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管理の実現も図ることができる。

注 1） Amazon Connect と連携した通話管理機能の使用には、ゼンハイザー
（Sennheiser）が作成した JavaScript が必要になる。プロダクトサポート
（help@senncom.com）まで問い合わせのこと。　現時点では Chrome のみ
に対応。
　Sennheiser Enterprise Solutions の USB ヘッドセットとス
ピーカーフォンシリーズは、Amazon Chime にも対応している。
Amazon Chime は電話会議を効率的、簡単に開催することを可能
にする、安全なリアルタイム総合通信サービス。アプリケーション
を通して高品質の音声と映像を届けるとともに、全デバイスを同期
のとれた状態に保つ。AWS 上で安全に稼働するため、複雑な基盤
を別途展開、管理する必要がない。
ウェブサイト
www.sennheiser.com/amazon-connect
www.sennheiser.com/amazon-chime

【問い合わせ先】ゼンハイザージャパン株式会社　エンタープライ
ズソリューション営業部　TEL： 03-6406-8911
Email： info-jp@sennheiser.com

◆ 松竹マルチプレックスシアターズ：4 月 26 日（金） 
MOVIX さいたまに Dolby Cinema ™（ドルビー
シネマ）オープン！ 

　株式会社松竹マルチプレックスシアターズ（本社：東京都中央区、
代表取締役社長：熊谷浩二）は、 4 月 26 日（金）、埼玉県さいた
ま市の大型ショッピングモール「コクーンシティ」内にて運営する
映画館「MOVIX さいたま」シアター 11 に、関東初となる「ドル
ビーシネマ」を導入する。オープニング作品となる『アベンジャー
ズ / エンドゲーム』を皮切りに、話題作を続々上映。 
施設概要 　座席数：292 席（290 席 + 車椅子 2 席） 
鑑賞料金（税込） ドルビーシネマ 作品 鑑賞料金＋一律 500 円
　　　　　　　　ドルビーシネマ 3D 作品鑑賞料金＋一律 900 円
所在地：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4 丁目 267 番 2 号 コクー
ンシティ コクーン 1 2F 
ドルビーシネマとは　最先端の映像技術「Dolby Vision ™（ドル
ビービジョン）」と立体音響技術の「Dolby Atmos®（ドルビーア
トモス）」を採用し、さらにシネマ体験に最適化されたシアターデ
ザイン（インテリアカラー、空間デザイン、座席アレンジメント）
がこれらの技術と一体となって、アクションやストーリーをより豊
かに観客にお届けし、まるでスクリーン上の世界にいるような感覚
を味わえる。現在、北米からヨーロッパ、中国に至るまでの世界中
のエンタテインメント企業がドルビーシネマを採用しており、世界
中の映画ファンから圧倒的な支持を得ている。 
　Dolby、 ド ル ビ ー、Dolby Atmos、Dolby Cinema、Dolby 
Vision、およびダブル D 記号は、アメリカ合衆国と / またはその
他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標。そ
の他の商標はそれぞれの合法的権利保有者の所有物。
LINE UP 

【オープニング作品】 
4/26（金）『アベンジャーズ / エンドゲーム』

ドルビーシネマでの連続＆最速上映決定！ 
4 月 25 日（木）夜から 26 日（金）にかけて、前作『アベンジャー
ズ / インフィニティ・ウォー』と最新作『アベンジャーズ / エンド
ゲーム』の連続上映が決定！ 
　前作は特別料金での上映、最新作は 26 日（金）0：00 より日
本最速上映となる！ 最新作、鑑賞には先着限定特典をプレゼント！ 
 ＜上映スケジュール＞ 
4/25（木）20：15～22：55 『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』 
4/26（金）0：00 ～『アベンジャーズ / エンドゲーム』 
＜鑑賞料金＞ 　『インフィニティ・ウォー』1,000 円（税込）
　　　　　　『エンドゲーム』鑑賞料金＋一律 500 円（税込） 
＜チケット購入方法＞インターネット購入は上映3日前から可能。 
インターネット（SMT Members 会員）   4/22（月）17：00 ～  
インターネット（非会員）4/22（月）21：00 ～  
劇場窓口　4/23（火）OPEN 時～ 

【今後の主な上映予定作品】 
5 月『名探偵ピカチュウ』配給：東宝
5/31（金）『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』 配給：東宝
6/7（金） 『アラジン』配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
6/14（金）『メン・イン・ブラック：インターナショナル』配給：SPE
2019 年夏　『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』配給：SPE
7/12（金）『トイ・ストーリー 4』 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
オープン記念キャンペーン
　松竹マルチプレックスシアターズの会員サービス SMT 
Members 限定で「ドルビーシネマ先行体験キャンペーン / 日本最
速！アベンジャーズをドルビーシネマで観よう」を実施。
A 賞）4/24（水）19：00 ～『アベンジャーズ / インフィニティ・
ウォー』上映会　250 名招待 
B 賞）4/25（木）20：15 ～『アベンジャーズ / インフィニティ・
ウォー』＆最新作『アベンジャーズ / エンドゲーム』連続上映会（※
18 歳未満の方は上映終了時間の都合上応募不可） 10 名招待  
応 募 の 詳 細 は HP を　https：//www.smt-cinema.com/site/
saitama/news/detail/019029.html
オープン記念上映会
オープン前日は以下の人気作品をオープン記念特別料金にて上映。
＜上映スケジュール＞
4/25（木）11：00 ～ 13：25 『アリー / スター誕生』
　　　　　　14：00 ～ 16：25 『ボヘミアン・ラプソディ』 
　　　17：00 ～ 19：10 『スパイダーマン：スパイダーバース』
＜鑑賞料金＞各作品 1,500 円（税込） 
＜チケット購入方法＞インターネット購入は上映 1 週間前から可
能。 インターネット（SMT Members 会員）4/18（木）17：00 ～  
インターネット（非会員）    4/18（木）21：00 ～  
劇場窓口　4/23（火）OPEN 時～ 

【問い合わせ先】 
松竹マルチプレックスシアターズ マーケティング部 劇場宣伝室 
TEL：03-5942-5631     e-mail： smt_media@shochiku.co.jp 
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松竹マルチプレックスシアターズ マーケティング部 劇場宣伝室 
TEL：03-5942-5631     e-mail： smt_media@shochiku.co.jp 
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管理の実現も図ることができる。

注 1） Amazon Connect と連携した通話管理機能の使用には、ゼンハイザー
（Sennheiser）が作成した JavaScript が必要になる。プロダクトサポート
（help@senncom.com）まで問い合わせのこと。　現時点では Chrome のみ
に対応。
　Sennheiser Enterprise Solutions の USB ヘッドセットとス
ピーカーフォンシリーズは、Amazon Chime にも対応している。
Amazon Chime は電話会議を効率的、簡単に開催することを可能
にする、安全なリアルタイム総合通信サービス。アプリケーション
を通して高品質の音声と映像を届けるとともに、全デバイスを同期
のとれた状態に保つ。AWS 上で安全に稼働するため、複雑な基盤
を別途展開、管理する必要がない。
ウェブサイト
www.sennheiser.com/amazon-connect
www.sennheiser.com/amazon-chime

【問い合わせ先】ゼンハイザージャパン株式会社　エンタープライ
ズソリューション営業部　TEL： 03-6406-8911
Email： info-jp@sennheiser.com

◆ 松竹マルチプレックスシアターズ：4 月 26 日（金） 
MOVIX さいたまに Dolby Cinema ™（ドルビー
シネマ）オープン！ 

　株式会社松竹マルチプレックスシアターズ（本社：東京都中央区、
代表取締役社長：熊谷浩二）は、 4 月 26 日（金）、埼玉県さいた
ま市の大型ショッピングモール「コクーンシティ」内にて運営する
映画館「MOVIX さいたま」シアター 11 に、関東初となる「ドル
ビーシネマ」を導入する。オープニング作品となる『アベンジャー
ズ / エンドゲーム』を皮切りに、話題作を続々上映。 
施設概要 　座席数：292 席（290 席 + 車椅子 2 席） 
鑑賞料金（税込） ドルビーシネマ 作品 鑑賞料金＋一律 500 円
　　　　　　　　ドルビーシネマ 3D 作品鑑賞料金＋一律 900 円
所在地：埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4 丁目 267 番 2 号 コクー
ンシティ コクーン 1 2F 
ドルビーシネマとは　最先端の映像技術「Dolby Vision ™（ドル
ビービジョン）」と立体音響技術の「Dolby Atmos®（ドルビーア
トモス）」を採用し、さらにシネマ体験に最適化されたシアターデ
ザイン（インテリアカラー、空間デザイン、座席アレンジメント）
がこれらの技術と一体となって、アクションやストーリーをより豊
かに観客にお届けし、まるでスクリーン上の世界にいるような感覚
を味わえる。現在、北米からヨーロッパ、中国に至るまでの世界中
のエンタテインメント企業がドルビーシネマを採用しており、世界
中の映画ファンから圧倒的な支持を得ている。 
　Dolby、 ド ル ビ ー、Dolby Atmos、Dolby Cinema、Dolby 
Vision、およびダブル D 記号は、アメリカ合衆国と / またはその
他の国におけるドルビーラボラトリーズの商標または登録商標。そ
の他の商標はそれぞれの合法的権利保有者の所有物。
LINE UP 

【オープニング作品】 
4/26（金）『アベンジャーズ / エンドゲーム』

ドルビーシネマでの連続＆最速上映決定！ 
4 月 25 日（木）夜から 26 日（金）にかけて、前作『アベンジャー
ズ / インフィニティ・ウォー』と最新作『アベンジャーズ / エンド
ゲーム』の連続上映が決定！ 
　前作は特別料金での上映、最新作は 26 日（金）0：00 より日
本最速上映となる！ 最新作、鑑賞には先着限定特典をプレゼント！ 
 ＜上映スケジュール＞ 
4/25（木）20：15～22：55 『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』 
4/26（金）0：00 ～『アベンジャーズ / エンドゲーム』 
＜鑑賞料金＞ 　『インフィニティ・ウォー』1,000 円（税込）
　　　　　　『エンドゲーム』鑑賞料金＋一律 500 円（税込） 
＜チケット購入方法＞インターネット購入は上映3日前から可能。 
インターネット（SMT Members 会員）   4/22（月）17：00 ～  
インターネット（非会員）4/22（月）21：00 ～  
劇場窓口　4/23（火）OPEN 時～ 

【今後の主な上映予定作品】 
5 月『名探偵ピカチュウ』配給：東宝
5/31（金）『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』 配給：東宝
6/7（金） 『アラジン』配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
6/14（金）『メン・イン・ブラック：インターナショナル』配給：SPE
2019 年夏　『スパイダーマン：ファー・フロム・ホーム』配給：SPE
7/12（金）『トイ・ストーリー 4』 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン
オープン記念キャンペーン
　松竹マルチプレックスシアターズの会員サービス SMT 
Members 限定で「ドルビーシネマ先行体験キャンペーン / 日本最
速！アベンジャーズをドルビーシネマで観よう」を実施。
A 賞）4/24（水）19：00 ～『アベンジャーズ / インフィニティ・
ウォー』上映会　250 名招待 
B 賞）4/25（木）20：15 ～『アベンジャーズ / インフィニティ・
ウォー』＆最新作『アベンジャーズ / エンドゲーム』連続上映会（※
18 歳未満の方は上映終了時間の都合上応募不可） 10 名招待  
応 募 の 詳 細 は HP を　https：//www.smt-cinema.com/site/
saitama/news/detail/019029.html
オープン記念上映会
オープン前日は以下の人気作品をオープン記念特別料金にて上映。
＜上映スケジュール＞
4/25（木）11：00 ～ 13：25 『アリー / スター誕生』
　　　　　　14：00 ～ 16：25 『ボヘミアン・ラプソディ』 
　　　17：00 ～ 19：10 『スパイダーマン：スパイダーバース』
＜鑑賞料金＞各作品 1,500 円（税込） 
＜チケット購入方法＞インターネット購入は上映 1 週間前から可
能。 インターネット（SMT Members 会員）4/18（木）17：00 ～  
インターネット（非会員）    4/18（木）21：00 ～  
劇場窓口　4/23（火）OPEN 時～ 

【問い合わせ先】 
松竹マルチプレックスシアターズ マーケティング部 劇場宣伝室 
TEL：03-5942-5631     e-mail： smt_media@shochiku.co.jp 


