
作　　品　　名 日 封切日 作　　品　　名 封切日上映館

ア アイ、ロボット 9/18 プラザ ケ 月曜日に乾杯！ 3/20 キネ２

アメリカン・スプレンダー 9/25 サロン コ ＣＯＤＥ４６ 12/4 サロン

アラモ 9/25 マジソ 珈琲時光 12/13 キネ２

イ イン・アメリカ　三つの小さな願い事 5/15 サロン コールド・マウンテン 4/24 ティア

イン・ザ・カット 4/3 マジソ ゴシカ 2/28 マジソ

インファナル・アフェア　無間序曲 10/2 キネ１ ゴッド・ディーバ 6/26 キネ１

ウ ヴァン・ヘルシング 9/4 プラザ コラテラル 10/30 スカラ

ヴィレッジ 9/11 スカラ コンフィデンス 4/3 サロン

ウォルター少年と、夏の休日 10/16 マジソ サ 殺人の追憶 9/11 キネ２

エ 永遠のマリア・カラス 1/10 サロン サンダーバード 8/7 アカデ

８０デイズ 11/6 ピカデ シ シークレット・ウインドウ 10/23 プラザ

エイリアンＶＳプレデター 12/18 オスカ シービスケット 1/24 オスカ

エクソシスト・ビギニング 10/16 スカラ 上海家族 11/6 オスカ

オ オーシャン・オブ・ファイヤー 4/17 スカラ シュレック２ 7/24 オスカ

オールド・ボーイ 11/6 マジソ 純愛中毒 9/11 キネ２

女はみんな生きている 1/24 キネ２ シルミド 6/5 キネ２

カ ガーフィールド 10/2 アカデ 白いカラス 9/18 キネ２

かげろう 5/29 サロン 真珠の耳飾りの少女 7/3 サロン

華氏９１１ 10/9 スカラ ス スイミング・プール 8/7 キネ２

カレンダーガールズ 7/31 キネ２ スカイ・キャプテン 11/27 オスカ

韓国妻・昼下がりの不倫 3/6 ロマン スキャンダル 6/26 キネ１

韓国の人妻たち・激しい、淫らに 11/23 ロマン スクール・オブ・ロック 5/1 キネ１

キ キャットウーマン 11/6 ティア スティール 1/31 サロン

キル・ビルVol．２ 4/24 ピカデ スパイダーマン２ 7/10 スカラ

キング・アーサー 7/24 ティア セ セイブ・ザ・ワールド 11/27 サロン

ク くたばれ!ハリウッド 1/31 サロン ソ ＳＡＷ 12/23 キネ２

グッバイ、レーニン！ 5/15 キネ１ タ ターミナル 12/18 ティア

クリムゾン・リバー２ 5/29 ティア タイムライン 1/24 セント

２００４年封切作品一覧表　（外国映画）

 このリストは、２００４年１月１日から１２月３１日迄の間に、宮崎市内の映画館で、１日以上上映された全作品を 

掲載したものです。ただし、リバイバル作品、自主上映などで公開された作品は原則としてふくまれておりません。 

作品名の記載順は五十音、上映館封切日ともに外国映画と日本映画に別けて記載してありますが、上映館の名称は 

スペースの都合上、下記のような略名で記載してあります。 

 

劇場名 略名 劇場名 略名 劇場名 略名 劇場名 略名 
宮崎スカラ座 スカラ 宮崎プラザ プラザ 宮崎ピカデリー ﾋﾟｶﾃﾞ 宮崎東宝 東宝 

宮崎セントラル セント 宮崎シネサロン サロン 宮崎アカデミー アカデ マジソンシアター マジソ 

宮崎ロマン ロマン 宮崎オスカー オスカ ティアラ ティア 宮崎キネマ館１ キネ１ 

宮崎キネマ館２ キネ２       

 



タ タイムリミット 4/10 サロン ミ ミシェル・ヴァイヨン 1/24 キネ２

堕天使のパスポート 12/23 サロン Ｍｒ．インクレディブル 12/4 スカラ

誰にでも秘密がある 11/27 マジソ ミスティック・リバー 1/17 マジソ

チ TUBE　チューブ 11/6 サロン ミッション・クレオパトラ 5/15 サロン

テ デイ・アフター・トゥモロー 6/5 スカラ ム ＭＵＳＡ武士 3/20 マジソ

ディープ・ブルー 9/25 キネ１ モ モンスター 11/27 キネ１

テイキングライブス 9/11 オスカ ヨ ４人の食卓 10/9 サロン

ディボースショウ 4/10 アカデ ラ ＬＯＶＥＲＳ 8/28 スカラ

テキサス・チェーンソー 5/8 マジソ ラブ・アクチュアリー 2/7 アカデ

天国の青い蝶 10/23 サロン ランダウン 5/29 オスカ

10ミニッツオールダー・イデアの森 5/15 キネ２ リ リディック 8/7 サロン

10ミニッツオールダー・人生のメビウス 5/15 キネ２ レ レジェンド・オブ・メキシコ/デスペラード 3/6 セント

ト トゥー・ブラザーズ 9/18 ピカデ レディ・キラーズ 5/22 セント

ドーン・オブ・ザ・デッド 5/15 オスカ 恋愛適齢期 3/27 ティア

ドッグヴィル 6/12 ピカデ ロ ロード・オブ・ザ・リング　王の帰還 2/14 スカラ

隣のヒットマンズ・全弾発射 10/23 サロン ロスト・イン・トランスレーション 7/10 キネ１

友引忌 10/9 サロン そして人生はつづく 6/19 キネ１

トロイ 5/22 スカラ座他 ぼくの好きな先生 6/19 キネ１

ニ 2046 10/23 スカラ みなさん、さようなら 6/27
オルブライ
トホール

２１グラム 6/5 キネ１ ラブストーリー 6/21 キネ１

ニューオーリンズ・トライアル 2/21 ティア 悪い男 6/21 キネ１

ハ バイオハザードⅡ　アポカリプス 9/11 セント
自
主

INTO　THE　ARMS　OF　STRANGERS
～ホロコースト：救出された子供たち～ 3/14 キネ１

パッション 6/19 セント

パニッシャー 11/13 ティア

ハリー・ポッターとアズカバンの囚人 6/26 スカラ

ハリウッド的殺人事件 1/24 アカデ

バレイ・カンパニー 10/23 ピカデ

バレットモンク 2/14 サロン

ヒ ピーター・パン 4/17 オスカ

ビッグ・フィッシュ 5/15 アカデ

フ ブラウン・バニー 4/24 マジソ

ブラザー・ベア 3/13 セント

ブラザーフッド 6/26 ティア

フル・フロンタル 4/24 マジソ

へ ペイチェック　消された記憶 3/13 ティア

ヘブン・アンド・アース 2/21 キネ２

ホ ポーラー・エクスプレス 11/27 ティア

ホーンテッド・マンション 4/24 スカラ他

マ マイ・ボディガード 12/18 マジソ

マグダレンの祈り 3/6 サロン

マスター・アンド・コマンダー 2/28 ティア

マッハ！ 7/24 サロン
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