
帯広映画上映記録1988（昭和63）年　　1月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
007/リビング・デイ・ライツ グランドシネマ 洋 UIP/UA
007のすべて（短編） グランドシネマ 洋
ニューヨーク東8番街の奇跡（’87） シネマアポロン 洋 UIP/ユニバーサル

インナースペース テアトロポニー 洋 ＷＢ 監督・ジョー・ダンテ
ビーバップ・ハイスクール4～高校与太郎狂騒曲～ 帯広東映 邦 東映
はいからさんが通る 帯広東映 邦 東映 南野陽子
バタリアン2 キネマ館 洋 東宝東和
ドン松五郎の大冒険 キネマ館 邦 東宝東和
ゴルフ夜明け前 プリンス劇場 邦 東宝
さよならの女たち プリンス劇場 邦 東宝 監督・大森一樹
あぶない刑事 グランドシネマ 邦 東映
七福星 グランドシネマ 洋 東映 監督・サモ・ハン・キンポー

待ち濡れた女 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画、中村晃子
小林ひとみの令嬢物語 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
桃尻ハードラブ・絶頂志願 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
マルサの女2 プリンス劇場 邦 東宝 監督・伊丹十三
男はつらいよ・寅次郎物語 テアトロポニー 邦 松竹 監督・山田洋次
女咲かせます テアトロポニー 邦 松竹 監督・森崎東
花園の迷宮 帯広東映 邦 東映
天山回廊 キネマ館 洋 東宝東和
パラダイム キネマ館 洋 東宝東和 監督・ジョン・カーペンター

中沢慶子ＶＳ高樹陽子・ダブル　オーガズム（中篇） 帯広にっかつ 邦 オフィスコウワ/にっかつ 成人映画
聖女ペッティング（中篇） 帯広にっかつ 邦 ユープロダクション/にっかつ 成人映画
スペシャルONANIE 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画



帯広映画上映記録1988（昭和63）年　　2月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
帝都物語 シネマアポロン 邦 東宝 監督・実相寺昭雄
源氏物語 キネマ館 邦 ヘラルド
海辺のホテルにて キネマ館 洋 ヘラルドエース カトリーヌ・ドヌーブ
い・ん・び 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
制服くずし 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
ナマ本番・同棲（中篇） 帯広にっかつ 邦 フィルムシティ/にっかつ 成人映画
ロボコップ（’88） グランドシネマ 洋 オライオン 監督・ポール・ヴァーホーヴェン

サンタリア～魔界怨霊～ グランドシネマ 洋 オライオン マーティン・シーン
危険な情事 テアトロポニー 洋 UIP/パラマウント

大災難～P.T.A～ テアトロポニー 洋 UIP/パラマウント 監督・ジョン・ヒューズ
スケバン刑事・風間三姉妹の逆襲 帯広東映 邦 東映
皇家戦士 帯広東映 洋 東映 2/11～/19
禁じられた妖星／トレイシー・ローズ 帯広にっかつ 洋 ニューセレクト 成人映画
檻の中の欲しがる女たち 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画、監督・すずきじゅんいち

花と蛇・究極縄調教 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
スーパーマン4・最強の敵 キネマ館 洋 東北新社/松竹富士 監督・シドニー・Ｊ・フーリー

死霊のはらわたⅡ キネマ館 洋 松竹富士 監督・サム・ライミ
ロックよ静かに流れよ プリンス劇場 邦 東宝 監督・長崎俊一
少年武道館（中篇） プリンス劇場 邦 東宝 ジャニーズライブ



帯広映画上映記録1988（昭和63）年　　3月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
ザ・裏モデル 帯広にっかつ 邦 成人映画、詳細不明
乙女の挑発パンティー 帯広にっかつ 邦 新東宝 成人映画
過激ONANIE 帯広にっかつ 邦 新東宝 成人映画
ラストエンペラー シネマアポロン 洋 松竹富士 監督・ベルナルド・ベルトリッチ

ドラえもん・のび太のパラレル西遊記 キネマ館 邦 東宝
エスパー魔美・星空のダンシングドール（中篇） キネマ館 邦 東宝
ウルトラＢ・ブラックホールからの独裁者Ｂ・Ｂ！！（短篇） キネマ館 邦 東宝 3Ｄ
ビックリマン・第１次聖魔大戦（中篇） 帯広東映 邦 東映
レディレディ！！（’88）（短編） 帯広東映 邦 東映
仮面ライダーBLACK（’88）（短篇） 帯広東映 邦 東映
聖闘士星矢・神々の熱き戦い（中篇） 帯広東映 邦 東映
機動戦士ガンダム・逆襲のシャア グランドシネマ 邦 朝のみ
フルメタルジャケット グランドシネマ 洋 ＷＢ 監督・スタンリー・キューブリック

エルム街の悪夢3・惨劇の館 グランドシネマ 洋 ＷＢ
ラブストーリーを君に テアトロポニー 邦 東映 監督・澤井信一郎
零幻道士3～キャンシーの七不思議～ プリンス劇場 洋 東宝東和
長くつ下ピッピの冒険物語 プリンス劇場 洋 東宝東和
うれしはずかし物語 帯広にっかつ 邦 にっかつ Ｒ15、監督・東陽一
猫のように 帯広にっかつ 邦 にっかつ Ｒ15、監督・中原俊



帯広映画上映記録1988（昭和63）年　　4月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
菊池エリ・巨乳責め 帯広にっかつ 邦 ローリング21/にっかつ 成人映画、監督・廣木隆一

冴島奈緒・アクメ記念日 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
河合奈保　か・い・か・ん 帯広にっかつ 邦 成人映画
ビッグタウン テアトロポニー 洋 松竹富士 監督・フランシス・Ｆ・コッポラ

ジミー/さよならのキスもしてくれない テアトロポニー 洋 松竹富士
肉体の門（’88） 帯広東映 邦 東映
火垂るの墓（’88） プリンス劇場 邦 東宝 監督・高畑勲
となりのトトロ プリンス劇場 邦 東宝 監督・宮崎駿
サイクロンＺ キネ～プリンス 洋 東宝東和 ジャッキー・チェン
トップドッグ キネ～プリンス 洋 東宝東和 バイクレースのドキュメント

痴漢電車・さわって出勤 帯広にっかつ 邦 新東宝 成人映画
痴漢と制服 帯広にっかつ 邦 新東宝 成人映画
痴漢電車・指で点検 帯広にっかつ 邦 新東宝 成人映画
ウォール街 グランドシネマ 洋 FOX 監督・オリバー・ストーン
ブロード・キャスト・ニュース グランドシネマ 洋 FOX
太陽の帝国 シネマアポロン 洋 ＷＢ 監督・スティーブン・スピルバーグ

ダンサー テアトロポニー 洋 松竹富士 監督・ハーバート・ロス
ウィーズ テアトロポニー 洋 松竹富士 ニック・ノルティ
超新星フラッシュマン・大逆転！タイタンボーイ！！（中篇） 帯広東映 邦 東映



帯広映画上映記録1988（昭和63）年　　5月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
箱の中の女2 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
お元気クリニック・立って貰います 帯広にっかつ 邦 獅子プロ/にっかつ 成人映画
シンデレラエクスタシー・黒い瞳の誘惑 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
追いつめられて（’87） テアトロポニー 洋 ＷＢ ケビン・コスナー
マネキン テアトロポニー 洋 ＷＢ アンドリュー・マッカーシー

フライング・飛翔 帯広東映 邦 東映
愛人妻・あぶない情事 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
ナ・ン・パ 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
メイク・ラブ　女体クルージング 帯広にっかつ 邦 ホビーライフ/にっかつ 成人映画
海へ～See You～ キネマ館 邦 東宝 高倉健
ゾンビ伝説 グランド～ポニー 洋 UIP／ユニバーサル

ドラグネット～正義一直線～ グランド～ポニー 洋 UIP／ユニバーサル ダン・エイクロイド・トム・ハンクス

遠い夜明け テアトロポニー 洋 UIP／ユニバーサル 監督・リチャード・アッテンボロー

死海殺人事件 キネマ館 洋 ヘラルド
ウー・ウー・キッド キネマ館 洋 ヘラルド 監督・フィル・アルデン・ロビンソン



帯広映画上映記録1988（昭和63）年　　6月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
椿姫（’88） シネマアポロン 邦 松竹 監督・朝間義隆
橋 シネマアポロン 邦 松竹
SEXYダイナマイト・マドンナのしずく 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
聖熟女 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画、監督・廣木隆一

姉妹・凌辱（中篇） 帯広にっかつ 邦 にっかつ 成人映画
極道渡世の素敵な面々 帯広東映 邦 東映 監督・和泉聖冶
ツーフィンガー鷹 帯広東映 洋 東映 ユン・ピョウ
誰かに見られてる キネマ館 洋 コロンビア 監督・リドリー・スコット
ハモンド家の秘密 キネマ館 洋 トライスター/コロンビア ダドリー・ムーア
シシリアン（’88） シネマアポロン 洋 松竹富士 監督・マイケル・チミノ
窓・ベッドルームの女 シネマアポロン 洋 松竹富士 監督・カーティス・ハンソン

ランボー3～怒りのアフガン～ プリンス劇場 洋 東宝東和 シルベスター・スタローン

ビッグショット プリンス劇場 洋 東宝東和
敦煌 キネマ館 邦 東宝 監督・佐藤純彌
ポルターガイスト3～少女の霊に捧ぐ～ グランドシネマ 洋 UIP/MGM
スペースボール グランドシネマ 洋 UIP/MGM 監督・メル・ブルックス



帯広映画上映記録1988（昭和63）年　　7月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
またまたあぶない刑事 テアトロポニー 邦 東映
ふたりぼっち テアトロポニー 邦 東映
噛む女 ロッポニカ帯広 邦 ロッポニカ 帯広にっかつ改め、監督・神代辰巳

メロドラマ ロッポニカ帯広 邦 ロッポニカ
フランテック シネマアポロン 洋 ＷＢ 監督・ロマン・ポランスキー

影なき男 シネマアポロン 洋 ＷＢ Ｓ・ポワチエ、Ｔ・ベレンジャー

ヘルレイザー 帯広東映 洋 東映クラシック 7/7～極道同時、夜の部

ビックリマン・無縁ゾーンの秘宝（中篇） 帯広東映 邦 東映
ドラゴンボール・摩訶不思議大冒険（中篇） 帯広東映 邦 東映
闘将！！拉麺男（短篇） 帯広東映 邦 東映
仮面ライダーBLACK・恐怖！悪魔峠の怪人館（短篇） 帯広東映 邦 東映
マリリンに逢いたい グランド～ポニー 邦 松竹富士
人喰族 ロッポニカ帯広 洋 日活
人間解剖島　ドクター・ブッチャー ロッポニカ帯広 洋 日活
ウィロー シネマアポロン 洋 UIP/MGM 監督・ロン・ハワード
ころがし涼太・激突！モンスターバス ロッポニカ帯広 邦 ロッポニカ 監督・黒澤直輔
ブレイクアウト・行き止まりの挽歌 ロッポニカ帯広 邦 ロッポニカ 監督・村川透
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タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
プレシディオの男たち グランドシネマ 洋 UIP/パラマウント 監督・Ｐ・ハイアムズ、Ｓ・コネリー

クロコダイルダンディ2 グランドシネマ 洋 UIP/パラマウント

ダウンタウンヒーローズ テアトロポニー 邦 松竹 マリリン同時、監督・山田洋次

ビーバップ・ハイスクール～高校与太郎音頭～ 帯広東映 邦 東映 監督・那須博之
菩提樹（’88） 帯広東映 邦 東映 南野陽子
優駿～ORACION～ キネマ館 邦 東宝 監督・杉田直道
九龍の眼～クーロンズ・アイ～ プリンス劇場 洋 東宝東和 監督・ジャッキー・チェン
ピラミッドの彼方に プリンス劇場 邦 東宝東和
スリーメン＆ベビー テアトロポニー 洋 タッチストーン 監督・レナード・ニモイ
ポリスアカデミー5～マイアミ特別勤務～ テアトロポニー 洋 ＷＢ
ジェラシーゲーム ロッポニカ帯広 邦 8/20～/26
徳川の女帝・大奥 ロッポニカ帯広 邦 ロッポニカ 成人映画
悪徳の栄え（’88） ロッポニカ帯広 邦 ロッポニカ 成人映画、監督・実相寺昭雄
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タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
疵 帯広東映 邦 東映 監督・梶間俊一、陣内孝則

いこかもどろか プリンス劇場 邦 東宝 明石家さんま、大竹しのぶ

ビッグ シネマアポロン 洋 FOX 監督・ペニー・マーシャル

グレートブルー シネマアポロン 洋 FOX 監督・リュック・ベッソン
ピーターパン グランドシネマ 洋 再映、’55.3月
ミッキーの巨人退治（短篇） グランドシネマ 洋 ＷＢ
レッドブル キネマ～プリンス 洋 東宝東和 監督・Ｗ・ヒル、A・シュワルツェネッガー

アナザーウェイ～Ｄ機関情報～ キネマ～プリンス 邦 原作・西村京太郎
小林ひとみの本性 シネマアポロン 邦 ミリオン 成人映画、監督・廣木隆一

びんかん シネマアポロン 邦 成人映画、詳細不明
いんらんパフォーマンス夫婦 シネマアポロン 邦 ミリオン 成人映画、監督・代々木忠

幼女伝説’88 ロッポニカ帯広 邦 ロッポニカ
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タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
ダーディーハリー5 グランドシネマ 洋 ＷＢ クリント・イーストウッド
さよならゲーム グランドシネマ 洋 オライオン ケビン・コスナー
華の乱 帯広東映 邦 東映 監督・深作欣二
マザーテレサ グランドシネマ 洋 ジョイパック/ギャガ ドキュメント
グッドモーニング・ベトナム シネマアポロン 洋 タッチストーン 監督・バリー・レビンソン
ビッグビジネス シネマアポロン 洋 タッチストーン 監督：ジム・エイブラムス

パンダ物語 キネマ～プリンス 邦 東宝
シェイクダウン ロッポニカ帯広 洋 ヘラルド 監督・Ｊ・グリッケンハウス

恋とゲームと4人組 ロッポニカ帯広 洋 ヘラルド
リボルバー ロッポニカ帯広 邦 ロッポニカ 監督・藤田敏八
バカヤロー！・「私怒ってます」 シネマアポロン 邦 松竹
ステイゴールド シネマアポロン 邦 松竹 深津絵里
ムーンウォーカー テアトロポニー 洋 東宝東和 マイケル・ジャクソン
タッカー キネマ館 洋 東宝東和 監督・フランシス・Ｆ・コッポラ

旅立ちの時 キネマ館 洋 東宝東和 監督・Ｓ・ルメット、Ｒ・フェニックス
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タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
アキラ ロッポニカ帯広 邦 東宝 監督・大友克洋
ぼくらの7日間戦争 グランドシネマ 邦 東映 監督・菅原比呂志、宮沢りえ

花のあすか組！ グランドシネマ 邦 東映 監督・崔洋一、つみきみほ

フライトナイト2・バンパイヤの逆襲 シネマアポロン 洋 トライスター
第7の予言 シネマアポロン 洋 トライスター デミ・ムーア
怪盗ルビィ プリンス劇場 邦 東宝 監督・和田誠、小泉今日子

怪盗ジゴマ～音楽篇～（短篇） プリンス劇場 邦 東宝 監督・和田誠
ヤングガン テアトロポニー 洋 ベストロン
レンタ・コップ テアトロポニー 洋 ベストロン バート・レイノルズ
姐御 帯広東映 邦 東映
モモ（吹替え版） ロッポニカ帯広 洋 ヘラルド



帯広映画上映記録1988（昭和63）年　　12月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
ロジャーラビット グランドシネマ 洋 タッチストーン 監督・ロバート・ゼメキス
キャント・バイ・ミー・ラブ キネマ館 洋 ジョイパック パトリック・デンプシー
ビートルジュース テアトロポニー 洋 ＷＢ 監督・ティム・バートン
張り込み（’87） テアトロポニー 洋 ＷＢ 監督・Ｊ・バダム、Ｒ・ドレイファス

孔雀王 プリンス劇場 邦 東宝東和 三上博史
特攻サンダーボルト ロッポニカ帯広 洋 ヘラルド
死霊の受胎 ロッポニカ帯広 洋 ヘラルド 香港映画
星の王子ニューヨークへ行く シネマアポロン 洋 UIP/パラマウント 監督・ジョン・ランディス
三人のゴースト シネマアポロン 洋 UIP/パラマウント 監督・リチャード・ドナー
ふ・し・ぎ・なBABY キネマ館 邦 東宝 光GENJI
・・・これから物語 キネマ館 邦 東宝
ビーバップ・ハイスクール～高校与太郎完結篇～ 帯広東映 邦 東映 監督・那須博之
恋子の毎日 帯広東映 邦 東映 監督・和泉聖冶、長山洋子

マック ロッポニカ帯広 洋 ヘラルド
トムとジェリー（短篇） ロッポニカ帯広 洋
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