
作品名 上映日 上映館 作品名 上映日 上映館

ア アーサーとミニモイの不思議な国 9月22日 シネ６ サ サム～SOME～ 11月17日 サロン
アイ・アム・レジェンド 12月15日 シネ１ さらば、ベルリン 9月22日 シネ５
愛するときに話すこと 12月1日 サロン サン・ジャックへの道 8月4日 サロン
アドレナリン 9月15日 ピカデ サンキュー・スモーキング 1月30日 サロン
あなたになら言える秘密のこと 2月10日 シネ５ サンシャイン２０５７ 4月14日 シネ９
アポカリプト 6月16日 シネ９ 幸せのちから 1月27日 シネ２
あるいは裏切りという名の犬 4月21日 キネ２ 幸せのレシピ 9月29日 シネ２

イ インベージョン 10月20日 シネ６ Gガール　破壊的な彼女 2月10日 シネ４

ウ ウォンタクの天使 11月17日 サロン 地獄の変異 2月17日 サロン

エ AVP２　エイリアンズVS.プレデター 12月28日 シネ２ シッコ 10月13日 シネ９
エコール 1月13日 サロン シ 上海の伯爵夫人 4月7日 ピカデ
エディット・ピアフ　愛の讃歌 9月29日 ピカデ １３/ザメッティ 6月9日 サロン

オ 王の男 1月13日 シネ９ 守護神 2月10日 シネ８
オーシャンズ１３ 8月11日 シネ７ 主人公は僕だった 5月19日 シネ９
オール・ザ・キングスメン 4月7日 シネ２ シュレック３ 6月30日 シネ２
オーロラ 5月26日 サロン ショートバス 10月27日 キネ２
億万長者の初恋 3月17日 サロン 女帝　エンペラー 6月2日 シネ２

カ 角砂糖 12月1日 サロン 人生は、奇跡の詩 3月31日 サロン
かちこみ！ドラゴン・タイガー・ゲート 5月12日 シネ８ 親密すぎるうちあけ話 2月10日 サロン
合唱ができるまで 5月12日 サロン スクリーミング・マスターピース 10月13日 サロン
ガン＆トークス 7月7日 キネ２ ス スケッチ・オブ・フランク・ゲーリー 9月1日 サロン

キ 消えた天使 9月15日 サロン スターダスト 10月27日 シネ９
傷だらけの男たち 9月1日 ピカデ ステップ・アップ 3月17日 シネ６
奇跡の朝 2月24日 サロン スパイダーマン３ 5月1日 シネ３
キングダム　見えざる敵 10月13日 シネ３ ３００（スリー・ハンドレッド） 6月9日 シネ８
キング罪の王 3月31日 サロン 世界最速のインディアン 2月3日 シネ６

ク グアンタナモ　僕たちが見た真実 5月19日 ピカデ セ 絶対の愛 9月29日 サロン
クィーン 4月21日 ピカデ セプテンバーテープ 1月13日 ピカデ
グッド・シェパード 10月20日 シネ８ ソウ４ 11月17日 シネ４
クリムト 3月10日 サロン ソ ゾディアック 6月16日 シネ６

ケ 敬愛なるベートーヴェン 1月20日 キネ１ それでも生きる子供たちへ 9月29日 キネ１
毛皮のエロス 9月29日 サロン ダーウィンの悪夢 4月14日 サロン

コ ゴーストライダー 3月3日 シネ４ タ ダイ・ハード４．０ 6月30日 シネ２他

GOAL！２ 5月26日 シネ２ 大帝の剣 4月7日 シネ６
呉清源　極みの棋譜 11月17日 ピカデ 大統領暗殺 12月1日 キネ１
今宵、フィッツジェラルド劇場で 5月12日 キネ１ 題名のない子守唄 12月15日 キネ２

サ ザ・シンプソンズ　MOVIE 12月15日 シネ５ TAXI④ 8月25日 シネ２他

サーフズ・アップ 12月15日 シネ８ ダフト・パンク・エレクトロマ 7月28日 サロン

チ チ・ジニ×ムン・ソリ　女教授 11月24日 サロン ホ ボーン・アルティメイタム 11月10日 シネ９

厨房で逢いましょう 10月6日 キネ１ 墨攻 2月3日 シネ９

長江哀歌 12月29日 キネ１ ボビー 3月3日 シネ７

ツ ツォツィ 8月18日 ピカデ ボラッド　栄光ﾅﾙ国家ｶｻﾞﾌｽﾀﾝのためのｱﾒﾘｶ文化学習 7月7日 サロン

テ ディスタービア 11月10日 シネ７ ホリデイ 3月24日 シネ５

ディパーテッド 1月20日 シネ１ ボルベール<帰郷> 8月18日 キネ１

手紙 12月15日 サロン マ マーダーボール 1月13日 ピカデ

デジャブ 3月17日 シネ５ マイティ・ハート/愛と絆 11月23日 シネ７

デス・プルーフinグラインドハウス 9月1日 シネ８ 街のあかり 12月1日 キネ２

ト トランスフォーマー 8月4日 シネ７他 魔笛 10月27日 サロン

ドリームガールズ 2月17日 シネ８ マリー・アントワネット 1月20日 シネ８

ナ ナイトミュージアム 3月17日 シネ３ ミ ミス・ポター 9月15日 シネ６

ナショナル・トレジャー　リンカーン暗殺者の日記 12月21日 シネ３ ミスターロビン 12月1日 サロン

夏物語 1月27日 ピカデ メ めぐみ　引き裂かれた家族の３０年 1月20日 キネ２
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ナンバー２３ 11月23日 シネ６ モ モーツァルトとクジラ 4月28日 サロン

ハ パーフェクト・ストレンジャー 9月29日 シネ２ モーテル 12月1日 シネ７

バイオハザードⅢ 11月3日 シネ３ モンスター・ハウス 1月13日 シネ７

パイレーツ・オブ・カリビアン　ワールドエンド 5月26日 シネ１ ユ ユア・マイ・サンシャイン 2月17日 ピカデ

拍手する時に去れ 11月24日 サロン ヨ 善き人のためのソナタ 6月9日 サロン

ハッピーフィート 3月17日 シネ７ 夜の上海 9月22日 キネ２

初雪の恋　ヴァージン・スノー 5月12日 サロン ラ ラストキング・オブ・スコットランド 4月28日 サロン

パフューム　ある人殺しの物語 3月3日 シネ６ ラッキーナンバー７ 1月13日 シネ６

バベル 4月28日 シネ２ ラッシュアワー３ 8月25日 シネ９

パリ、ジュテーム 4月28日 キネ１ ラブいぬベンジー　はじめての冒険 1月6日 ピカデ

ハリー・ポッターと不死鳥の騎士団 7月21日 シネ１ ラブソングができるまで 4月21日 シネ５

パンズ・ラビリンス 12月1日 キネ１ リ リーピング 5月19日 シネ５

ハンニバル・ライジング 4月21日 シネ２ リトル・ミス・サンシャイン 3月17日 ピカデ

ヒ 卑劣な街 12月1日 サロン リトル・レッド　レシピ泥棒は誰だ！？ 12月1日 ピカデ

フ ファンタスティック４　銀河の危機 9月22日 シネ２ ル ルイスと未来泥棒 12月22日 シネ４

不都合な真実 3月17日 キネ１ レ レストレス－中天－ 12月15日 サロン

フライ・ダディ 6月30日 サロン レッスン 10月13日 サロン

ブラインド・サイト～小さな登山者たち～ 10月20日 キネ１ レミーのおいしいレストラン 7月28日 シネ８

ブラックブック 6月16日 ピカデ 恋愛睡眠のすすめ 7月21日 キネ１

ブラッド・ダイヤモンド 4月7日 シネ８ ロ ローグ・アサシン 10月6日 シネ７

プラネット・テラーinグラインドハウス 9月22日 シネ６ ロッキー・ザ・ファイナル 4月21日 シネ４

フランシスコの２人の息子 6月30日 キネ１ ワ 私たちの幸せな時間 11月17日 キネ１

ブリッジ 9月15日 キネ１ スキャナー・ダークリー 6月9日 キネ１

ブレイブ　ワン 10月27日 シネ８ ママの遺したラブソング 6月9日 キネ１

プレステージ 6月9日 シネ９ 麦の穂をゆらす風 6月9日 キネ１

ヘ ヘアスプレー 10月20日 シネ１ イン・ザ・スープ 6月10日 キネ１

ベオウルフ－呪われし勇者たち－ 12月1日 シネ６
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