
このリストは 2006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 宮崎ピカデリー ピカデ、 宮崎シネサロン サロン

宮崎ロマン ロマン 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 オルブ‘ライトホール オルブ

2006年封切一覧(外国映画)

作品名 上映日 上映館 作品名 上映日 上映館

ア アイス・エイジ2 4月22日 シネ3 ク グエムルー漢江の桂物一 9月2日 シネ9

愛と死の間で 11月18日 ピカデ ククーシュカ・フツプフンドの妖精 9月2日 キネ1

アガサ・クリスナイーの奥様は名探偵 12月16日 サロン グッドナイト&グッドフック 6月17日 キネ1

悪麗の棲む家 1月28日 シネ4 クフイング・フィスト 7月15日 キネ1

アサルト13ー要塞警察ー 2月18日 シネ6 クフツシュ 5月20日 ピ力デ

アメノナカノ青空 2月25日 サロン グレート・ビギン 5月13日 サロン

アメリカ、家族のいる風景 6月24日 ピカデ コ GOAL!ゴール!STEP!イングランドプレミアリーグの戦い 5月27日 シネ6

ある子供 4月8日 サロン サ THE MYTH/神話 3月18日 シネ6

アンジヱフ 5月13日 シネ6 ザ・センチネル/陰謀の星条旗 10月7日 シネ9

イ 家の鍵 9月9日 キネ1 サージェント・ペッパーぼくの友だち 9月9日 ピカプ

硫黄島からの手紙 12月9日 シネ3 サイレント，ヒル 7月8日 シネ6

イオーン・フフックス 3月11日 シネ7 サウンド・オブ・サンダー 3月25日 シネ4

イノセント・ボイス 12歳の戦場 7月1日 キネ2 Sad Movie(サッド・ムービー〉 11月11日 シネ6

イルマーレ 9月23日 シネ2 、ノ 七人のマツJ、!!!!!!! 2月18日 ピカデ

イン・トゥ・ザ・ブルー 2月11日 サロン 16ブロック 10月14日 シネ2

インサイド・マン 6月10日 シネ2 シャークボーイ&マグマガーjレ3-D 2月4日 シネ2

ウ ウインター・ソング 12月9日 シネ7 ジャーヘッド 2月11日 シネ7
ウオーク・ザ・フイン/君につづく道 2月18日 シネ2 シャーロットのおくりもの 12月23日 シネ4
ウォレスとグルミット野菜畑で大ピンチ! 3月18日 キネ2 ジャスミンの花開〈 9月23日 サロン

美しい人 12月16日 キネ1 シリアナ 3月4日 シネ7
美しい野獣 2月11日 キネ1 白パラの祈りーゾフィー・シヨル、最期の日々 6月3日 サロン

ウルトフヴァイオレット 6月24日 シネ3 心霊写真 7月22日 サロン

エ X-MENファイナルディシジョン 9月9日 シネ3他 ス ス-/'¥ーマンリターンズ 8月19日シネ4他

エミリー，ローズ 3月11日 シネ5 スタンドアップ 1月14日 シネ5

エフゴン/遺志を継ぐ者 12月16日 シネ6 スナップ!ステップ!スナップ! 7月22日 キネ2

エンバイヤー・オブ・ザ，ウルフ 2月4日 シネ9 スネーク、フフイト 10月21日 シネ7
オ 王と鳥 11月18日 サロン SPIR打 3月18日 シネ2

オープン・シーズン 12月9日 シネ6 セ 青春漫画~僕らの恋愛シナリオ~ 9月23日 ピカデ

オーメン 6月6日 シネ7 ソ ソウ3 11月18日 シネ5

オリバー・ツイスト 1月28日 シネ6 タ ダ・ヴインチ・コード 5月20日シネ3
力 力一ズ 7月1日 シネ7 ダイアモンド・イン・パフダイス 2月25日 シネ3

CHAOS力オス 12月23日 ピカプ タイフーン 4月8日 シネ2
力ポーナイ 10月14日 シネ4 太陽 12月2日 ピカデ

亀も空を飛ぶ 1月14日 サロン 007/カジノ・口ワイヤル 12月1日 シネ3
狩人と犬、最後の旅 10月14日 キネ1 タブロイド 5月6日 キネ2

キ 記憶の赫 12月16日 サロン 単騎、千里を走る 1月28日 シネ2
奇跡の夏 9月30日 サロン ダンサーの純情 7月29日 サロン

君とボクの虹色の世界 8月12日 サロン チ 父親たちの星条旗 10月28日 シ杢三ー
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つ 綴り字のシーズン 3月25日 ピカデ ホ 僕が9歳だったころ 6月17日 サロン

T デイジー 5月27日 シネ6 僕の、世界の中心は、君だ。 8月26日 シネ9

ナキサス・チェーンソーピギーング 11月11日 シネ5 僕の恋、彼の秘密 4月15日 サロン

デュエリスト 4月22日 ピカデ ぽくを葬る 7月1日 キネ1

天空の草原のナンサ 4月22日 ピカデ ポセイドン 6月3日 シネ7

|ト 灯台守の恋 3月25日 サロン ホテル'ルワンダ 6月3日 ピカ72

トゥモロー・ワールド 11月18日 シネ7 ポビーとディンガン 3月25日 キネ1

DOOM/ドウーム 4月1日 シネ3 ホワイト・プラネット 8月12日 サロン

トム・ヤム・クン! 5月27日 シネ9 マ マイアミ・バイス 9月2日 シネ7

トフンスポーター2 6月3日 シネ8 マサイMASAI 4月29日 サロン

トンケの蒼い空 4月1日 ピカデ マッチポイント 11月25日 キネ2

トンマツコルへょうこそ 10月28日 キネ2 マンダレイ 6月17日 サロン

ナ ナイト・オブ・ザ・ス力イ 2月18日 シネ7 句『・、、 M:i:ill 7月8日 シネ1

ナイロビの蜂 5月13日 シネ2 ミッドナイトムービー 9月23日 サロン|

ナチョ・リブレ覆面の神様 11月3日 シネ6 ミュンヘン 2月4日 シネ2

ナニー・マクフィーの麗法のステッキ 4月15日 シネ2 ミリオンス、 4月8日 キネ2 I 
ナルニア因物語/第1章:ライオンと魔女 3月4日 シネ1 メ メタルヘッドJ¥ンガーズジャーニー 11月4日 サロン|

南極物語 3月18日 シネ4 モ もぐらの宝物 2月4日 キネ1

一ニュー・ワールド 4月22日 シネ5 もしも昨日が選べたら 9月23日 シネ5 I 
ノ ノエJレ 1月28日 サロン 森のリトルギャング 8月12日 シネ7
J、ハードキャンディ 11月11日 ピカデ コー 夢駆ける馬ドリーマー 5月27日 シネ5

ハイジ 8月12日 キネ2 ヨ 歓びを歌にのせて 4月22日 キネ2 I 

パイバイ、ママ 8月5日 サロン フ フイアンを探せ! 12月16日 シネ9

ハ。イレーツ・オプ・カリビアン デッドマンス二チェス 7月22日 シネ2 RIZE/ライズ 4月15日 キネ1

バッシュメント 2月11日 サロン ラスト・デイズ 7月15日 サロン

J¥トJレフ 3月18日 サロン フンド・オブ・プレンナイ 2月11日 キネ2

春の日のクマは好きですか? 8月26日 サロン 1) 力道山 3月4日 シネ4

ヒ B型の彼氏 3月11日 ピカデ 理想の女 2月25日 キネ2

ヒストリー・オブ・バイオレンス 5月27日 サロン リトル・ランナー 7月1日 サロン

ピンク・パンサー 5月13日 シネ7 リバティーン 7月8日 ピカデ

フ ファイナル・デッドコースター 10月28日 ピカデ 玲玲の電影日記 10月21日 キネ1

ファイヤーウオール 4月1日 シネ4 Jし ルイーズに訪れた恋は・.. 12月30日 サロン

Vフォー・ヴ、エンデッタ 4月22日 シネ4 レ レジェント・オブ-ゾロ 1月21日 シネ9

胡同のひまわり 9月2日 サロン レディ・イン・ザ・ウォーター 9月30日 シネ1

フーリガン 12月9日 サロン RENT/レント 7月29日 ピカデ

ブライアン・ジョーンズストーンズから消えた男 9月9日 サロン 連理の枝 4月15日 シネ9

プライドと偏見 1月14日 シネ5 ロ ローズ・イン・タイドフンド 10月7日 キネ2

フフイトプラン 1月28日 シネ3 ワ ワールド・トレード・センター 10月7日 シネ3

プラダを着た悪魔 11月18日 シネ3 ワイルド・スピードX3TOKYO DRIFT 9月16日 シネ9

ブフック・ダリア 10月14日 シネ8 ワン・ラブ 11月11日 サロン

ブルートで朝食を -10月28日 サロン ，¥リと」ろど」ろ キネ1

ブルーフ・オブ・マイ・フイフ 1月14日 シネ6 宮 アワーミュージック キネ1

プレイキングニュース 3月11日 ピカ72 崎 スパングリッシュ太障の国から来たママのこと キネ1

ブロークパック・マウン7ン 4月29日 シネ2 映 T ouch the Sound キネ1

ブロークン・フフワーズ 6月17日 キネ2 画 小さな恋のスナップ キネ1

プロデューサーズ 4月8日 シネ4 祭 アクメッド王子の冒険 キネ1

PROMlSE/プロミス 2月11日 シネ9 眠れる森の美女 キネ1

^ へイブン~堕ちた楽園~ 11月18日 ピカデ 長靴をはいた猫 キネ1

ヘイフフワーとキルトシュー 2月4日 キネ1 世界 オルブ

ベルベット・レイン 1月14日 キネ2
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