の予告編を視聴、カスタマーと批評家のレビューをチェック。¥2500
で。
君の名は。』、誰かと約束して観にいったり、思い切ってデートに誘う口実にしたり、１人で行って知ら
ない誰かの隣に座ったり、観終わった後は映画の感想や愚痴を言いあったり、本作がささやかでも皆
さんの生活の彩りのひとつになれば嬉しいです。 出典【悲報】新海誠監督「『君の名は。』を誰かを
デートに誘う口実などにしてもらえたら嬉しい」 →その.
君の名は。の映画情報。26400件のレビュー（口コミ・感想・評価）、内容・ネタバレ、あらすじ、公開
映画館情報、公開スケジュール、監督・出演者の関連映画情報。新海誠監督、神木隆之介出
演。千年ぶりとなる彗星の来訪を一か月後に控えた日本。山深い田舎町に暮らす女子高校生・
三葉は憂鬱な毎日を過ごしていた。町長である父の選挙運動に、.
2018年1月3日 . 来世は東京のイケメン男子にしてくださーーーーーい！ 2018年1月3日、『君の名
は。』がついに地上波で初放送される。田舎の女子高生・三葉と東京の男子高校生・瀧が “入れ
替わる” というある意味よくあるストーリーでありながら、「社会現象」と呼ばれるほどのヒットを記録し
た本作。 最初の方は、新海誠監督のファンを中心に話題.
2017年9月28日 . 東宝は28日、大ヒットしたアニメ映画「君の名は。」が米ハリウッド映画で実写 .
君の名は。」は日本を含むアジアで大ヒットした（(Ｃ)2016「君の名は。」製作委員会）. パラマウント
のほか、映画製作会社の米バッド・ロボットと共同で開発する。パラマウントは「ミッション・ . 初割のお
申し込みは１月31日まで！ 無料・有料プランを選択.
2017年12月26日 . 来年1月3日にテレビ朝日系で地上波初放送される長編アニメーション映画
『君の名は。』（後9：00）では、今回のためだけに新海誠監督自ら編集した特別なエンドロールが流
れることが明らかになった。映画本編はもちろん、この日しか見ることができないエンドロールも見逃せ
ない。また、きょう26日からヒロイン・三葉の声を担当した.
2018年1月6日 . 2016年8月26日に公開され、10日間で興高収入を叩き出した新海誠監督による
アニメ映画『君の名は。』をより深く楽しむための7つの考察・解説をまとめました。これを読めば理解
が深まることは間違いなし。もう一度観たくなることを保証します！！
2016年10月4日 . その名も、週刊映画時評ムービーウォッチメン！」 TBSラジオ『ライムスター宇多
丸のウィークエンドシャッフル』の看板コーナー「週刊映画時評ムービーウォッチメン」。ライムスター宇
多丸が、毎週ランダムで決まった映画を自腹で鑑賞。生放送で20分以上にわたって評論します。今
週評論した映画は『君の名は。』（2016年8月26日.
はずれなし！必ず当たる！一番くじ 君の名は。のくじ。フィギュア、ストラップ、クリアファイルなど、一
番くじでしか手に入らないアイテムが目白押し！
新海誠監督作品 「君の名は。」のアニメイトオンラインショップ特集ページです！Blu-ray/DVDの情

報はこちらをチェック!!
2017年12月7日 . 「君の名は。」の地上波初放送は、1月3日午後9時から、テレビ朝日系列で。
2017年12月16日 . 空前の大ヒットを記録した新海誠監督のアニメ映画「君の名は。」が地上波初
放送されることを記念し、テレビ朝日で2018年1月1日と2日に、新海監督がこれまでに手がけてきた
4作品の一挙放送が行われる。3日午後9時からの「君の名は。…
【試し読み無料】夢で見た少年と少女が経験する恋と奇跡の物語。山深い田舎町に暮らす女子
高校生・宮水三葉が夢で見た、東京に暮らす男子高校生・立花瀧。出会うことのない二人の出
逢い。少女と少年の奇跡の物語が、いま動き出す。
君の名は。１. 通常価格：. 550pt/550円（税抜）. 夢で見た少年と少女が経験する恋と奇跡の物
語。山深い田舎町に暮らす女子高校生・宮水三葉が夢で見た、東京に暮らす男子高校生・立花
瀧。出会うことのない二人の出逢い。少女と少年の奇跡の物語が、いま動き出す。
2017年12月7日 . こんにちは！わたMANです！ 2016年に大ヒットした映画『君の名は。』。 興行収
入は約250億円で、『千と千尋の神隠し』、『タイタニック』、『アナと雪の女王』に次いで第4位となりま
した。 これほどまでにヒットした映画なので、僕の周りにいた友人の多くが観ていました。それで、僕も
観に行こうと思ったのですが、結局観ることが…
2017年12月7日 . 新海監督の長編アニメ「君の名は。」地上波初放送されることが決定しました
ね。 さて放送日はいつになるのでしょうか？興行収入250円の新海監督の大ヒットアニメということも
ありまして、楽しみにしてた方も多いのではないでしょうか。 それでは、今回は新海監督の長編アニメ
映画「君の名は。」の地上波初放送日についてスポット.
映画「君の名は。」の上映劇場で12月9日（金）より販売致します。 パンフレットは公開劇場にてお
買い求めください。 映画「君の名は。」第一弾パンフレットはこちら · 映画「君の名は。」第一弾劇
場商品はこちら · 映画「君の名は。」第二弾劇場商品はこちら · TOHO animation公式通販サイ
ト「TOHO animation STORE」はこちら ©2016 「君の名は。
君の名は。Another Side:Earthbound. 第１話 ブラジャーに関する一考察(前編). 1 / 33. < 次の話
前の話 >. 37378 応援する. 62 コメント. 作者コメント. 漫画:中村ジュンヤ 原作:加納新太 原案:新
海 誠. この漫画が載っている頃には「君の名は。」のBlu-rayが発売されているので、僕も観ている頃
だと思います。 (※次の更新日は9月19日(火)です).
2017年12月7日 . 新海誠が監督したアニメーション「君の名は。」の地上波初放送が決定。1月3日
の21時より、テレビ朝日系にてオンエアされる。
君の名は。 (1) (MFコミックス アライブシリーズ)の感想・レビュー一覧です。
2017年12月7日 . は、テレビ朝日系で2018年1月3日21時から放送予定になっており、新海誠監督
（44）は17年12月7日までに、こんなコメントを発表した。ツイッターでもこの日、「映画『君の名は。』
地上波初放送です。お正月気分で気軽に楽しんでいただけますように」と呼びかけている。 新海監
督のツイートには、ファンらから祝福が相次ぎ、「正月.
2018年1月3日 . 国内興行収入250億円を突破、2016年の興行収入第1位、日本映画史上歴
代2位という大記録を打ち立てた新海誠監督の長編アニメーション映画『 君の名は。 』が、2018年
1月3日（水）よる9時からテレビ朝日にて地上波初放送される。『秒速5センチメートル』『言の葉の
庭』などで知られる新海誠が手掛けた本作は.
2017年12月26日 . 来年1月3日にテレビ朝日系で地上波初放送される長編アニメーション映画
『君の名は。』（後9：00）では、今回のためだけに新海誠監督自ら編集した特別なエンドロールが流
れることが明らかになった。映画本編はもちろん、この日しか見ることができないエ.
2017年11月14日 . 新海誠監督の最新作映画『君の名は。』が、鹿児島県曽於市（そおし）の元
中学校を利用し、野外シネマ「たからべ森の星空映画館」にて1夜限定で上映される。
2018年1月1日 . 2018年1月3日(水)、ついに映画『君の名は。』が待望の地上波初放送！映画で
描かれた美しい風景描写も多くの人を魅了した要因の一つだが、その「舞台設定のモデル」には諸
説ある。果たして、映画の舞台になった町って、本当に実在するの？
君の名は。 IMAX. 2016年8月26日(金)公開. 上映スケジュール · レビューを見る · 作品情報 · 地
域を選択 · 都道府県を選択. 地域を選択してください. 関西(1). 「君の名は。」を上映中の映画館

（1月18日～1月24日）. Myページにログインして、My映画館かMyエリアを登録すれば、地域を選
択しなくてもスケジュールが表示されます。 Myページとは？
2016年9月17日 . 映画｢君の名は｡｣が大ヒットを飛ばしている。映画動員ランキングは3週連続1
位。9月12日時点で興行収入62億円を突破し、100億円超えも視野に入ってきた。数多くある人
気の理由の中でも特筆されるのは、新海誠監督の…
映画「君の名は。」を1分毎に解析してみようとするブログ.
2017年12月26日 . 1年間でたくさんの映画が公開されますが、米Gizmodoではどんな映画が人気
だったのでしょう？ 日本公開を控える作品もちらほら登場していますよ。そんななか、ベスト映画は
『君の名は。』！ 海外の人から観た印象ってどうなんでしょうかね？
三葉と四葉の祖母。伝統を重んじる宮水神社の現神主。 三葉達の母である二葉が亡くなり、婿
養子である俊樹が家を出て行った後は女手一つで孫二人の面倒を見てきた。 宮水四葉（CV.谷
花音）. 映画君の名は 公開中！ 三葉の妹。しっかり者でイマドキの小学四年生。姉と一緒に神社
の家業を手伝っている。 姉と瀧との入れ替わり.
君の名は。」おさいふPonta ▷ 237901. おさいふPonta（カード）＋A2メタリックポスター（グッズ）をお申
込みの場合、カード・グッズ共にお申込み（お支払い）店舗にて6/1（木）よりお渡しいたします。 ※お
渡しの際は、代金お支払い時に発行される『予約・取寄商品引換券（お客様控え）』をお持ちくだ
さい。 「君の名は。」おさいふPonta + A2メタリック.
君の名は。 米批評家は高評価: エンタメ 2017/4/8(土) 9:05. 君の名は。効果 組紐が人気に: エン
タメ 2017/2/15(水) 8:59. 君の名は。フランスでも好調: エンタメ 2017/1/29(日) 17:09. 君の名は。北
米へ 主題歌英語: エンタメ 2017/1/18(水) 4:47. 君の名は。キネ旬なぜ圏外: エンタメ
2017/1/15(日) 15:50. 君の名は。中国人気の恩恵は: エンタメ.
2017年1月18日 . 大ヒット上映中の新海誠監督作品『君の名は。』が、ついに北米に上陸する。
rad1123_main_. 日本国内の興行成績は昨年の公開から144日間で観客動員1793万人、興行
収入232億円（16/8/26～17/1/16）を突破し、アジア圏では週末映画ランキングで、6冠（映画ランキ
ング１位、日本、台湾、香港、タイ、中国、韓国）を達成し、.

2017年12月7日 . 2016年8月に公開され、歴史的な大ヒットを記録した、新海誠監督の長編アニ
メーション映画『君の名は。』が、2018年1月3日よる9時から、テレビ朝日で地上波として初放送され
ることが明らかになった。 『君の名は。』は2016年8月26日に公開され、国内興行収入250億円を突
破。2016年の興行収入１位、そして日本映画史上.
2017年12月12日 . 昨年大ヒットしたアニメ映画「君の名は。」の新海誠監督が手掛けた4作品が、
テレビ朝日で来年1月1日（月・祝）と2日.
2017年12月7日 . （C）2016「君の名は。」製作委員会. 新海誠監督の映画「君の名は。」（2016
年8月公開）が地上波初登場。2018年1月3日よる9時からテレビ朝日が放送する。新海監督は
「お正月気分で気軽に楽しんでいただけますように」とコメントしている。
2017年1月17日 . 国内でも依然ロングラン公開を続ける新海誠監督の劇場アニメ『君の名は。』
が、また大きな記録を作った。日本映画の中で世界興行収入が、最も多い作品となった。 米国の
映画興行情報サイトBOX OFFICE MOJOによれば、2016年8月27日の日本公開から2017年1月
8日までの『君の名は。』の日本を含む全世界興行収入は、2.
歴史的大ヒットを飾った『君の名は。』。１１月のＴＶ初放送を前に、監督・新海誠の世界に迫るガイ
ド番組。１１月から東京・六本木で開催の「新海誠展」の見どころも紹介。
2017年12月7日 . 2016年に公開され大ヒットを記録したアニメ映画「君の名は。」 が、2018年1月3
日にテレビ朝日系列で地上波初放送されます。放送は21時から。「君の名は。」地上波初放送、1
月3日(水)21時よりテレ…
君の名は。」作画監督の安藤雅司氏が描き下ろしたオリジナル絵柄を、高精細印刷技術《キャラ
ファイン》で仕上げたプレミアムアート！キャラクターの特徴や色味、イラストのタッチにも配慮し、原画
を忠実に再現。印刷機は、国宝や重要文化財のレプリカ製作にも使用されている、全12色ものイ
ンクを使った超高性能プリンターを採用しています。

2016年10月23日 . 映画「君の名は。」（2016年8月26日から上映）は、 「秒速5センチメートル」
（2007年）や「言の葉の庭」（2013年）等の作品を発表してきたアニメーション映画監督・新海誠によ
る作品であり、2016年10月現在、観客動員1000万人突破、興行収入150億円突破と 2016年最
大のヒット作に位置づけられています。”新…
2016年12月18日 . 一番くじ 君の名は。～相糸相逢～』がローソン・HMV限定で発売。ビッグビジュ
アルフレームやシネマフレーム、シネマサイズポストカードセット、ミニグラスが登場です。
君の名は。』3本目の記事になりました。 未だに毎日『君の名は。』のことを考えています笑 さて、
『君の名は。』が公開9週目にして164億円を達成し、ついに『ポニョ』を抜いたと記事になっていまし
た。 前回の記事で自分史上No.1映画に認定してしまった以上、このまま歴代No.1になってほしいと
いう思いがあるので、今回は『君の名は。』が歴代No.1に.
君の名は』は松竹映画で、東宝が同時期に封切ったのが黒澤明の『七人の侍』だった。つまりは日
本映画黄金時代のまっただ中にあたる。 その黄金時代、黒澤明や小津安二郎、木下恵介、溝口
健二、成瀬巳喜男らの映画史に残る名作よりもヒットしたのが、メロドラマの中のメロドラマ『君の名
は』三部作だった。 1953年の興行ランキング1位が『君の.
君の名は。 １をお探しならカドカワストア。KADOKAWA公式オンラインショップならではの豊富な品
揃え！今なら送料無料。
2016年12月9日には劇場パンフレットの第2弾が発売された。2017年1月13日からは2週間限定で
IMAX版が、1月28日からは英語歌詞・英語字幕版が、2月18日からは日本語字幕版がそれぞれ
上映開始された。 公開を2か月後に控えた6月18日には、映画公開に先駆けて『小説 君の名は。
』が発売。小説が映画の公開より先に発売.
2017年12月7日 . 君の名は。』が2018年1月3日の21時からテレビ朝日にて放送. ・新海監督からの
コメントも到着. □ 『君の名は。』の他の記事も読む. 『君の名は。』は2016年8月26日に公開され、
国内興行収入250億円を突破。2016年の興行収入１位、そして日本映画史上歴代2位という大
記録を打ち立てた。 主人公は、田舎暮らしの女子.
2017年12月12日 . テレビ朝日では来年、新海誠監督作『君の名は。』を地上波初放送する。この
度、1月1日（月・祝）、2日（火）深夜この放送を記念して新海監督による4作品をに全て“本編ノー
カット版”で一挙放送することが分かった.
新海誠監督の映画「君の名は。」が全国映画動員ランキングで1位になるなど、大きな話題を呼ん
でいます。関連するニュースやインタビュー、映画評などをまとめました。
2017年12月7日 . 2016年8月に公開され、大ヒットを記録した映画『君の名は。』の地上波初放送
が2018年1月3日21時に決定した。テレビ朝日系24局ネットにて放送。
2017年12月7日 . 2016年8月に公開され、大ヒットした劇場版アニメ「君の名は。」（新海誠監督）
が、18年1月3日にテレビ朝日系で地上波初放送されることが7日、明らかになった。新海監督は
「地上波のゴールデンタイムに自分の作った映画を見ていただけるなんて、これまで想像したことがあ
りませんでした」と話し、「皆さんがこの作品をどんなふう.
君の名は。（新海誠(原作) / 琴音らんまる(漫画)）が無料で読める！夢で見た少年と少女が経験
する恋と奇跡の物語。山深い田舎町に暮らす女子高校生・宮水三葉が夢で見た、東京に暮らす
男子高校生・立花瀧。出会うことのない二人の出逢い。少女と少年の奇跡の物語が、いま動き出
す。
2017年11月13日 . 新製品ニュース: 映画「君の名は。」立花瀧と宮水三葉が1/8スケールフィギュア
で登場 · フィギュアの人気売れ筋ランキング フィギュアの人気売れ筋ランキング 10位(12311製品
中); 君の名は。 宮水三葉の満足度 発売前のため投稿できません; クチコミ 君の名は。 宮水三葉
のクチコミを書く · 【プロバイダ】プロバイダ申し込みで、.
2016年9月15日 . 「オタクとリア充」みたいなことじゃない『君の名は。』を、もう一度観てきた。
www.oricon.co.jp正直、ここまでヒットすると思ってなかった。興行収入ランキングは3週連続1位。
累計では早くも動員481万人、興収62億円を記録している。すごいことになって.
2017年12月7日 . １６年に大ヒットしたアニメ映画「君の名は。」（新海誠監督）が、来年のお正月に
地上波初放送される。７日、テレビ朝日が発表した。放送日は１月３日で、午後９時から… - 日

刊スポーツ新聞社のニュースサイト、ニッカンスポーツ・コム（nikkansports.com）。
[アニメ]『君の名は。』のレンタル・通販・在庫検索。あらすじ、声優・感想（ネタバレ含）、おすすめ映
画情報。「言の葉の庭」の新海誠監督が、夢の中で入れ替わる少年と少女を主人公に贈る青春
SFファンタジー・アニメーション。 . が地上波初放送。2016年興行収入1位の記録的大ヒットとなった
本作のテレビ放送とあって、放送開始前よりTwitterで.
2017年1月24日 . 新海誠監督（４４）のアニメーション映画『君の名は。』が公開１８日目の２２日、
累積観客数３０５万人を突破した。アニメと実写を含めて韓国で上映された日本映画のうち最高
の記録だ。日本アニメーションの大家と呼ば..
2017年12月7日 . 映画『君の名は。』の地上波初放送が、2018年1月3日（水）の夜9時からに決
定した。放送局はテレビ朝日。 『君の名は。』は2016年8月26日に公開されて以降、ロングラン上映
を続け国内興行収入250億円を突破。2016年の興行収入1位、そして日本映画史上歴代2位と
いう記録を樹立した。 主人公は、田舎暮らしの女子高校生・.
2018年1月2日 . Netflixを始めとした世界的な配信事業者が、多額の予算を投入して日本のアニ
メを世界に配信しようとしているわけですが、そのきっかけの1つは間違いなく『君の名は。』の大ヒット
でしょう。 興行収入は250億円を突破して、歴代の邦画興行収入ランキングでも『千と千尋の神隠
し』に次ぐ2位。中国をはじめとする海外でも好成績を.
2017年12月7日 . 新海誠監督のアニメ映画「君の名は。」が、2018年1月3日の夜9時から、テレビ
朝日系24局ネットで地上波初放送される。放送に向けて、新海監督のコメントも発表された。 映
画「君の名は。」 (C)2016「君の名は。」製作委員会. 「君の名は。」は、2016年8月26日に公開さ
れ、国内興行収入250億円を突破。2016年の興行収入1.
瀧は三葉を探して名古屋から「ワイドビューひだ」に乗って辿り着く、「飛騨古川駅」。イメージとして
登場するのは、駅のホームから駅舎に入ると飛騨牛のマスコットキャラクター「ひだくろ」が登場。ここ
で瀧たちと同じようにパシャリと写真を撮ってみましょう！飛騨古川駅の待合所には、飛騨市の観光
パンフレットも置いてあります。散策マップ片手に飛騨.
2017年12月7日 . 新海誠監督の長編アニメーション映画『君の名は。』が1月3日にテレビ朝日系で
放送される。 昨年8月に公開され、年間興行収入1位、日本映画史上歴…
時空を超えてつながる切ないラブストーリー. 君の名は。のイメージ画像１ · 君の名は。のイメージ画
像２. 千年ぶりの彗星の来訪を控えた日本。田舎町で暮らす女子高校生・三葉は、自分が東京
の男の子になる夢を定期的に見ていた。夢の中で、都会の暮らしを満喫する三葉。一方、東京の
男子高校生の瀧も、やはり不思議な夢を定期的に見ていた。
2017年12月7日 . このたび、新海誠監督の長編アニメーション映画『君の名は。』が、2018年1月3
日よる9時から、テレビ朝日にて地上波初放送すると判明しました！ 本作は、2016年8月に劇場公
開され、国内興行収入250億円を突破し、2016年の興行収入１位、日本映画史上歴代2位とい
う歴史的な大ヒットを記録した作品。田舎暮らしの女子.
2018年1月12日 . 君の名は。／モデルプレス＝1月12日】テレビ朝日では3日、新海誠監督の長編
アニメーション「君の名は。」を午後9時より地上波で初めて放送。この度、同放送の総合視聴率が
発表された。
2018年1月12日 . 2016年の興行収入1位、日本映画史上歴代2位となった新海誠監督の長編ア
ニメ映画『君の名は。』が、2018年1月3日（水）21時からテレビ朝日系24局ネットにて地上波初登
場します。エンドロールには、この日の放送でしか見られない新海監督が特別編集した映像が流れ
るということで、どんな仕上がりなのか、今から気になり.
2017年1月13日 . アニメ映画「君の名は。」（新海誠監督）のヒットの勢いが止まらない。興行収入
は今月９日現在で２２９億円を突破し、歴代邦画記録の２位に浮上、１５年間首位の座を守って
きた宮崎駿監督作「千と千尋の神隠し」（平成１３年）の３０８億円に迫っている。人気は世界へ広
がり、昨年１０月にスペインの国際映画祭で、同１２月には米.
2018.1.3「君の名は。」オーケストラコンサート 2018年4月18日（水）Blu-ray & DVD発売決定！
2017.12.7『君の名は。』地上波初放送決定！1月3日にテレビ朝日で · 2017.9.28『君の名は。』ハ
リウッドで実写映画化決定 · ニュースをもっと読む↗ · Tweets by kiminona_movie · 公式

Twitter「君の名は。」 @kiminona_movie↗. INTRODUCTION.
2017年12月7日 . 新海誠監督の長編アニメーション映画『君の名は。』2018年1月3日（水）21時か
らテレビ朝日系にて地上波初放送されることが決定した。 新海誠監督『君の名は。』は2016年8月
26日に公開され、国内興行収入250億円を突破した作品。2016年の興行収入１位、日本映画
史上歴代2位の記録を打ち立て、ハリウッドでの実写映画化.
2017年12月7日 . 歴史的な大ヒットを記録した、新海誠監督の長編アニメーション映画『君の名
は。』が来年1月3日21時からテレビ朝日系列で地上波初放送が決定した。新海監督は、「同じ時
間に何十万人、何百万人の人が観るという“リ…
2017年12月7日 . はちま起稿：【速報】『君の名は。』1月3日21時にテレ朝で地上波初放送きたあ
ああああああああああ！！！の記事詳細。国内最大のエンタメまとめメディアサイト。ゲーム情報、ア
ニメや漫画、時事ネタなど、たくさんのネタを面白おかしく紹介します。
2016「君の名は。」製作委員会君の名は。カフェ＠名古屋Produced by THE GUEST cafe&diner
記録的大ヒットの映画「君の名は。 . サイドメニューは、フードメニューまたはスイーツメニューを１品以
上注文された方のみ、ご注文いただけます。ドリンクメニューとサイドメニューの組み合わせでは承れま
せんのでご了承ください。 あの名店のピザ？
2017年12月7日 . 日本で社会現象を巻き起こした、新海誠監督の長編アニメ映画『君の名は。』
が、2018年1月3日よる9時からテレビ朝日系24局ネットにて地上波初放送されることが明らかになっ
た。
2017年6月6日 . 出典：君の名は。 ） 2016年に大ヒットした映画「君の名は。」 私も調子に乗って3
回見ちゃいました！ 「君の名は。」は伏線が至るところに散らばっているので、何回見ても楽しめます
よね！ 既にDVDやBlu-rayの予約が始まっていますが、一方で各動画サービスの配信準備も着々
と進んでいます。 いったい、どの方法が1番安く「君の.
2017年12月26日 . 映画「君の名. 2018/1/3（水）テレビ朝日にて地上波初放送！ 映画「君の名
は。」関連書籍ご紹介します. 2016年8月に公開され、記録的なヒットとなった映画「君の名は。」。
新海誠監督による長編アニメーション映画で、田舎暮らしの女子高校生・三葉と都会暮らしの男
子高校生・瀧が、夢の中で互いの体が入れ替わる不思議な体験.
2016年12月20日 . 君の名は。』は7800万ドル近い興行収入を上げ、『STAND BY ME ドラえも
ん』に代わり中国での日本映画の興行収入歴代1位となった。 アニメ・クリエーターにとって、これは氷
山の一角に過ぎないかもしれない。 日本動画協会によると、日本アニメの海外での興行収入は昨
年、3億ドル弱（約352億円）と80%近く急増した。ただし、.
2017年12月7日 . 興行収入250億円を超える歴史的大ヒットを記録した新海誠監督の長編アニ
メーション映画「君の名は。」が、2018年1月3日の午後9時にテレビ朝日系で地上波初放送される
ことがわかった。新海監督は喜びを明かす一方で、「皆さんがこの作品をどんなふう.
『君の名は。』7/26（水）リリース決定！オリジナルグッズ付きDVD＆Blu-ray 好評予約受付中！ .
その勢いは日本を越え、台湾、香港、タイ、中国、韓国、ベトナムへも広がり、映画ランキングにて1
位を獲得。アジア圏で7冠達成を果たした。更に韓国・中国・タイ・台湾にて現地で公開された日本
映画として歴代興収の新記録を打ち立てている。

