
作品名 封切日 映画館名 作品名 封切日 映画館名

ア アイ・アム・ナンバー４ 7/9 シネ６ サ ザ・タウン 2/5 シネ７

愛する人 4/30 キネ２ ザ・ファイター 4/30 キネ２
アイルトン・セナ　～音速の彼方へ～ 1/8 キネ１ ザ・ライト　～エクソシストの真実～ 4/9 シネ２

悪魔を見た 2/26 シネ５ 再会の食卓 8/6 キネ２
アザー・ガイズ　俺たち踊るハイパー刑事！ 12/10 キネ２ さすらいの女神（ディーバ）たち 12/17 キネ２

アジャストメント 5/28 シネ７ ＳＯＭＥＷＨＥＲＥ 5/14 シネ６

アジョシ 9/17 シネ４ サンクタム 9/17 シネ８

アレクサンドリア 5/14 キネ２ サンザシの樹の下で 11/26 キネ２

アンストッパブル 1/8 シネ６ シ しあわせの雨傘 4/16 キネ１

アンチクライスト 3/12 キネ１ シャッフル２　エクスチェンジ 2/19 キネ１

イ イースターラビットのキャンディ工場 8/20 シネ６ シャンハイ 8/20 シネ４

1911 11/5 シネ４ １００，０００年後の安全 6/4 キネ１

イリュージョニスト 7/9 キネ１ 少年マイロの火星冒険記 4/23 シネ９

インモータルズ　神々の戦い 11/12 シネ８ シリアスマン 11/12 キネ２

ウ ウォール・ストリート 2/5 シネ２ シングルマン 1/22 キネ２

ウッドストックがやってくる！ 11/5 キネ２ 新少林寺 11/19 シネ３

エ 英国王のスピーチ 4/9 シネ８ 人生万歳！ 5/21 キネ２
Ｘ－ＭＥＮ　ファースト・ジェネレーション 6/11 シネ１ ス スーパー８ 6/25 シネ７

エリックを探して 3/12 キネ２ スカイライン　－征服－ 6/18 シネ１

エンジェル　ウォーズ 4/16 シネ６ スコット・ピルグリム　ＶＳ．邪悪な元カレ軍団 7/16 キネ２

オ お家をさがそう 11/19 キネ２ ストーン 2/12 キネ２

おじいさんと草原の小学校 8/27 キネ１ スパイキッズ４Ｄ：ワールドタイム・ミッション 9/17 シネ９

男たちの挽歌 2/19 キネ２ スプライス 2/26 キネ２

カ カーズ２ 7/30 シネ２ スマーフ 9/10 シネ９

隠された日記　母たち、娘たち 5/28 キネ２ セ 世界侵略：ロサンゼルス決戦 9/17 シネ７

彼女が消えた浜辺 3/12 キネ１ ソ ソウル・キッチン 8/27 キネ２

神々と男たち 7/23 キネ２ ソーシャル・ネットワーク 1/15 シネ７

カメリア　時にあらがう三つの物語 12/10 キネ１ 孫文の義士団 7/23 キネ１

ガリバー旅行記 4/16 シネ２ タ タンタンの冒険　ユニコーン号の秘密 12/3 シネ１

カンフー・パンダ２ 8/20 シネ４ チ ちいさな哲学者たち 11/12 キネ１

キ キックアス 2/12 シネ３ ツ ツーリスト 3/5 シネ２

キッズ・オールライト 8/20 キネ２ ツリー・オブ・ライフ 8/13 シネ５

君がくれた未来 3/26 キネ２ ト 塔の上のラプンツェル 3/12 シネ８

ク くまのプーさん 9/3 シネ６ トゥルー・グリット 5/7 シネ７

グリーン・ホーネット 1/22 シネ８ トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン 7/30 シネ８

クレアモントホテル 3/19 キネ２ ナ ナルニア国物語/第３章：アスラン王と魔法の島 2/26 シネ２

コ 恋とニュースの作り方 2/26 シネ６ ニ ニューイヤーズ・イブ 12/24 シネ６

ゴーストライター 12/31 キネ１ ネ ネッシーのなみだ 9/3 シネ６

ゴダール・ソシアリスム 6/25 キネ２ ハ ハーモニー　心をつなぐ歌 4/2 キネ２

木洩れ日の家で 9/3 キネ１ パイレーツ・オブ・カリビアン　生命の泉 5/21 シネ１

コンテイジョン 11/12 シネ６ 蜂蜜 11/5 キネ１
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このリストは２０１１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分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
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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 セントラルシネマ１ シネ１ セントラルシネマ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５ 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 

オルブライトホール オルブ 宮崎アートセンター アート     

 



作品名 封切日 映画館名 作品名 封切日 映画館名

ハ ハッピーフィート２ 11/26 シネ４ メ メアリー＆マックス 9/10 キネ２

パラノーマル・アクティビティ２ 2/11 シネ５ メッセージ　そして、愛が残る 1/29 キネ２

パラノーマル・アクティビティ３ 11/5 シネ４ モ モンスターズ/地球外生命体 9/10 キネ１

ハリー・ポッターと死の秘宝　Ｐａｒｔ２ 7/16 シネ１ ヤ ヤコブへの手紙 6/11 キネ２

ヒ ヒア　アフター 2/19 シネ４ ラ ライフ　いのちをつなぐ物語 9/3 シネ７

瞳の奥の秘密 1/8 キネ２ ランナウェイズ 7/9 キネ２

ＢＩＵＴＩＦＵＬ　ビューティフル 11/19 キネ１ リ リアルスティール 12/10 シネ１

ピラニア３Ｄ 9/24 シネ８ Ｒｉｃｋｙ　リッキー 4/9 キネ２

フ ファンタスティックＭｒ．ＦＯＸ 7/30 キネ１ リトルランボーズ 1/22 キネ１

フェアウェル　さらば、哀しみのスパイ 3/5 キネ１ レ ＲＥＤ/レッド 1/29 シネ６

冬の小鳥 1/8 キネ１ ワ ワイルド・スピード　ＭＥＧＡ　ＭＡＸ 9/24 シネ７

ブラック・スワン 5/14 シネ２ １８０°ＳＯＵＴＨ　ワンエイティ・サウス 5/7 キネ１

ブルー・バレンタイン 8/6 キネ１

ブンミおじさんの森 6/18 キネ１ カティンの森 7/3 キネ１

ホ 僕が結婚を決めたワケ 4/16 キネ２ 幸せの始まりは 7/2 キネ１

マ マイティ・ソー 7/2 シネ５ スプリング・フィーバー 7/3 キネ１

マネーボール 11/12 シネ７ 天安門、恋人たち 7/4 キネ１

ミ ミックマック 1/29 キネ１ ハーブ＆ドロシー　アートの森の小さな巨人 7/3 キネ１
ミッション：インポッシブル／ゴースト・プロトコル 12/17 シネ１ ブロンド少女は過激に美しく 7/2 キネ１

未来を生きる君たちへ 12/3 キネ２

作品名 封切日 映画館名 作品名 封切日 映画館名

ア 愛虐の館 4/2 ロマン お引越し 7/3 キネ１

あしたのジョー 2/11 シネ８ 女開業医　世間知らずな性癖 12/30 ロマン

あぜ道のダンディ 10/8 キネ１ 女痴漢捜査官　お尻で勝負！ 5/24 ロマン

兄嫁の肌は熱く甘く 10/18 ロマン 女痴漢捜査官２　バストで御用！ 10/8 ロマン

アブラクサスの祭 6/18 キネ２ カ 貝あわせ　こすれ合う股ぐら 6/14 ロマン

阿部定　－最後の七日間－ 9/17 ロマン カイジ２ 11/5 シネ２

アンダルシア　女神の報復 6/25 シネ１ 海賊戦隊ゴーカイジャーＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　空飛ぶ幽霊船 8/6 シネ５

アントキノイノチ 11/19 シネ３ 海炭市叙景 2/26 キネ１

アンフェア　ｔｈｅ　ａｎｓｗｅｒ 9/17 シネ１ 岳　－ガク－ 5/7 シネ８

イ 異常体験　いじくり変態汁 1/8 ロマン 家政婦がみた痴態　－お願い汚して－ 5/24 ロマン

一枚のハガキ 9/17 キネ１ （秘）ハイミス本番　艶やかな媚態 11/29 ロマン

一命 10/15 シネ９ （秘）バイブ責め　糸を引く痴悦 10/29 ロマン

犬とあなたの物語　いぬのえいが 1/22 シネ７ 神様のカルテ 8/27 シネ１

癒しの遊女　濡れ舌の蜜 7/26 ロマン 髪結い未亡人　むさぼる快楽 3/1 ロマン

淫行　見てはいけない妻の痴態 7/5 ロマン 仮面ライダー×仮面ライダー　フォーゼ＆オーズ　ＭＯＶＩＥ大戦　ＭＥＧＡＭＡＸ 12/10 シネ１

いんび快楽園　感じて 9/27 ロマン ＧＡＮＴＺ 1/29 シネ１

淫婦義母　エマニエル夫人 9/6 ロマン ＧＡＮＴＺ　ＰＥＲＦＥＣＴ　ＡＮＳＷＥＲ 4/23 シネ３

淫乱　ひだのおく 12/10 ロマン 官能団地妻 1/8 ロマン

淫乱Ｗナース　パイズリ治療 6/25 ロマン キ 奇跡 6/4 シネ７

ウ うさぎドロップ 9/24 シネ２ ク ぐしょ濡れ美容師　すけべな下半身 8/16 ロマン
うたってあそび「アンパンマンともりのたから」 8/13 キネ１ ケ 劇撮！　１５人のＯＮＡＮＩＥ 1/29 ロマン

うまれる 7/9 オルブ 劇場版　神聖かまってちゃん　ロックンロールが鳴り止まないっ 10/15 キネ１

売れ頃教師　濡れすぎたパンティ 11/8 ロマン 劇場版　戦国ＢＡＳＡＲＡ　－Ｔｈｅ　Ｌａｓｔ　Ｐａｒｔｙ 9/17 キネ２

エ 映画　怪物くん 11/26 シネ１ 劇場版　そらのおとしもの　時計じかけの哀女神 9/24 キネ２
映画　クレヨンしんちゃん　嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 4/16 シネ８ 劇場版　テニスの王子様　英国式庭球城決戦！ 12/17 キネ１

映画　けいおん！ 12/3 シネ３ 劇場版　忍たま乱太郎 3/12 シネ６
映画　スイートプリキュア♪とりもどせ！こころがつなぐ奇跡のメロディ♪ 10/29 キネ１ 劇場版ＮＡＲＵＴＯ　ブラッド・プリズン 7/30 シネ６
映画ドラえもん　新・のび太と鉄人兵団～はばたけ天使たち～ 3/5 シネ１ 劇場版イナズマイレブン　ＧＯ　究極の絆グリフォン 12/24 シネ３
ＳＲサイタマノラッパー２　～女子ラッパー☆傷だらけのライム～ 7/2 キネ１ 劇場版仮面ライダーＷＯＮＤＥＲＦＵＬ　将軍と２１のコアメダル 8/6 シネ５
SKE４８　３Ｄシネマライブ　Vol.１「制服の芽」公演２０１１ 2/26 シネ９ 劇場版マクロスＦ恋離飛翼　～サヨナラノツバサ～ 4/23 キネ１

ＳＰ　－革命編－ 3/12 シネ１ ゲゲゲの女房 2/5 キネ１

悦楽の性界　淫らしましょ！ 8/16 ロマン 獣になった人妻 4/2 ロマン

オ OL　金曜日の情事 12/30 ロマン 源氏物語　千年の謎 12/10 シネ６
大木家のたのしい旅行　新婚地獄編 9/3 キネ２ コ 高校デビュー 4/2 シネ５

大鹿村騒動記 7/16 キネ１ 好色長襦袢　若妻の悶え 11/29 ロマン
オーズ・電王・オールライダー　レッツゴー仮面ライダー 4/2 シネ２ ゴーカイジャー　ゴセイジャー　スーパー戦隊 6/11 シネ７

小川の辺 7/2 シネ９ ご近所エッチ　濡れ濡れの母たち 9/6 ロマン
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作品名 封切日 映画館名 作品名 封切日 映画館名

極道めし 12/17 キネ１ どすけべ夫婦－交換セックス－ 5/14 ロマン

コクリコ坂から 7/16 シネ２ DOG×POLICE　純白の絆 10/1 シネ２

腰巻本妻　丸裸の白襦袢 11/29 ロマン 隣の三姉妹　やりくらべ 3/12 ロマン
こちら葛飾区亀有公園前派出所ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ　勝どき橋を封鎖せよ！ 8/6 シネ４ 隣の女房　濡れた白い太股 3/22 ロマン

これでいいのだ！！　赤塚不二夫 4/30 シネ６ となりの人妻　熟れた匂い 12/10 ロマン

サ ザ・ＳＭ緊縛遊戯 2/8 ロマン トリコ　３Ｄ　開幕グルメアドベンチャー！！ 3/19 シネ８

ザ・緊縛 8/6 ロマン トリプル不倫　濡れざかり 12/20 ロマン

ザ・種馬 1/18 ロマン 奴隷飼育　変態しゃぶり牝 9/17 ロマン

ザ・痴漢教師４　制服を汚せ 10/8 ロマン とろける新妻　絶倫義父の下半身 8/16 ロマン

ザ・妊婦　不倫！多情！淫乱！ 12/20 ロマン ニ 日輪の遺産 8/27 シネ７

最新！！性風俗ドキュメント 10/18 ロマン ヌ 濡れまくる若い未亡人 8/27 ロマン

さや侍 6/11 シネ７ ネ ＮＥＣＫ　ネック 1/29 シネ２

サラリーマンＮＥＯ　劇場版（笑） 11/5 シネ５ ねっとり妻おねだり妻Ⅱ　夫に見られながら 12/10 ロマン

シ 幸せの太鼓を響かせて 7/9 キネ１ ノ 悩殺！！　セールスレディ　肉体勧誘 6/25 ロマン

ジーン・ワルツ 2/5 シネ６ ノーパン看護　白衣の下はスッポンポン 5/24 ロマン

潮吹き花嫁の性白書 4/12 ロマン ノーパン熟女　まくる長襦袢 10/29 ロマン

したくて、したくて、たまらない女 12/20 ロマン ハ ハードロマンチッカー 11/26 キネ１

質屋の若女将　名器貸し 2/19 ロマン 鋼の錬金術師　嘆きの丘（ミロス）の聖なる星 7/2 シネ２

実写版　忍たま乱太郎 7/23 シネ３ 花と蛇３ 5/3 ロマン

熟女ソープ　突きぬけ発射 7/16 ロマン 母と娘　濡れまくら 5/3 ロマン

熟妻交尾　下心のある老人 3/1 ロマン 早く起きた朝は… 6/25 シネ５

少女たちの羅針盤 8/13 キネ２ はやぶさ/HAYABUSA 10/1 シネ７

女囚７０１号　さそり外伝 12/30 ロマン パラダイス・キス 6/4 シネ９

ス 好きのも女房　ハメ狂い 11/19 ロマン 阪急電車　片道１５分の奇跡 6/18 シネ２

ステキな金縛り 10/29 シネ３ ヒ ヒーローショー 7/3 キネ１

スマグラー　おまえの未来を運べ 10/22 シネ５ 美脚教師　開いて悶絶 5/14 ロマン

セ 性愛婦人　淫夢にまみれて 7/16 ロマン 美尻エクスタシー　白昼の穴快楽 2/8 ロマン

性交エロ天使　たっぷりご奉仕 1/18 ロマン 人妻　いんらんな私 1/8 ロマン

セイレーンＸＸＸ　魔性の快楽 3/12 ロマン 人妻１３人乱交Ｐ 4/12 ロマン

セカンドバージン 9/24 シネ２ 人妻恥女　ノーパン便所 5/3 ロマン

セクハラ女上司　パンスト性感責め 6/14 ロマン 人妻と愛人　不倫ハメ覗き 7/26 ロマン

ＳＥＸ相談　恥女の股ぐら 2/8 ロマン 人妻派遣　熟乱義母と発情息子 2/19 ロマン

ソ それいけ！アンパンマン　すくえ！ココリンと奇跡の星 8/13 キネ１ 人妻暴行　色情飼い 3/22 ロマン

タ 太平洋の軌跡－フォックスと呼ばれた男－ 2/11 シネ２ 人妻旅行　しっとり乱れ貝 11/8 ロマン

多感な制服　むっちり潤い肌 3/22 ロマン 白夜行 1/29 シネ８

ダブルＥカップ完熟 11/8 ロマン フ ふたたびswing　me　again 1/8 キネ２

ダンシング・チャップリン 6/11 キネ１ プリキュアオールスターズＤＸ３　未来に届け　世界をつなぐ☆虹色の花 3/19 キネ１

探偵はＢＡＲにいる 9/10 シネ４ プリンセス　トヨトミ 5/28 シネ２

チ 痴漢！未亡人下宿　その指が止まらない 6/14 ロマン ｆｒｉｅｎｄｓ－フレンズ－もののけ島のナキ 12/17 シネ８

痴漢教師３　制服の匂い 4/23 ロマン ヘ 変態暴行　甘い絶叫 8/27 ロマン

痴漢電車　グッショリ濡らして 6/25 ロマン 変態本番　炎の女体鑑定人 9/27 ロマン

痴漢電車　とろける夢タッチ 8/27 ロマン ホ 僕と妻の１７７８の物語 1/15 シネ８

痴漢の指先　やめないで 7/5 ロマン 僕らは世界を変えることができない。Ｂｕｔ．Ｗｅ　ｗａｎｎａ　ｂｕｉｌｄ　ａ　ｓｃｈｏｏｌ　ｉｎ　Ｃａｎｂｏｄｉａ． 9/24 キネ１

超過激　淫らな浴室 7/16 ロマン ポケットモンスター　－黒き英雄ゼクロム－ 7/16 シネ４

超スケベ民宿　極楽ハメ三昧 2/19 ロマン ポケットモンスター　－白き英雄レシラム－ 7/16 シネ８

ツ 津軽百年食堂 5/21 キネ２ 星守る犬 6/11 シネ９

冷たい熱帯魚 5/28 キネ２ 星を追う子ども 8/6 キネ１

艶剣客 6/4 ロマン マ マイ・バック・ページ 5/28 シネ４

艶剣客２　クノー色洗脳 11/19 ロマン 毎日かあさん 2/5 シネ４

ツレがうつになりまして。 10/8 シネ６ マザーウォーター 3/5 シネ１

テ Ｄｅａｒ　Ｇｉｒｌ　Ｓｔｏｒｉｅｓ 2/12 キネ１ 真昼の切り裂き魔 10/29 ロマン
手塚治虫のブッダ　－赤い砂漠よ！美しく－ 5/28 シネ６ まほろ駅前多田便利軒 6/11 キネ２

天国からのエール 12/3 キネ１ 豆富小僧 4/30 シネ４

デンデラ 6/25 キネ５ 漫才ギャング 3/19 シネ２
天装戦隊ゴセイジャーＶＳシンケンジャー　エピックon銀幕 1/22 シネ８ ミ 三十路同窓会　なまなましい不倫妻 7/5 ロマン

ト とある飛空士への追憶 11/19 キネ２ 三十路の女　巨乳はじける 11/19 ロマン

どいつもこいつも　みんな好きもの 3/1 ロマン 淫ら姉妹　生肌いじり 4/23 ロマン

東京公園 11/5 キネ２ 未亡人　男と女がいる限り… 9/27 ロマン
ＤＯＣＵＭＥＮＴＡＲＹ　ＯＦ　ＡＫＢ４８　to　be　continued 2/11 シネ９ 未亡人銭湯　おっぱいの時間ですよ！ 3/12 ロマン

どすけべ女社長　未亡人の性欲 10/18 ロマン 見られてもえた姉夫婦 1/18 ロマン



作品名 封切日 映画館名 作品名 封切日 映画館名

メ 名探偵コナン　沈黙の１５分（クォーター） 4/16 シネ１ うまれる 7/9 オルブ

モ もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの「マネジメント」を読んだら 6/4 シネ４ ＳＲサイタマノラッパー２　～女子ラッパー☆傷だらけのライム～ 7/2 キネ１

モテキ 9/24 シネ４ お引越し 7/3 キネ１

森聞き 5/28 キネ１ ヒーローショー 7/3 キネ１

悶絶！！未亡人サロン 6/4 ロマン

ヤ や・り・ま・ん 5/14 ロマン 宇宙ショーへようこそ 12/27 キネ１

ヨ 夜明けの街で 10/8 シネ７ うっかりペネロペ 12/23 アート

酔いがさめたら、うちに帰ろう。 2/12 キネ１ Ｔｈｅ　Ｗｏｎｄｅｒ　Ｈｏｓｐｉｔａｌ 12/23 アート

洋菓子店コアンドル 3/26 キネ１ フミコの告白 12/23 アート

八日目の蝉 4/30 シネ８ マインド・ゲーム 12/23 キネ１

欲望の海　義母を犯す 8/6 ロマン 緑子／ＭＩＤＯＲＩＫＯ 12/24 キネ１

四十路後家　情交おもらし痴態 8/6 ロマン 四畳半神話体系 12/25 キネ１

四十路寮母　男の夜這い床 6/4 ロマン 連句アニメーション「冬の日」 12/26 キネ１

ラ ランウェイ☆ビート 3/19 シネ２ わからないブタ 12/23 アート

凌辱！　白衣を剥ぐ 7/26 ロマン

レ レイルウエイズ　愛を伝えられない大人たちへ 12/3 シネ６ アンダンテ　～稲の旋律～
聯合艦隊司令長官　山本五十六　－太平洋戦争７０年目の真実－ 12/24 シネ３ 学校をつくろう
恋情乙女　ぐっしょりな薄毛 4/23 ロマン 神代即今（かみよそくいま）
連続絶頂　イキまくる女達 9/6 ロマン 口蹄疫その後２０１１春
連続暴行犯　熟れ妻狩り 4/12 ロマン コマジサシはいま

ロ 老人と和服の愛人　秘密の夜這い部屋 1/29 ロマン さぁ　のはらへいこう
ロック　－わんこの島－ 7/23 シネ７ 寒川「私はここで暮らしたい」

ワ ワイルド７ 12/24 シネ７ ３．１１　ターニングポイント
若い男に狂った人妻 1/29 ロマン 自問
若妻　巨乳でご奉仕 9/17 ロマン 地球交響曲　ガイアシンフォニー　第七番

若妻と熟年　指と言葉責め 4/2 ロマン つみきのいえ
わさお 3/5 シネ６ 天孫降臨ヒムカイザー
和服義母　通夜に息子と 10/8 ロマン 冬の日
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥワンピース　３Ｄ　麦わらチェイス 3/19 シネ８ ミツバチの羽音と地球の回転

ゆらゆら

宮
崎
映
画
祭

メ
デ
ィ
ア
芸
術
祭

自
主
映
画


	2011封切り一覧

