
作品名 封切日 映画館名
アース 1月12日 シネ２
アイアンマン 9月27日 シネ８

アイム・ノット・ゼア 7月19日 キネ２

アウェイ・フロム・ハー　君を想う 9月27日 キネ１

アクロス・ザ・ユニバース 11月29日 キネ２

アニー・リーボヴィッツ　レンズの向こうの人生 5月24日 キネ２

アメリカン・ギャングスター 2月1日 シネ２
アルビン　歌うシマリス３兄弟 9月13日 シネ５

イーグル・アイ 10月18日 シネ３

イースタン・プロミス 10月11日 キネ１

言えない秘密 11月15日 キネ２

イタリア的恋愛マニュアル 1月12日 キネ２
いつか眠りにつく前に 4月5日 シネマ７

インクレディブル・ハルク 8月2日 シネ２

インディ・ジョーンズ　クリスタル・スカルの王国 6月21日 シネ１

ウォーター・ホース 2月2日 シネ９
ウォーリー 12月5日 シネ１

ウォンテッド 9月20日 シネ４

Ｘ－ファイル：真実を求めて 11月8日 シネ５

エリザベス　ゴールデンエイジ 2月16日 シネ３
大いなる陰謀 4月19日 シネマ９

俺たちダンクシューター 11月22日 キネ２

俺たちフィギュアスケーター 4月5日 キネマ２

かけひきは、恋のはじまり 11月8日 シネ６

肩ごしの恋人 1月19日 キネ２
カンフー・パンダ 7月26日 シネ５

カンフーくん 3月29日 シネ８

紀元前１万年 4月26日 シネマ２

奇跡のシンフォニー 6月21日 シネ２

近距離恋愛 7月12日 シネ６

クローバーフィールドHAKAISHA 4月5日 シネマ２

ゲット　スマート 10月11日 シネ５

幻影師アイゼンハイム 8月16日 キネ２

この道は母へと続く 2月9日 キネ２
最高の人生の見つけ方 5月10日 シネ９

最後の初恋 9月27日 シネ７

幸せになるための２７のドレス 5月31日 シネ４

幸せの１ページ 9月6日 シネ６

シティ・オブ・メン 11月15日 シネ３

ジャンパー 3月8日 シネ６
シルク 1月19日 シネ６
スウィーニー・トッド　フリート街の悪魔の理髪師 1月19日 シネ１
スター・ウォーズ/クローン・ウォーズ 8月23日 シネ７

スパイダーウィックの謎 4月26日 シネマ４

スピード・レーサー 7月5日 シネ７

スルース 6月7日 キネ２

ゼア・ウィル・ビー・ブラッド 5月3日 キネ１

セックス・アンド・ザ・シティ 8月23日 シネ４

潜水服は蝶の夢を見る 3月8日 キネ１
ソウ５ 11月28日 シネ７

ダーウィン・アワード 2月2日 キネ２
ダークナイト 8月9日 シネ６

ダージリン急行 5月31日 キネ１

地球が静止する日 12月19日 シネ２
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チャーリー・ウィルソンズ・ウォー 5月17日 シネ６

チャーリーとパパの飛行機 3月1日 キネ２
チャプター２７ 2月9日 キネ２
つぐない 6月28日 シネ５

ディス・イズ・ボサノヴァ 3月22日 キネ１

ティンカー・ベル 12月23日 シネ６

デス・レース 11月29日 シネ２

テネイシャスD　運命のピックを探せ！ 8月30日 キネ１

テラビシアにかける橋 1月26日 シネ９
トゥヤーの結婚 7月12日 キネ１

TOKYO！ 12月13日 キネ１

ドラゴン・キングダム 7月26日 シネ２

ナルニア物語　第２章　カスピアン王子の角笛 5月24日 シネ１

２８週後… 1月19日 シネ４
NEXT－ネクスト－ 4月26日 シネマ９

ノーカントリー 5月17日 シネ４

ハプニング 7月26日 シネ６

ハムナプトラ３　呪われた皇帝の秘宝 8月16日 シネ２

ハンコック 8月30日 シネ３

ハンティング・パーティー 6月14日 シネ６

バンテージ・ポイント 3月8日 シネ８
ビー・ムービー 1月26日 シネ４
Ｐ．Ｓ.アイラヴユー 10月18日 シネ２

ＰＥＡＣＥ　ＢＥＤ　アメリカＶＳジョン・レノン 2月16日 キネ１
フィクサー 4月12日 シネマ６

胡同（フートン）の理髪師 6月21日 キネ２

ブーリン家の姉妹 10月25日 シネ７

ブラックサイト 4月12日 シネマ７

ブルー・ブルー・ブルー 7月5日 シネ５

ベガスの恋に勝つルール 8月16日 シネ６

ホートン　ふしぎな世界のダレダーレ 7月12日 シネ５

僕らのミライへ逆回転 12月20日 キネ１

ホット・ファズ－俺たちスーパーポリスメン！－ 11月8日 キネ１

マイ・ブルーベリー・ナイツ 3月22日 シネ６
迷子の警察音楽隊 6月21日 キネ２

マゴリアムおじさんの不思議なおもちゃ屋 2月16日 シネ５
魔法にかけられて 3月15日 シネ７
マンデラの名も無き看守 9月20日 キネ２

ミスター・ロンリー 6月7日 キネ２

Ｍｒ．ビーン　カンヌで大迷惑？！ 1月19日 シネ７
ミスト 5月10日 シネ４

ミラーズ 12月26日 シネ８

ミラクル７号 6月28日 シネ７

モンゴル 4月5日 シネマ６

やわらかい手 7月26日 キネ１

４分間のピアニスト 3月1日 キネ１
ライラの冒険　黄金の羅針盤 3月1日 シネ１
ラスト、コーション 2月2日 シネ６
ラスベガスをぶっつぶせ 5月31日 シネ７

ラフマニノフ　ある愛の調べ 9月20日 キネ１

ランボー　最後の戦場 5月24日 シネ４

レッドクリフ　PartⅠ 11月1日 シネ３

ワールド・オブ・ライズ 12月20日 シネ７

私がクマにきれた理由（わけ） 10月11日 シネ７

ONCEダブリンの街角で 4月5日 キネマ１

いのちの食べ方 7月5日 キネ１ 映画祭



オフサイド・ガールズ 7月6日 キネ１ 映画祭
タロットカード殺人事件 7月7日 キネ１ 映画祭
地上５センチの恋心 7月5日 キネ１ 映画祭
フェーンチャン　ぼくの恋人 7月6日 キネ１ 映画祭
ペルセポリス 7月6日 キネ１ 映画祭
MY　MOTHER　IS　A　BELLY　DANCER 7月6日 キネ１ 映画祭


