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このリストは2009年 1月 1日から 12月31日迄の間に、宮崎市内の映函館で、 1日以上上映された全作品を掲載したものです。た

だし、リパイパノレ作品、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

のような賂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~ 略名

宮崎キネマ舘1 キネ 1 宮崎キネマ館2 キネ2 セントラルシネマ 1 シネ 1 セントラノレシネマ2 シネ2

セントラルシネマ3 シネ3 セントラルシネマ4 シネ4 セントラルシネマ5 シネS セントラルシネマ6 シネ6

セントラルシネマ7 シネ 7 セントラルシネマ8 シネ8 セントラルシネマ9 シネ9 宮崎ロマン ロマン

オノレプライトホール オルプ

2009年外国映画封切倖昌一覧
作品名 封切日 映画館名 作品名 封切日 映函館名

ATOMアトム 10月10日 シネ5 G.I.ジョー 8月8日 シネ5

アイスエイジ3 7月25日 シネ9 スター・トレック 5月30日 シネ4

あなたは私の婿になる 10月17日 シネ6 ス ストリートファイターザ・レジェント・オプ・ムーピー 2月28日シネ7

アバター 12月26日 シネ2 スペル 11月7日 シネ6

アラトリスア 2月14日キネ1 スフムドッグSミリオネア 5月30日シネ5

イエスマン 3月20日 シネ5 セブンティーン・アゲイン 5月16日 シネ7

イン・トゥ・ザ・ワイルド 1月24日 キネ1 セ 007慰めの報酬 1月24日 シネ3

イングロリアス・パスターズ 11月21日 シネ3 戦場のレクイエム 4月11日 キネ1

ワィッチマウンァン一地図から消された山一 7月4日 シネ5 セントアンナの奇跡 11月21日 キネ1

ウェディングベルを鳴らせ! 11月7日キネ2 その男ヴアンダム 2月21日キネ2

ウオッチメン 3月28日 シネ5 ソ 宇宙(そら)へ。 8月22日 シネ8

ウノレヴァリンX-MENZERO 9月12日 シネ3 それでも恋するバルセロナ 7月4日 キネ1

永遠のこどもたち 5月16日 キネ1 チェ 28歳の革命 1月10日シネ2

英国王給仕入に乾杯! 5月2日 キネ2 チェ 39歳別れの手紙 1月31日シネ9

エグザイル/粋 2月28日 キネ1 チ チェイサー 7月11日 キネ1

エレジー 5月9日 キネ1 チェンジリング 2月21日 シネ2

オーストラリア 2月28日 シネ6 チョコレート・ファイター 8月8日 キネ2

お買いもの中毒な私! 5月30日 シネ7 DISNEY'Sクリスマス・キャロル 11月14日 シネ2

男と女の不都合な真実 9月19日 シネ6 ディファイアンス 5月30日キネ2

カールじいさんの空飛ぶ家 12月5日 シネ2 ア ティンカー・ベルと月の石 12月26日 シネ5

きみがぼくを見つけた日 10月24日 シネ8 デュプリシティスパイはスパイに嘘をつく 5月113シネ9

96時間 8月22日 シネ5 天使と悪魔 5月16日 シネ1

宮廷画家ゴヤは見た 1月24日 キネ1 扉をたたく人 12月5日 キネ1

グ、ツド・パッド・ウィアード 10月3日 シネ8 ドラゴンボ}ノレ EVOLUTION 3月14日シネ8

くもりときどきミートボール 9月19日 シネ5 ト トフンスポーター3アンリミァッド 8月15日 シネ7

グラン・トリノ 4月25日 シネ6 トワイライト~初恋~ 4月4日 シネ8

消されたヘッドフイン 5月23日 シネ2 トワイライトサーガニュームーン 11月28日シネ7

ココアヴァンシャネノレ 9月19日 シネ9
ナ

ナイトミュージアム2 8月15日 シネ1

ココシャネ/レ 10月24日 キネ2 7つの贈り物 2月21日シネ8

子供の情景 10月3日 キネl 一2012 11月21日 シネ1

ザ・パンク/堕ちた巨像 4月4日 シネ7 HACHI約束の犬 8月8日 シネ4

ザ・ムーン 3月28日 キネ1 パーン・アフター・リーディング、 4月24日 シネ7

ザ・ローリング・ストーンズ・シャイン・ア・ライト 3月14日 キネ2 ハイスクール・ミュージカノレザ・ムービー 2月7日 シネ2

30デイズ・ナイト 9月26日 シネ4 母なる証明 12月5臼 キネ1

サブ、ウェイ123激突 シネ4
ノ、

シネ49月5日 パピロンA.D 5月9日

ニ国志 4月25日キネ1 パブ、リックエネミーズ 12月12日 シネ7

サンシャイン・クリーニング 9月22日 キネ1 PARIS /{リ 2月28日 キネ2

幸せはシャンソニア劇場から 11月14日 キネ1 ハリー・ポッターと謎のプリンス 7月18日 シネ1
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悲夢 5月16日キネ2
『、

未来を写した子どもたち 1月17日キネ1
ヒ

司、

ピンク・パンサー2 5月9日 シネ7 メ メーターの東京レース 8月1日シネ6

ファイナルデッドサーキット3D 10月17日 シネ9 モ モンスターvsエイリアン 7月11日シネ7

フェイクシァィある男のルール 2月14日シネ6 ヤ ヤング@ハート 2月7日キネ1

フ
フォース・カインド 12月19日 シネ6 アースと、その女 5月9日キネ2

ブラインドネス 1月3日キネ1 フ ラスト・ブ、ラッド 5月30日 シネ3

ブロークン・イングリッシュ 5月30日 キネ1 落下の王国 1月17日キネ1

フロスト×ニクソン 7月4日キネ2 リ 理想の彼氏 11月288シネ6

J、、 ベッドタイム・ストーリー 3月20日 シネ2 レスラー 7月25日キネ1

ベンジャミン・バトン数奇な人生 2月7日 シネ1 レ レッドクリフPartllー未来への最終決戦一 4月11日シネ2

僕は君のために蝶になる 1月31日 キネ1 レボリューショナリー・ロード燃え尽きるまで 1月24日 シネ7

ホ ホルアンさんのはじめての官険 5月23日 キネ1 ロ 路上のソリスト 10月3日キネ1I 
ボルト 8月1日 シネ6 ワイルドスピードMAX 10月10日シネ5I 
マーシャル博士の恐竜フンド 9月19日 シネ4

ワ
わが教え子、ヒトフー 4月18日キネ2I 

マーリ一世界一おパカな犬が教えてくれたこと 3月28日シネ6 私の中のあなた 10月10日シネ8

マイケノレ・ジャクソン TH1SlS 1T 10月31日 シネ3 ワルキューレ 3月20日シネ3I 
てマ マダガスカル2 3月14日 シネ6 p邑ι『匹 海角七号 6月13日オルプ | 

マックス・ベイン 4月18日 シネ5 崎 サーチャーズ2.0 6月12日キネ1

マノレタのやさしい刺繍 3月14日キネ1 映 その土曜日、 7時58分 6月6日キネ1

マンマ・ミーア! 1月31日 シネ1 画 それぞれのシネマ 6月6日キネ1
祭 トロピック・サンダー 6月68キネ1

2009年 日本映画封切作品一覧

作品名 封切日 映画館名 作品名 封切日 映画館名

愛人 熟女肉隷従縄責め 7月11日 ロマン おっぱいバレー 4月18日 シネ6

愛人秘書ノーパン関絶 3月28日 ロマン おとなり 8月22日 キネl

蒼井そら肉欲授業 6月30日 ロマン
オ

叔母と甥溺れた恥縁 5月30日 ロマン

青い鳥 2月21日 キネ1 おもらしドール淫行の極致 3月7日 ロマン
ア

悪夢探偵2 5月23日 キネ2 女3人すけべ好き 2月14日 ロマン

旭山動物園物語ペンギンが空をとんだ 2月7日 シネ6 女の子ものがたり 10月10日キネ2

尼寺の情事逆さ国吊り 2月24日 ロマン カイジ人生逆転ゲーム 10月10日 シネ3

アマルフィ女神の報酬 7月18日 シネ4 風が強く吹いている 10月31日 シネ5

いけちゃんとぼく 9月19日 キネ1 火天(かてん)の城 9月12日 シネ2

いとこ白書うずく淫乱熱 12月15日 ロマン 蟹工船 8月29日キネ2

イ 淫情一義母とニ兄妹ー 10月24日 ロマン カフーを待ちわびて 4月11日 キネ2

インスタント沼 9月26日 キネ2 カ ガマの油 9月12日 キネ1

淫乱ひだのおく 11月24日 ロマン カムイ外伝 9月19日 シネ7

ヴィヨンの妻~桜桃とタンポポ~ 10月10日 シネ7 仮面ライダー×仮面ライダ-w&ディケイド MOVIE大作験2010 12月12日 シネ9

うずく人妻たち連続不倫 4月18日 ロマン 鴨川ホルモー 4月18日 シネ8

宇宙戦艦ヤマト復活編 12月12日 シネ4 鑑識・米沢守の事件簿 3月28日 シネ6

ウ裏の後家さん、張形(パイプ)に夢中! 4月7日 ロマン 感染列島 1月17日 シネ1

ウルトラミラクルラブストーリー 7月25日 キネ1
キ

祇園エロ慕情うぶ肌がくねる 9月12日 ロマン

ウルルの森の物語 12月19日 シネ9 キフー・ヴァージンロード 9月12日 シネ4

熟れ噴教師濡れすぎたパンアイ 8月11日 ロマン 空気人形 11月28日キネ2

映画ドラえもん新・のび太の宇宙開拓史 3月7日 シネ2 ク クヒオ大佐 11月21日シネ2

映画レントン教授と永遠の歌姫 12月19日 シネ7 クローズZEROII 4月11日 シネ1

映画クレヨンしんちゃんオタケベ!カスカベ野生王国 4月18日 シネ9 劇場版 NARUTO疾風伝火の意思を継ぐ者 8月1日 シネ7
こE 映画フレッシュブリキュア!おもちゃの冨は秘密がL、っぱい' 10月31日 キネ2 劇場版仮面フイダーディケイド 8月8日 シネ6

Mの呪縛 9月22日 ロマン 劇場版デュエルマスターズ累月の神帝ルナティック・ゴッド・サーガ 9月19日シネ3

エロ義母と発情息子淫らな家族 1月3日 ロマン ケ 劇場版ペンギンの問題幸せの青い烏でごベンなさい 9月19日 シネ3

艶会コンパニオンいけない濃厚接待 6月20日 ロマン 劇場版ポケットモンスターアルセウス超克の時空へ 7月18日 シネ8

オ
大洗にも星は降るなり 12月19日 キネ2 劇場版ヤッターマン新ヤッターメカ大集合!オモチャの彊で大決鞍だコロン噌 8月22日 シネ9

お仕置き家庭教師ノーパン個人教授 1月24日 ロマン 獣になった人妻 2月3日 ロマン
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獣の交わり天使とやる 11月3日ロマン TAjOMARU【タジ、ョウマル】 9月12日シネ8
ケ

獣のように後ろからセレプ奥様と植木屋 4月28日 ロマン 大怪獣バトルウルトラ銀河伝説 THEMOVIE 12月12日シネ6

GOEMON 5月1日シネ2 タ 旅立ち~足寄より~ 3月28臼 キネ2

ご縁玉パリから大分へ 3月7日キネ1 誰も守ってくれない 1月24日シネ8

ごくせん THEMOVIE 7月11日シネ3 団地妻マル秘セックスフイフ 12月15日ロマン

告白熱女のやり放題 1月13日 ロマン 痴漢電車いたずら現行犯 2月14日 ロマン
コ

キネ1 痴漢電車うごめく指のメロディ 4月18日小ニ治 10月10日 ロマン

コドモのコドモ 1月31日キネ2 痴漢電車極秘本番 12月26日ロマン

婚前交渉花嫁は牝になる 6月20日 ロマン 痴漢電車下着検札. 10月24日ロマン

今夜妻が浮気します 9月1日 ロ守'ン 痴漢電車しのび指は夢気分 8月11日ロマン

ザ・ペッァィング激しい息づかい 10月13日ロマン 痴漢電車聖子のお尻 12月5日 ロマン

ザ・妖婦不倫!多情!淫乱! 4月28日 ロマン 痴漢電車ちんちん発射 11月24日ロマン

サイドウェイズ‘ 10月31日シネ4 痴漢電車百恵のお尻 9月12日ロマン

THE CODE -暗号」 6月20日キネ2 チ 痴漢と人妻熱いしたたり 11月3日ロマン

定の愛 8月11日ロマン 痴漢の手さばきスケベ美女の暢ぎ顔 5月19日ロマン

サ サマーウォーズ 8月1日シネ6 痴漢の指先やめないで 7月11日ロマン|

さまよえる刃 10月10日シネ4 痴漢箱男覗かれた若妻 2月24日 ロマン

侍戦隊シンケンジャ}銀幕版 8月8日シネ6 恥母の湯巻こすって、もっと! 8月22日ロマン

3人の恥女電車の中で 5月19日 ロマン ちゃんと伝える 11月28日キネ2

ニ匹の奴隷 10月3日 ロマン 超・仮面ライダー電王&ディケイド鬼ヶ島の戦経 5月1日シネ6

ニ面記事の妻たち痴漢・淫乱・不倫 3月7日 ロマン 超過激淫らな浴室 1月24日ロマン

ジェネラノレ・ルージュの凱旋 3月7日シネ7 超劇場版ケロロ軍曹掌侵ドラゴンウォリアーズであります! 3月7日シネ8

色情セレプ妻秘められた欲情 4月28日 ロマン 釣りキチニ平 3月20日シネ5

色即ぜねれいしょん 11月14日キネ2 ツ 釣りパカ日誌20ファイナル 12月26日シネ9

沈まぬ太陽 10月24日シネ1 甥岳(つるぎだけ)点の記 6月20日シネ9

したがるかあさん若い肌の火照り 3月17日 ロマン ディア・ドクター 9月5日キネ2

姉妹白衣診察室でエッチ 8月1日ロマン ー テイルズ・オプ・ヴェスペリア 12月26日キネ2

島田洋七の佐賀のがばいばあちゃん 4月18日キネ1
ナ

田園セックス農婦の太股 11月14日ロマン

ジャーマン+雨 8月2日キネ1 天使の恋 12月19日キネ1

シ
重力ピエロ 5月23日シネ5 ド・有頂天フプホァル今夜も満員御礼 12月5日ロマン

受験ママ禁断の関係 1月13日ロマン 闘茶 2月14日キネ2

守護天使 6月20日キネ1 ト 奴ードレイー隷 11月14日ロマン

春画夫婦の密かな愉しみ 10月24日 ロマン ドロップ 3月20日シネ7

少年メリケンサック 2月14日シネ9 鈍獣 7月11日キネ1

新・監禁逃亡 6月9日ロマン 泣きたいときのクスリ 3月7日キネ1

しんぽる 9月12日シネ7 ナ なくもんか 11月14日シネ7

親友の痴母さかり下半身 2月3日ロマン 南極料理人 10月31日キネl

親友の恥母白い下着の染み 12月26日ロマン 20世紀少年最終章ぼくらの旗 8月29日シネ3

親友の妻密会の黒下着 3月17日ロマン ー 20世紀少年第2章 1月31日シネ3

すけベおばさま娘の彼と 12月15日 一ロマン ニセ札 7月24日キネ2

ス スチュワーデス暴行魔二十路を狙え! 5月9日 ロマン ニッポンの袈喜好色一代記 8月22日ロマン

スノープリンス禁じられた恋のメロディ 12月12日 シネ5 ヌ 濡れまくる若い未亡人 3月7日 ロマン

性欲診察白衣のままで 8月22日ロマン ネ 寝取られた人妻タ樹舞子 7月21日 ロマン

セクハフ洗礼乱れ喰い 1月13日ロマン 悩殺パンスト美脚秘書 5月19日ロマン

セックスファミリーいやらしい義母と若妻 12月5日ロマン ノーパン看護白衣の下はスッボンボン 1月3日ロマン

絶倫義父初七日の喪服新妻 8月1日ロマン
ノ

ノーパン通勤脱がせて! 9月1日ロマン

セゼフチンシルバーLOVE 5月30日 キネ2 ノーパン風俗しゃぶる! 5月30日ロマン

ゼロの焦点 11月14日シネ4 のだめカンタービレ最終楽章前篇 12月19日シネ3

禅 1月10日キネ2 ノン子36歳(家事手伝い) 4月25日キネ2

先生の奥さんしたがり未亡人 9月22日ロマン BALLADパフッド名もなき恋のうた 9月5日シネ8

戦標迷宮3D 10月17日シネ9
1¥ 

ばいきんまんVSパイキンマン!? 8月1日キネ2

ソ
空へー救いの翼一 1月31日キネ1 ハイヒールの女王 8月1日ロマン

それいけアンパンマンだだんだんとふたごの星 8月113キネ2 パオパプの記憧 10月24日キネ2__j
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白衣と老人覗きぬれぬれ 11月24日 名探偵コナン漆黒の追跡者 4月18日シネ3ロマン
メ

J、ノ、ゲタカ 6月6日シネ9 女豹の櫨いけにえ乱交 10月13日ロマン

発情家族母と娘の性 7月21日 ロマン 喪服妻初七日に濡れる 2月24日 ロマン|

発情社内電車の中で 5月9日 ロマン
モ

喪服妻暴行お通夜の晩に 3月28日 ロマン

ヒ。カチュウの海底大冒険 6月27日 シネ9 喪服不倫黒足袋婦人 10月3日ロマン|

引き出しの中のフプレター 10月10日シネ6 桃尻パラダイスいんらん夢昇天 2月14日 ロマン 1

ヒ美人乳母挟の奥の・・-白い肌 9月1日ロマン や・り・ま・ん 1月3日 ロマン

人妻が燃えるクフス会 10月13日ロマン 八神康子熱い湿地帯 2月3日 ロマン

人妻投稿写真不倫撮り 9月22日 ロマン ヤ ヤッターマン 3月7日 シネ1

夫婦夜話さかり妻たちの欲求 11月14日ロマン 山形スクリーム 9月12日 キネ2

フプール 11月7日シネ6 やればスッキリ生尻娘 4月18日 ロマン

仏陀再誕 10月17日キネ1 幼女伝説セイレーンX 5月30日 ロマン

不灯港 10月17日キネ1
ヨ

ょがり妻 12月26日ロマン

プライド 3月28日キネ2 余命 2月7日 シネ9

フ
プラック会社に勤めているんだが、もう俺は限界かもしれ必い 11月21日シネ5 余命一ヶ月の花嫁 5月9日シネ8
ブリキュアオールスターズDXみんなともだち合奇跡の全員集合 3月20日シネ1 ノレ ルーキーズROOKIES 5月30日 シネ1

不倫ごっこ淫らに燃えた妻たち 4月7日 ロマン レイン・フォール雨の牙 4月25日シネ5

不倫の快楽奥さんが見ている 1月24日 ロマン
レ

恋極星 5月2日キネ1

ベイピィベイピィベイピィ! 5月23日シネ4 連続絶頂イキまくる女達 5月9日 ロマン
'̂' へプンズ・ドア 3月7日キネ2 連続暴姦 10月3日 ロマン

僕の初恋をキミに捧ぐ 10月24日 シネ3 ロ 60歳のフプレター 5月16日 シネ6

ポケモン3Dアドベンチャーミュウを探せ! 6月27日シネ9 若女将いんらん温泉宿 3月17日 ロマン

ホ ホッタフケの島遥と魔法の鏡 8月22日シネ7 若妻しげみの奥まで 4月7日 ロマン

ホノカアボーイ 3月14日シネ4 わたし出すわ 12月12日 キネ2

本番オーディションやられっぱなし 7月21日 ロマン
ワ

和風旅館のロシア女将女体盛り 6月30日 ロマン

曲がれ!スプ}ン 11月21日シネ7 和服エロス・蔵のなか淫蜜な関係 6月20日 ロマン

股ぐらを見せる女 9月12日 ロマン 和服のノーパン熟女裾から匂う毛 11月3日ロマン

ママダムレズこすり合う快感 6月9日 ロマン 笑う警官 11月14日シネ6

真夏のオリオン 6月13日シネ7 ONE PIECE fiImワンピースフイノレム STRONGWORLD 12月12日シネ1

マニア・レポート剃毛と征服 3月28日 ロマン ヨ.ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 8月15日キネ1

未亡人男と女がいいる限り・・・ 6月30日 ロマン 宮 歩いても歩いても 6月8日 キネ1
、、

未亡人女将真夜中の晴ぎ 6月9日ロマン 崎 昂ースバルー 6月6日 キネ1句、
映

未亡人下宿和服でノサ狂い 7月11日 ロマン 函 接吻 6月7日 キネ1

ム MWームウー u旦4日シネ6 祭 大丈夫であるように--Cocco終わらない旅 6月13日 オル7'
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