
作品名 上映日 上映館 作品名 上映日 上映館
あ 愛人物語・くわえてあげる 1月5日 ロマン 劇場版ツバサ・クロニクル年代記鳥カゴの国の姫君 9月24日 キネ１

秋祭り 3月19日 キネ１
劇場版テニスの王子様　二人のサムライ
　The　First　Game

3月26日 キネ２

阿修羅城の瞳 4月16日 キネ２ 激生ソープ・熟乳泡まみれ 1月15日 ロマン
あずみ２　ＤＥＡＴＨ　ＯＲ　ＬＯＶＥ 3月12日 アカデ こ 交渉人・真下正義 5月17日 シネ１
跡部からの贈り物～君に捧げるテニプリ祭り 3月26日 キネ２ この胸いっぱいの愛を 10月8日 シネ８
尼寺の性　袈裟さぐり 8月2日 ロマン さ 魁！！クロマティ高校THE★MOVIE 11月12日 キネ２
あらしのよるに 12月10日 シネ２ 桜樹ルイ　美姉妹・絡み合い 9月3日 ロマン

い イヴの寝室・和服妻は床上手 5月21日 ロマン サマータイムマシン・ブルース 9月10日 サロン
異常性欲リポート・激ナマSEX研究所 4月30日 ロマン ３５才人妻の色気・不倫熱 4月19日 ロマン
樹まり子・巨乳しごく 3月19日 ロマン し 忍　SHINOBI 9月17日 シネ９
いぬのえいが 4月30日 キネ２ 渋谷物語 3月5日 キネ２
イブの性遍歴・ぐしょ濡れの谷間 1月25日 ロマン シベリア超特急５ 10月22日 キネ１
淫乱なる一族・絶倫の果てに 1月15日 ロマン 熟女・発情タマしゃぶり 12月17日 ロマン
いんらんファミリー・人妻とお手伝い 8月13日 ロマン 熟女レズ・急所舐め 12月27日 ロマン

う 姑獲鳥（うぶめ）の夏 7月16日 シネ５ 出張３P・性感恥帯 6月11日 ロマン
裏令嬢・恥辱の花びら 10月15日 ロマン 白襦袢レズ・熟女ねぶり 3月29日 ロマン

え 映画ふたりはプリキュア　Max　Heart２ 12月10日 シネ９ 新・鍵穴　絡みあう舌と舌 9月24日 ロマン
エロ作家・官能のとりこ 9月13日 ロマン す ZOO 6月18日 キネ２
援助交際物語・したがるオンナたち 10月4日 ロマン 好きもの母娘・それぞれの乱れ方 1月15日 ロマン

お ＯＬ・性の終着駅 10月4日 ロマン 好きもの人妻・乱交 4月9日 ロマン
OL発情　奪う！ 8月2日 ロマン すけべ夫婦のやりまくり 4月9日 ロマン
オーガズム・痴女のＳＥＸ相談室 3月8日 ロマン ストリッパー～愛欲の日々～ 9月13日 ロマン
ALWAYS　三丁目の夕日 11月5日 シネ８ せ 性感療法・白衣の愛撫 9月24日 ロマン
おしゃぶり天国・汚れた唇 11月5日 ロマン 性獣一家　家庭教師・盗み喰い 10月25日 ロマン
男たちの大和 12月17日 シネ７他 性体験実話・淫女たちの告白 8月2日 ロマン
同じ月を見ている 11月19日 シネ９ SEX詐欺の女・濡れてよがる 11月15日 ロマン
女探偵・おねだり七変化 8月13日 ロマン SEX相姦図・不倫まみれの人妻 12月6日 ロマン

か 家政婦・不倫の味 12月27日 ロマン 蝉しぐれ 10月1日 シネ２
川奈まり子・牝猫義母 11月5日 ロマン 戦国自衛隊１５４９ 6月11日 シネ１
官能病棟・濡れた赤い唇 5月31日 ロマン そ 空飛ぶ都市計画 9月10日 シネ９

き 菊池エリ・美乳の喘ぎ 6月11日 ロマン それゆけ！アンパンマン　ハピーの大冒険 7月16日 キネ２
北の零年 1月15日 キネ１ た 大停電の夜に 11月19日 キネ２
機動戦士Zガンダム・星を継ぐ者 8月6日 キネ２ TAKESHIS’ 11月5日 シネ５
機動戦士ＺガンダムⅡ　－恋人たちー 10月29日 キネ２ タッチ 9月10日 シネ９
義母と巨乳・奥までハメて！ 2月5日 ロマン 谷川みゆき　高校教師～汚す！～ 9月24日 ロマン
義母の長襦袢・淫らな匂い 6月21日 ロマン ち 痴漢義母・汚れた喪服妻 8月23日 ロマン
義母レズ　－息子交換ー 8月23日 ロマン 痴漢飼育－女尻いじり－ 4月30日 ロマン
逆境ナイン 7月9日 キネ２ 痴漢体験・Hがいっぱい 4月30日 ロマン
巨乳教師・パイズリ授業 1月25日 ロマン 痴漢妻・したたる愛汁 10月15日 ロマン
巨乳三段締め 5月31日 ロマン 痴漢電車２００５・さらわれたい女 11月26日 ロマン
金色のガッシュベル・メカバルカンの来襲 8月6日 シネ６/キネ１ 痴漢とストーカー・いじらてた秘部 9月3日 ロマン
銀のエンゼル 5月21日 サロン 痴漢の影・奪われた人妻 5月21日 ロマン
緊縛縄調教・肉いじめ 2月5日 ロマン 痴漢病院 2月5日 ロマン

く 雲の向こう、約束の場所 2月19日 キネ２ 痴漢レイプ魔・淫らな訪問者 2月15日 ロマン
紅姉妹（後編） 7月12日 ロマン 着信アリ２ 2月5日 東宝
紅姉妹（前編） 7月12日 ロマン 超わいせつミステリー・暗闇のストーカー 11月15日 ロマン
クレヨンしんちゃん・伝説を呼ぶブリブリ３分ポッキリ大進撃 5月17日 シネ６ つ 通キン電車・さわってちょうだい 6月21日 ロマン
黒い下着女 12月6日 ロマン 釣りバカ日誌１６　浜崎は今日もダメだった 8月27日 キネ１
くろゆき姫とモテモテばいきんまん 7月16日 キネ２ て 鉄人２８号 5月14日 キネ１

け 劇場版　仮面ライダーヒビキと７人の戦鬼 9月3日 シネ８他 デュエルマスターズ・闇の城の魔龍凰 3月12日 スカラ
劇場版　甲虫王者ムシキング
グレイテストチャンピオンへの道

12月17日 シネ５ 電車男 6月4日 シネ８

劇場版　超星艦隊セイザーX　戦え！星の戦士たち 12月17日 シネ５ 天井裏の痴漢・淫獣覗き魔 7月2日 ロマン
劇場版XXXHOLiC真夏ノ夜ノ夢 9月24日 キネ１ と 東京タワー 1月15日 セント

と Dr．ピノコの森の冒険 12月17日 シネ４ や 約三十の嘘 3月19日 キネ２
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年上のOL・悩ましい舌使い 12月17日 ロマン やりたい人妻たち 7月23日 ロマン
鳶がクルリと 10月1日 シネ５他 ゆ 夢のまりあ・超・淫乱女の私生活 1月5日 ロマン

な NANA 9月3日 シネ３ よ 妖怪大戦争 8月6日 シネ６/キネ１

NARUTO2　ナルト大激突！　幻の地底遺跡だってばよ　 8月6日 シネ９ 容疑者　室井慎次 8月27日 シネ１
に 肉体秘書・パンスト濡らして 8月13日 ロマン 欲情アパート・毎晩抱いて 2月26日 ロマン
の 濃厚不倫・とられた女 3月19日 ロマン 欲情妻・むかしの愛人 2月26日 ロマン

ノーパンOL・恥ずかしい車内 3月29日 ロマン 欲望温泉・そろって好きもの 3月29日 ロマン
ノーパン天使・下半身天国 9月3日 ロマン 四日間の奇跡 6月4日 シネ６他
ノーパンナース・全裸で診察 4月19日 ロマン ら ライフ・オン・ザ・ロングボード 12月31日 キネ１

は ハードレズビアン・クイック＆ディープ 6月21日 ロマン 乱痴女・美脚フェロモン 2月15日 ロマン
鋼の錬金術師　シャンバラを征く者 7月23日 シネ２ り 隣人１３号 7月9日 サロン
8月のクリスマス 12月10日 キネ１ リンダ　リンダ　リンダ 9月24日 キネ１
パッチギ！ 2月5日 キネ２ れ 連続レイプ魔・夜のテクニシャン 11月26日 ロマン
花と蛇２　パリ/静子 5月14日 キネ２ ろ ロード８８－出会い路、四国へ 1月29日 サロン
ハメ狂う巨乳妻 7月23日 ロマン ローレライ 3月5日 東宝
春の雪 10月29日 シネ７ ロックマンエグゼ・光と闇の遺産 3月12日 スカラ
破廉恥町内会-主婦悶絶- 7月23日 ロマン わ わいせつ温泉宿・濡れる若女将 4月19日 ロマン

ひ 美人女将・ぬるぬる接待 8月23日 ロマン わいせつ病院・スペシャル治療 2月15日 ロマン
美人家庭教師・たらし込む快感 2月26日 ロマン 若妻性のめざめ・失神 5月10日 ロマン
美人モデル・狙われた下半身 3月19日 ロマン 若妻ひとりH・夜まで待てない 11月15日 ロマン
人妻・あふれる蜜ツボ 12月27日 ロマン 和服妻の内股・めくって 11月26日 ロマン
人妻・濃密な交わり 12月17日 ロマン ワンピース　オマツリ男爵と秘密の島 3月5日 キネ１
人妻援交サイト・欲望のままに 6月11日 ロマン アマレット 7月3日 キネ１
人妻タクシー・巨乳に乗り込め 5月10日 ロマン オペレッタ狸御殿 7月9日 オルブライト

人妻痴女・変態男漁り 5月31日 ロマン ガールフレンド 7月2日 キネ１
人妻の愛人・濡れた熱い下腹部 10月15日 ロマン カナリア 7月10日 オルブライト

人妻の秘戯・～きたえた下半身～ 10月25日 ロマン ニワトリはハダシだ 7月10日 オルブライト

人妻の秘密・覗き覗かれ 4月9日 ロマン ありがとね
人妻美人秘書・主人を忘れて 9月13日 ロマン トニー滝谷
HINOKIO 7月9日 シネ５ ニライカナイへの手紙
火火 5月28日 キネ２

ふ 夫婦交換前夜・私の妻とあなたの奥さん 1月5日 ロマン
ふたりはプリキュア　MAX　HEART 6月11日 キネ１
フライ、ダディ、フライ 7月9日 シネ５・キネ１

ブラック・ジャック　ふたりの黒い医者 12月17日 シネ４
不倫志願・主人に内緒で！ 7月2日 ロマン
不倫団地・悲しいイロやねん 7月2日 ロマン

へ 変態家庭・新妻淫乱責め 11月5日 ロマン
変態夫婦・股間にバイブ 12月6日 ロマン

ほ voices 3月19日 キネ１
亡国のイージス 7月30日 シネ２
ポケットモンスター　ミュウと波動の勇者 7月16日 シネ１
星川みなみ・いたいけな巨乳 3月8日 ロマン
星になった少年 7月16日 シネ３

ま ＭＡＫＯＴＯ 2月19日 サロン
まだまだあぶない刑事 10月22日 シネ８
魔法戦隊マジレンジャー　THE　MOVIE
インフェルシアの花

9月3日 シネ８他

真夜中の弥次さん喜多さん 5月21日 キネ１
み 三十路・女の濡れ床屋 10月4日 ロマン

淫らな唇～痙攣（けいれん）～ 1月25日 ロマン
見てはいけない・母の痴態 10月25日 ロマン

め 名探偵コナン・水平線上の陰謀 5月17日 シネ２
メゾン・ド・ヒミコ 10月22日 キネ１

も 喪服の人妻・姦淫 5月21日 ロマン
桃色ガードマン・カラダ張ります！ 5月10日 ロマン
桃尻姉妹・恥毛の香り 7月12日 ロマン
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