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このリストは2008年 1月 1日から 12月 31日迄の聞に、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、リパイパル作品、自主上映などで公開された作品は原則として含まれておりません。

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でありますが、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であります。

劇場名 略名 劇場名 略名 劇場名 略名 劇場名 略名

宮崎キネマ館1 キネ 1 宮崎キネマ館2 キネ 2 宮崎ロマン ロマン セントラノレシネマ 1 シネ 1

セントラルシネマ2 シネ2 セントラノレシネマ3 シネ3 セントラノレシネマ 6 シネ 6 セントラルシネマ 7 シネ 7

セントラルシネマ4 シネ4 セントラルシネ7'5 シネ 5 セントラルシネマ8 シネ8 セントラルシネマ9 シネ9

オルプライトホール オルプ

2008年封切作品一覧(外国映画)

作品名 封切目 映函館名 作品名 封切目 映画館名

アース 1/12 シネ2 コこの道は母へと続く 2/9 キネ2

アイアンマン 9/27 シネ8
サ

最高の人生の見つけ方 5/10 シネ9

アイム・ノット・ゼア 7/19 キネ2 最後の初恋 9/27 シネ7

アウェイ・フロム・ハー君を想う 9/27 キネ1 幸せになるための27のドレス 5/31 シネ4

アクロス・ザ・ユニバース 11/29 キネ2 幸せの1ページ 9/6 シネ6

アニー・リーボヴィッツレンズの向こうの人生 5/24 キネ2 ン シティ・オプ・メン 11/15 シネ3

アメリカン・ギャングスター 2/1 シネ2 ジャンパー 3/8 シネ6

アルピン歌うシマリス3兄弟 9/13 シネ5 シノレク 1/19 シネ6

イーグル・アイ 10/18 シネ3 スウィーニー・トッドフリート街の悪魔の理髪師 1/19 シネ1

イースタン・プロミス 10/11 キネ1 スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ 8/23 シネ7

言えない秘密 11/15 キネ2 ス スパイダーウィックの謎 4/26 シネ4

イタリア的恋愛マニュアル 1/12 キネ2 スピード・レーサー 7/5 シネ7

いつか眠りにつく前に 4/5 シネ7 スルース 6/7 キネ2

インクレデ、イプル・ハルク 8/2 シネ2 ゼア・ウィル・ピー・プフッド 5/3 キネ1

インディ・ジョーンズクリスタル・スカルの王医 6/21 シネ1 セ セックス・アンド・ザ・シアイ 8/23 シネ4

ウォーター・ホース 2/2 シネ9 潜水服は蝶の夢を見る 3/8 キネ1

ウォーリー 12/5 シネ1 ソ ソウ5 11/28 シネ7

ウォンァッド 9/20 シネ4 ダーウィン・アワード 2/2 キネ2

Xーファイル:真実を求めて 11/8 シネ5 タ ダークナイト 8/9 シネ6

エリザベスゴールデンエイジ 2/16 シネ3 ダージリン急行 5/31 キネ1

大いなる陰謀 4/19 シネ9 地球が静止する日 12/19 シネ2

俺たちダンクシューター 11/22 キネ2
チ

チャーリー・ウィルソンズ・ウォー 5/17 シネ6

俺たちフィギュアスケーター 4/5 キネ2 チャーリーとパパの飛行機 3/1 キネ2

かけひきは、恋のはじまり 11/8 シネ6 チャプター27 2/9 キネ2

肩ごしの恋人 1/19 キネ2 ツ つぐない 6/28 シネ5

カンフー・パンダ 必7/26シネ5 ディス・イズ・ボサノヴァ 3/22 キネ1

カンフーくん 3/29 シネ8 アインカー・ベル 12/23 シネ6

紀元前1万年 4/26 シネ2 T デス・レース 11/29 シネ2

奇跡のシンフォニー 6/21 シネ2 テネイシヤスD 運命のヒ。ツクを探せ! 8/30 キネ1

近距離恋愛 7/12 シネ6 テフピシアにかける橋 1/26 シネ9

クローパーフィールドHAKAISHA 4/5 シネ2 トゥヤーの結婚 7/12 キネ1

ゲットスマート 10/11 シネ5 ト TOKYO! 12/13 キネ1

幻影師アイゼンハイム 8/16 キネ2 ドフゴン・キングダム 7/26 シネ2
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作品名 封切目 映画館宰 作品名 封切日|映画館名

ナ ナルニア物語第2章カスピアン王子の角笛 5/24 シネ1 ママンデフの名も無き看守 9/20 キネ2
ー 28逓後・・・ 1/19 シネ4 ミスター・ロンリー 6/7 キネ2

ネ NEXT-ネクストー 4/26 シネ9 Mr.ピーンカンヌで大迷惑?! 1/19 シネ7

ノ ノーカントリー 5/17 シネ4 -‘・ ミスト 5/10 シネ4
ハプニング、 7/26 シネ6 ミフーズ 12/26 シネ8

ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝 8/16 シネ2 ミフクノレ7号 6/28 シネ7
J、ノ、ンコック 8/30 シネ3 モ モンゴノレ 4/5 シネ6

ハンアイング・パーァィー 6/14 シネ6 ヤ やわらかい手 7/26 キネ1

パンテージ・ポイント 3/8 シネ8 ヨ4分間のピアニスト 3/1 キネ1

ピー・ムービー 1/26 シネ4 フイフの冒険黄金の羅針盤 3/1 シネ1

ヒP. S.アイフヴユー 10/18 シネ2 フスト、コーション 2/2 シネ6

PEACE BEDアメリカvsジョン・レノン 2/16 キネ1 フ フスベガスをぶつつぶせ 5/31 シネ7

フィクサー 4/12 シネ6 フフマニノフある愛の調べ 9/20 キネ1

胡同(フ一トン)の理髪師 6/21 キネ2 フンポー最後の戦場 5/24 シネ4

フ プーリン家の姉妹 10/25 シネ7 レレッドクリフ Part 1 11/1 シネ3

プフックサイト 4/12 シネ7 ワールド・オプ・フイズ 12/20 シネ7

ブルー・ブルー・ブルー 7/5 シネ5 ワ 私がクマにきれた理由(わけ) 10/11 シネ7
r、ベガスの恋に勝つルール 8/16 シネ6 ONCEダプリンの街角で 4/5 キネ1

ホ一トンふしぎな世界のダレダーレ 7/12 シネ5 いのちの食べ方 7/5 キネ1

ホ 僕らのミライへ逆回転 12/20 キネ1 宮 オフサイド・ガールズ 7/6 キネ1

ホット・ファズー俺たちスーパーポリスメン!一 11/8 キネ1 崎 タロットカード殺人事件 7/7 キネ1

マイ・ブルーペリー・ナイツ 3/22 シネ6 映 地上5センチの恋心 7/5 キネ1

迷子の警察音楽隊 6/21 キネ2 画 フェーンチャンぼくの恋人 7/6 キネ1
マ 祭

マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋 2/16 シネ5 ベルセポリス 7/6 キネ1

魔法にかけられて 3/15 シネ7 MY MOTHER IS A BELLY DANCER 7/6 キネ1

2008年封切作品一覧(日本映画)

作品名 封切目映画館名 作品名 封切目 映画館名

相棒ー劇場版- 5/3 シネ1 映画Yes!プりキュア5GoGo!お菓子の国のハッピーパースディP 11/8 キネ1

愛欲の輪廻吸いつく絶頂 9/9 ロマン SMクレーン中吊り 5/6 ロマン

赤い糸 12/20 シネ2 L change the world (エルチヱンγ・ず・ワールド) 2/9 シネ1

アキレスと亀 11/22 キネ1
え

エロスの冒険快楽まみれの女たち 9/9 ロマン

あ 朝からねっとり不倫妻 1/22 ロマン エロ探偵名器さがし 4/26 ロマン

明日(あした)への遺言 3/1 シネ7 エロ女房VSエロおやじ 5/17 ロマン

兄嫁の谷間敏感色っぽい 11/11 ロマン エロホスト・人妻・レズ・3P 4/12 ロマン

あの空をおぼえてる 4/26 シネ7 炎神戦隊ゴーオンジャー 8/9 シネ4

アフタースクール 8/16 キネ1 美味しい人妻たちすけべがいっぱい 7/19 ロマン

イキガミ 9/27 シネ3 OL性の終着駅 3/25 ロマン

いくつになってもやりたい男と女 7/19 ロマン 大阪のエロ奥さん昼間から夜這い 8/19 ロマン
し、 ICHI市 10/25 シネ5 お おくりびと 9/13 シネ9

犬と私の10の約束 3/15 シネ4 小沢なつみの逆泡踊り天国 6/7 ロマン

色っぽい義母濡れっぱなし 4/12 ロマン おまけモモタロスのキパってしてぜ! 4/12 キネ2

フ うた魂P 4/5 キネ1 おんなたち淫画 4/5 ロマン

映画クレヨンしんちゃんちょー嵐を呼ぶ金矛の勇者 4/19 シネ3 母ベえ 1/26 シネ3

え
映画クロサギ 3/8 シネ3

か
貝あわせこすれ合う股ぐら 12/23 ロマン

映画ドフえもんのび太と緑の巨人伝 3/8 シネ1 隠し砦の二悪人 5/10 シネ3

映画!たまごっちうちゅ~いちハッピーな物語!? 12/20 シネ5 崖の上のポニョ 7/19 シネ3
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作品名 封切目映画館名 作品名 封切日映画館名

陰日向に咲く 1/26 シネ8 純喫茶磯辺 1118 キネ2
ガチボーイ 3/1 シネ6 女医の盗撮白衣の性欲 7/8 ロマン
神様のパズ、ノレ 6/7 シネ2 し少林少女 4/26 シネ3

か カメレオン 8/9 キネ1 次郎長二国志 9/20 シネ6
仮面フイダー電王&キパクフイマックス刑事 4/12 キネ2 新・老人の性愛人いじり 7/19 ロマン

歓喜の歌 3/22 キネ2 Sweet Rain死神の精度 3/22 シネ7

韓流教師下半身レッスン 8/30 ロマン スカイ・クロフ TheSky Crawlers 8/2 シネ4

KIDS(キッズ) 2/2 シネ4 す 好きもの姉妹奥まで締めて 3/4 ロマン

義父の指あそびー抜かないでー 2/23 ロマン すけべ母娘どっちも好きもの 5/27 ロマン

きみの友だち 11/1 キネ2 砂時計 4/26 シネ6

き キャパクフ嬢しぼり出す指先 4/12 ロマン 性感療法白衣の愛撫 11/22 ロマン

巨乳未亡人もっと激しく 2/12 ロマン セックスガードマンすごい腰使い 9/9 ロマン

銀色のシーズン 1112 シネ9 SEX相談痴女の股ぐら 7/29 ロマン

銀幕版スシ王子!~ニューヨークへ行く円 4/19 シネ8
せ

SEX派閥ハダカでご奉仕 2/2 ロマン

グーグーだって猫である 9/6 キネ2 セックスファミリー2 花嫁はド淫乱 2/23 ロマン

く
グミ・チョコレート・パイン 5/10 キネ2 絶倫ハーレム男二人の妻 1/12 ロマン

クフイマーズ・ハイ 7/5 シネ2 ゼロウーマンR 111 ロマン

ぐるりのこと。 8/30 キネ2 全然大丈夫 5/17 キネ2

K-20怪人ー十面相・伝 12/20 シネ9 続・令嬢美姉妹凄まじい淫慾 12/2 ロマン

劇場版 BLEACH-Fade to Black一君の名を呼ぶ 12/13 シネ4 そ その秘書淫乱につき 3/4 ロマン

劇場版MAjOR友情のー球 12/13 シネ9 それいけ!アンパンマン妖精リンリンのひみつ 7/12 キネ1

劇場版仮面フイダーキパ魔界城の王 8/9 シネ4 大決戦!超ウルトラ8兄弟 9/13 シネ4

lす
劇場版ゲゲゲの鬼太郎日本爆裂! 12/20 シネ5 DIVE!! 6/14 シネ6

劇場版さらば仮面フイダー竜王 10/4 シネ3 ダブルプレイ友だちのお母さんと… 7/29 ロマン

劇場版 NARUTOーナルトー疾風伝 8/2 シネ7
た

タマものつきまくられる熟女 10/11 ロマン

劇場版ポケットモンスターギラティナと氷空(そら)の花束シェイミ 7/19 シネ8 団鬼六鬼の花宴 4/26 ロマン

ゲゲゲの鬼太郎千年呪い歌 7/12 シネ3 団地妻セックスバトル不倫とスワップ 6/17 ロマン

結婚しようよ 2/2 キネ1 チーム・パチスタの栄光 2/9 シネ3

高校教師黒い下着を脱ぐとき 11/1 ロマン チェスト! 3/22 シネ5

一 好色ドクター不倫のすすめ 8/30 ロマン 痴漢男の指犯された人妻 9/20 ロマン
‘ー 後妻と息子淫らな尻なぐさめて 2/12 痴漢体験 Hがいっぱいロマン 12/2 ロマン

今夜妻が浮気します 1112 ロマン ち 痴漢電車エッチが大好き 8/9 ロマン

ザ・スワップ新妻絶淫調教 3/4 ロマン 痴漢電車夢うつろ制服狩り 8/9 ロマン

ザ・マジックアワー 6/7 シネ1 中年男女一夜限りの不倫 3/25 ロマン

棲の園ーさくらのそのー 11/8 シネ4 超いんらんやればやるほどいい気持ち 10/11 ロマン

さ 二十九枚の年賀状 12/13 キネ2 超劇場版ケロロ軍曹3 ケロロ対ケロロ天空大決鞍であります' 3/1 シネ2

二十一才毛剃妻唾液の滑り 5/27 ロマン
つ

築地魚河岸ニ代目 6/7 シネ6

3人の未亡人恥知らずレズ 6/28 ロマン 釣りパカ日誌19ょうこそ!鈴木建設御一行様 10/25 シネ2

二本木農業高校、馬術部 10/4 キネ2 定食屋の若女将やめて、お義父さん! 9/30 ロマン

飼育のレズ部屋濡れすぎた恭子 12/23 ロマン て デトロイト・メタル・シアイ 8/23 シネ2

色情淫婦こまされた女たち 8/30 ロマン 転々 3/15 キネ2

したがる女将淫らな秘めごと 2/23 ロマン どいつもこいつもみんな好きもの 6/7 ロマン

し
実録・連合赤軍あさま山荘への道程 5/24 キネ2 と トウキョウソナタ 12/6 キネ2

ジャージの一人 10/25 キネ1 特命係長只野仁最後の劇場版 12/6 シネ5

社長秘書巨乳セクハラ狩り 1112 ロマン な 奈緒子 2/16 キネ2

シャッター 9/6 シネ6 252生存者あり 12/6 シネ3

熟女たちのフブホァル玉いじり 1/1 ロマン 西の魔女が死んだ 6/21 キネ1
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作品名 封切目 映画館名

20世紀少年第1章 8/30 シネ8

ぬ
濡れた太股揺れる車内で 7/8 ロマン

濡れ続けた女吸い付く下半身 12/23 ロマン
lま

ね ねらわれた学園制服に欲情 9/30 ロマン

ノーパンOL恥ずかしい車内 12/13 ロ可アシ〆

の
ノーノ号ン女医すけベな診察 2/12 ロマン

ノーノ号ン天使下半身天国 10/21 ロマン ま

ノーパン添乗員あなたを握りたい 11/22 ロマン

白衣の性生活密室恥療 3/25 ロマン
み

激しいSEX異状愛撫 11/22 ロマン

ノfコと魔法の絵本 9/13 シネ7

裸の女王天使のノヅ心地 5/27 ロマン む

発情妻口いっぱいの欲情 9/20 ロマン め

lまハッピーファイト 11/15 シネ8

花より男子ファイナル 6/28 シネ1

春よこい 6/7 キネ1 も

ハンサム女スーツ 11/1 シネ2

パンダフノレライブ 10/4 キネ2

犯人に告ぐ 1/26 キネ2

美姉妹スチュワーデス朝まで狂乱 12/2 ロ守Fシ〆

人妻いんらんな私 5/17 ロマン や

人妻・愛人けいれん恥辱 10/11 ロマン

人妻13人乱交パーァィー 11/11 ロマン

人妻AV女優もっと淫らに 11/1 ロマン ゆ

人妻女校医保健室の不倫 4/26 ロマン
よ

ひ 人妻と愛人濡れた熱い下腹部 3/15 ロマン

人妻と大学生密会アパート 3/15 ロマン

人妻の衝動不倫のあとさき 3/15 ロマン b 

人妻を狂わせた不倫の夜 1/1 ロマン

人のセックスを笑うな 4/19 キネ2
り

百万円と苦虫女 9/20 キネ1

ピヤピヤヒ。ヤリコとばぶばぶばいきんまん 7/12 キネ1
れ

藤小雪の逆泡踊り天国 5/6 ロマン

ブタがいた教室 12/20 キネ1

アフィング大フピッツ 9/13 シネ5
ゐ、 不倫女将濡れた失楽園 8/19 ロマン

不倫航海人妻みだら貝 7/8 ロマン わ

不倫中毒官能のまどろみ 6/17 ロマン

フレフレ少女 10/11 シネ4

変態オヤジ四十路熟女の色下着 9/20 ロマン
r、

便利屋家政婦鍵の穴から 10/21 ロ守ぺ/ 映

iま
ホームレス中学生 10/25 シネ9 画

北辰斜にさすところ 1/19 キネ1 祭
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作品名

ぼくたちと駐在さんの700日戦争

僕の彼女はサイボーグ

保健教師ダブル不倫

欲しがる和服妻くわえこむ

ポストマン

火垂るの墓ーほたるのはかー

まぼろしの邪馬台国

ニ十路スチュワーデス敏感名器

淫らな二十路一激愛撫ー

未亡人民宿美熟乳しっぽり

見られてもえた姉夫婦

武者ケロお披露目!戦国ラン星大バトル!!

名探偵コナン戦懐の楽譜(フノレスコア)

姐腫の匝

物凄い絶頂淫辱

喪服の人妻姦淫

喪服の未亡人ほしいの…

桃肌女将のねばり味

靖国 YASUKUNI

山桜

山のあなた徳市の恋

閣の子供たち

やりたがる女4人

誘惑わたしをたべて

容疑者Xの献身

欲情義母息子を喰う

落語娘

ヲスト・ゲーム最後の早慶戦

乱交団地妻スワップ同好会

リアル鬼ごっこ

猟色未亡人着物のままで

令嬢美姉妹肉の宴

連続不倫E 姉妹相姦図

若い男に狂った人妻

若妻性のめざめ失神

私は貝になりたい

和服妻と愛人2人

和服出レズ熟女の絡み合い

ワンピース THEMOVIEエピソードオフ'
チョッハ。ープラス冬に咲く、奇跡の桜

伊藤の話

深海獣レイゴー

Mayu ーココロの星一

外国映画 116本
日本映画 217本

合計 334本

? 

封切目 映画館名

8/2 キネ2

5/31 シネ9

4/5 ロマン

1/22 ロマン

3/22 キネ1

9/13 キネ1

11/1 シネ9

1/22 ロマン

2/2 ロマン

12/13 ロマン

5/6 ロマン

3/1 シネ2

4/19 シネ1

1/12 シネ6

2/2 ロマン

9/30 ロマン

1111 ロマン

5/17 ロマン

8/23 キネ1

7/12 キネ2

5/24 シネ5

10/25 キネ2

6/7 ロマン

6/28 ロマン

10/4 シネ1

4/5 ロマン

12/27 キネ2

10/11 キネ1

8/19 ロマン

4/26 キネ1

12/13 ロマン

10/21 ロマン

8/9 ロマン

6/28 ロマン

11/11 ロマン

11/22 シネ3

6/17 ロマン

7/29 ロマン

3/1 シネ4

7/5 キネ1

7/5 キネ1

7/12 オルプ


