
帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　1月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
美少女戦士セーラームーン2 グランドシネマ 邦 東映 昼の部
蒼き伝説・シュート！（短篇） グランドシネマ 邦 東映 昼の部
おさわが！スーパーベビー（短篇） グランドシネマ 邦 東映 昼の部
河童 グランドシネマ 邦 ヘラルド 監督・石井竜也、夜の部

今そこにある危機 シネマアポロン 洋 UIP/パラマウント 夜の部
家なき子 テアトロポニー 邦 東宝 安達祐実、堂本光一
スピード キネマ館 洋 FOX 監督・ヤン・デ・ヴォン
34丁目の奇跡 キネマ館 洋 FOX
ゴジラＶＳスペースゴジラ キネマ2 邦 東宝
ネバーエンディング・ストーリー3 プリンス劇場 洋 東宝東和
酔拳2 プリンス劇場 洋 東宝東和 ジャッキー・チェン
ジュニア 帯広ミラノ座 洋 UIP/ユニバーサル 監督・アイバン・ライトマン

男はつらいよ・拝啓・車寅次郎様 帯広シネマ 邦 松竹 監督・山田洋次
釣りバカ日誌7 帯広シネマ 邦 松竹 監督・栗山富夫
インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア グランド～アポロン 洋 ＷＢ 監督・ニール・ジョーダン

NIGHT HEAD～ナイトヘッド～ プリンス劇場 邦 東宝 監督・飯田譲治
大失恋。 テアトロポニー 邦 東映 監督・大森一樹
ルビー・フルーツ テアトロポニー 邦
ターミナル・ベロシティ シネマアポロン 洋 ハリウッドＰ/ブエナ

Ｄ2・マイティダック シネマアポロン 洋 ブエナビスタ
四姉妹物語 キネ2～プリンス 邦 東宝
アイ・ラブ・トラブル プリンス劇場 洋 タッチストーン ジュリア・ロバーツ



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　2月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
ドロップ・ゾーン 帯広ミラノ座 洋 UIP/パラマウント 監督・ジョン・バダム
ナチュラル・ボーン・キラーズ グランドシネマ 洋 ＷＢ 監督・オリバー・ストーン
写楽 テアトロポニー 邦 松竹 監督・篠田正浩
フランケンシュタイン キネマ2 洋 トライスター 監督・ケネス・ブラナー
人妻密会・不倫がいっぱい（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
ザ・アダルト　性告白実話（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
いんらん家族　若妻・絶倫・熟女（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
ディスクロージャー シネマアポロン 洋 ＷＢ
マスク キネマ館 洋 ギャガ
新妻・真昼の暴行 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
変態・若妻責め 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
神代弓子　ザ・本番ペッティング（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　3月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
スペシャリスト（’95） グランドシネマ 洋 ＷＢ
ドラゴンボールＺ・復活のフュージョン！！悟空とベジータ テアトロポニー 邦 東映
SLAM DUNＫ・湘北最大の危機！燃えろ桜木花道 テアトロポニー 邦 東映
ママレード♡ボーイ（短篇） テアトロポニー 邦 東映 監督・山田洋次
ドラえもん・のび太の創世日記 キネマ2 邦 東宝 朝の部
2112年　ドラえもん誕生（中篇） キネマ2 邦 東宝 朝の部
フォレスト・ガンプ～一期一会～ シネマアポロン 洋 UIP/パラマウント 監督・ロバート・ゼメキス
ガメラ・大怪獣空中決戦 テアトロポニー 邦 大映/東宝 朝の部、監督・金子修介

夢大陸の子犬・クルタ（吹替え版） プリンス劇場 洋 ヘラルド
119 帯広シネマ 邦 監督・竹中直人
時の輝き 帯広ミラノ座 邦 松竹 監督・朝原雄三、高橋由美子

ベストキッド4 帯広シネマ 洋 松竹
ノー・エスケイプ 帯広シネマ 洋 松竹
スワン・プリンセス プリンス劇場 洋 コロンビア
すき（短篇） プリンス劇場 邦 コロンビア ドリカム　プロモーションビデオ

ETERNITY（短篇） プリンス劇場 洋 コロンビア ドリカム　プロモーションビデオ



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　4月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
Love Letter（’95） キネマ～キネ2 邦 ヘラルド/ヘラルドエース 監督・岩井俊二
リッチー・リッチ テアトロポニー 洋 ＷＢ 4/1～スペシャリ同時
レオン～狂暴な純愛～ グランドシネマ 洋 ヘラルド 夜の部、監督・リュック・ベッソン

本番夫婦・新婚ＶＳ熟年（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
濃密セックス・校内不倫（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
未亡人・喪服の悶え 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画、監督・瀬々敬久

スターゲイト プリンス劇場 洋 東宝東和 監督・ローランド・エメリッヒ

熟女スワップ・獣のように 帯広シネマ 邦 プロ鷹/新東宝映画 成人映画
痴漢電車・いやらしい行為（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
裏ビデオ本番・The Movie 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
ＪＭ キネマ館 洋 ギャガ／ヒューマックス キアヌ・リーブス
クレヨンしんちゃん・雲黒斎の野望 キネマ2 邦 東宝
人造人間ハカイダー（中篇） テアトロポニー 邦 東映 朝の部
超力戦隊オーレンジャー（中篇） テアトロポニー 邦 東映 朝の部
重甲ビーファイター（短篇） テアトロポニー 邦 東映 朝の部
激流 テアトロポニー 洋 UIP/ユニバーサル 夜の部、監督・Ｃ・ハンソン

ミルク・マネー テアトロポニー 洋 UIP/パラマウント 夜の部
マークスの山 帯広ミラノ座 邦 松竹 監督・崔洋一
マル生性体験　世にもみだらな女たち 帯広シネマ 邦 成人映画、詳細不明
ペッティング・レズ　性感帯（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画、監督・サトウトシキ

暴行魔・破る 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
ストリート・ファイター テアトロポニー 洋 コロンビア 監督・スティーブン・デ・スーサ

Sometime There（短篇） テアトロポニー 邦



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　5月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
アウト・ブレイク グランドシネマ 洋 ＷＢ 夜の部、監督・Ｗ・ペーターゼン

痴漢電車・エッチな下半身（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
痴漢電車・私感じるんです 帯広シネマ 邦 成人映画、詳細不明
美容師・下もかけます 帯広シネマ 邦 新東宝 成人映画
告発 キネマ館 洋 東宝東和
最新！！性風俗ドキュメント（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝映画 成人映画
新未亡人下宿 帯広シネマ 邦 成人映画、詳細不明
好色未亡人・夜まで待てない（中篇） 帯広シネマ 邦 国映/新東宝映画 成人映画
クイズ・ショー テアトロポニー 洋 ハリウッドＰ/ブエナ 夜の部、監督・Ｒ・レッドフォード

ネル キネマ2 洋 ヘラルド
コリーナ、コリーナ 帯広ミラノ座 洋 松竹富士 ウーピー・ゴールドバーグ

二人のロッテ 帯広ミラノ座 洋 松竹富士
痴漢電車OL篇・社内恋愛（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝映画 成人映画
痴漢電車人妻篇・奥様は痴女（中篇） 帯広シネマ 邦 新東宝映画 成人映画、監督・サトウトシキ

連続ONANIE・乱れっぱなし 帯広シネマ 邦 国映/新東宝映画 成人映画
ひめゆりの塔（’95） プリンス劇場 邦 東宝 監督・神山征二郎



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　6月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
e s シネマアポロン 邦 東宝 ミスチル　ドキュメンタリー

きけ、わだつみの声（’95） テアトロポニー 邦 東映
雲の中で散歩（’95） キネマ館 洋 FOX
死の接吻（’95） キネマ館 洋 FOX
リアリティ・バイツ 帯広ミラノ座 洋 UIP/パラマウント 監督・ベン・スティラー
星に想いを 帯広ミラノ座 洋 UIP/パラマウント

ウィンズ・オブ・ゴッド（’95） 帯広シネマ 邦 松竹
プレタポルテ グランド～アポロン 洋 ヘラルド 監督・ロバート・アルトマン

ルパンⅢ世・くたばれノストラダムス テアトロポニー 邦 東宝
レジェンド・オブ・フォール～果てしなき想い～ キネマ2 洋 トライスター
バットマン・フォーエヴァー グランド～アポロン 洋 ＷＢ 監督・ジョエル・シューマッチャー



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　7月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
若草物語（’95） シネマアポロン 洋 コロンビア
ダイ・ハード3 キネマ館 洋 FOX 監督・ジョン・マクティアナン

トイレの花子さん 帯広ミラノ座 邦 松竹 監督・松岡錠司
トムとジェリー/ハチャメチャ大騒動（短篇） 帯広ミラノ座 洋
学校の怪談 プリンス劇場 邦 東宝 監督・平山秀幸
ロブ・ロイ～ロマンに生きる男～ テアトロポニー 洋 UIP/UA
ドラゴンボールＺ・龍拳爆発！！悟空がやらねば誰がやる（中篇） グランドシネマ 邦 東映 昼の部
SLAM DUNＫ・吠えろバスケットマン魂！！花道と流川の熱い夏（中篇） グランドシネマ 邦 東映 昼の部
NINKU　忍空（短篇） グランドシネマ 邦 東映 昼の部
耳をすませば キネマ2 邦 東宝 監督・近藤喜文
On Your Mark（短篇） キネマ2 邦 東宝 監督・宮崎駿、チャゲアスのビデオクリップ

ケイティ（’95） グランドシネマ 洋 ＷＢ 夜の部
アポロ１３ シネマアポロン 洋 UIP/ユニバーサル 監督・ロン・ハワード
ポカホンタス キネマ2 洋 ブエナビスタ 夜の部
キャスパー テアトロポニー 洋 UIP/ユニバーサル

それいけ！アンパンマン・ゆうれい船をやつけろ！！ 帯広シネマ 邦 松竹富士
アンパンマンとハッピーおたんじょう日（中篇） 帯広シネマ 邦 松竹富士



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　8月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
ウォーター・ワールド グランドシネマ 洋 UIP/ユニバーサル 夜の部
ジャングル・ブック キネマ館 洋 ギャガ／ヒューマックス ディズニー映画
はじまりの冒険者たち／レジェンド・オブ・クリスタニア 帯広シネマ 邦 東映
スレイヤーズ（中篇） 帯広シネマ 邦 東映
アンネの日記（’95） キネマ2 邦 東宝
花より男子（’95） テアトロポニー 邦 東映 内田有紀、谷原章介
白鳥麗子でございます テアトロポニー 邦 東映 松雪泰子
イースト・ミーツ・ウエスト 帯広ミラノ座 邦 松竹/松竹富士 監督・岡本喜八
マイ・フレンド・フォーエバー 帯広シネマ 洋 松竹富士



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　9月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
ボーイズ・オン・ザ・サイド テアトロポニー 洋 ＷＢ 監督・ハーバート・ロス
ショーシャンクの空に キネマ2 洋 松竹富士 監督・フランク・ダラボン
マディソン郡の橋 グランドシネマ 洋 ＷＢ 監督・クリント・イーストウッド

ジャッジ・ドレッド（’95） キネマ館 洋 東宝東和 シルベスター・スタローン

レッド・ブロンクス キネマ館 洋 東宝東和 ジャッキー・チェン
ジム・キャリーはＭｒ.ダマー プリンス劇場 洋 ギャガ／ヒューマックス

君を忘れない テアトロポニー 邦 ヘラルド
静かな生活 キネマ2 邦 東宝 監督・伊丹十三
GONIN 帯広ミラノ座 邦 松竹 監督・石井隆、撮影・佐々木原保志



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　10月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
天守物語 キネマ2 邦 松竹 監督・阪東玉三郎
キャンプで逢いましょう グランド～ポニー 邦 大映/東宝 監督・和泉聖冶
藏 グランド～ポニー 邦 東映
ブレイブ・ハート プリンス劇場 洋 FOX 監督・メル・ギブソン
あした テアトロポニー 邦 東宝 夜の部、監督・大林宣彦

クリムゾン・タイド キネマ館 洋 ハリウッドＰ/ブエナ 監督・トニー・スコット
エイジアン・ブルー～浮島丸サコン～ キネマ2 邦 「エイジ～」全国配給委員会

コンゴ グランドシネマ 洋 UIP/パラマウント

バースデイプレゼント キネマ2 邦 東宝
光る眼 帯広ミラノ座 洋 UIP/ユニバーサル 監督・ジョン・カーペンター

ハンテッド（’95） 帯広ミラノ座 洋 UIP/ユニバーサル

人でなしの恋 帯広シネマ 邦 松竹



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　11月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
チャタレイ夫人の恋人（’95） プリンス劇場 洋 東宝東和 監督・ケン・ラッセル
黙秘 プリンス劇場 洋 東宝東和
恋人までの距離（ディスタンス） テアトロポニー 洋 東宝東和 監督・リチャード・リンクレイター

彼と彼女の第2章 テアトロポニー 洋 東宝東和 監督・ビリー・クリスタル
フレンチ・キス ポニー～アポロン 洋 UIP/日本ビクター

８月のメモワール 帯広ミラノ座 洋 UIP/ユニバーサル

鬼平犯科帳 帯広シネマ 邦 松竹
スピーシーズ～種の起源～ グランドシネマ 洋 UIP/ＭＧＭ
クイック＆デッド プリンス劇場 洋 トライスター 監督・サム・ライミ
バッドボーイズ プリンス劇場 洋 コロンビア 監督・マイケル・ベイ



帯広映画上映記録1995（平成7年）年　　12月

タイトル 劇場 邦/洋 制作/配給 備考
あなたが寝てる間に・・・ キネマ～プリンス 洋 ハリウッドピクチャー

サンタクローズ キネマ～プリンス 洋 デイズニーピクチャーズ

日本一短い母への手紙 テアトロポニー 邦 東映 監督・澤井信一郎
ゴジラＶＳデストロイア キネマ2 邦 東宝 監督・大河原孝夫
００７／ゴールデンアイ グランドシネマ 洋 UIP/UA
フォールームス シネマアポロン 洋 松竹富士
ショーガール キネマ館 洋 東宝東和 監督・ポール・ヴァーホーヴェン

サブリナ シネマアポロン 洋 UIP/パラマウント 12/23～「フォー～」同時
美少女戦士セーラームーンＳ テアトロポニー 邦 東映 昼の部
スペシャルプレゼント亜美ちゃんの初恋・セーラームーンSuper　S外伝（短篇） テアトロポニー 邦 東映 昼の部
あずきちゃん テアトロポニー 邦 東映 昼の部
ジェネレーションズ テアトロポニー 洋 UIP/パラマウント 夜の部
クルーレス テアトロポニー 洋 UIP/パラマウント 夜の部
９か月 キネマ2 洋 FOX 夜の部、監督・クリス・コロンバス

男はつらいよ・寅次郎紅の花 帯広ミラノ座 邦 松竹 監督・山田洋次
サラリーマン専科 帯広ミラノ座 邦 松竹 監督・朝原雄三
メモリーズ 帯広シネマ 邦 松竹 アニメ　オムニバス
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