ピンク映画業界の歴史をプレイバック

1963年
名もなき成人映画たちが
ピンク映画になった瞬間
関孝二監督、沼尻真奈子主演の女ター
ザン映画『情欲の洞窟』
（63）を取材し
た内外タイムス文化芸能部の記者・村
井実が、
“ピンク映画”
という呼称を考
案。それまで一般的な言葉がなく、
“お
色気映画”などと呼ばれていた独立プ
ロ系成人映画の作品群が、この造語
によって一種のジャンルとして成立
することとなった。

1963年
ピンク界の巨匠・若松孝二
『甘い罠』
で監督デビュー
若松孝二が『甘い罠』
（63）で監督デ
ビュー。以後、反骨精神にあふれる
先鋭的かつ力強い作風でヒット作を
量産し、ピンク映画界に多大な影響
を与えた。その作家性も次第に認知
されはじめ、
『壁の中の秘事』
（65）
がベ
ルリン国際映画祭に正式出品される
が、国内ではこの作品の上映を、
“国
辱”
と問題視する騒動が起きた。

年間製作本数が200本超え
ピンクの黄金時代が始まる
渡辺護監督が『あばずれ』
（65）で、山
本晋也監督が『狂い咲き』
（65）でデ
ビュー。この頃から配給チェーン網
が形成され始め、年間製作本数も200
本を超える。翌66年には、若松プロ
出身の大和屋竺、足立正生らも監督
デビューを果たし、時代の風潮を反

木俣堯喬 浅川洋子、真湖道代、青山美沙
8月25日 セクシープラン
小川欽也 辰巳典子、杉夕子、祝真理
9月1日 ハレンチ乙女 秘態くずし
レオニシムラ 祝真理
9月29日 浮気の四角関係
小川欽也 林美樹、東祐里子、杉夕子
10月6日 みだらな受胎
木俣尭喬 青山ミサ、一星ケミ、浅川洋子
10月27日 性獣
小川欽也 祝真理、辰巳典子、杉夕子
11月3日 獣欲の取引き
小川欽也 辰巳典子、島江梨子、林美樹
11月24日 牝蜂の欲情
小川欽也 東祐里子、瀬川ルミ、白川和子
12月1日 処女性交換
木俣尭喬 香取環、白川和子、谷身知子

公開年：昭和46年
（1971年）
1月3日 金髪 裸の女王蜂
小川欽也 リサ・バットラー、美矢かほる
1月3日 絶倫千一夜
小川欽也 白川和子、乱孝寿、杉夕子
1月9日 初体験の絶叫
レオ・ニシムラ 小島マリ、青山ミサ
1月 女子大生男泣かせ
品川照二 千原和加子、高鳥和子
1月 オールカラー ㊙おんな天国
沢賢介 乱孝寿、川村冬子、杉村久美
2月2日 邪淫の抱擁
木俣堯喬 香取環、谷身知子、浅川洋子
2月9日 不倫恥帯
小川欽也 林美樹、白川和子、宝井京子
2月 危険な遊び
佐々木元 高鳥和子、青山美沙、瀬川ルミ
2月 女高生の性知識
渡辺護 高見由紀、朝美映子
2月 オールカラー さわり魔
梅沢薫 林美樹、相原香織、千原和加子
2月 しつこいのが大好き
新藤孝衛 珠瑠美、小島マリ、高鳥和子
3月2日 好色痴女
木俣尭喬 珠瑠美、谷身知子、小島マリ
3月9日 偽処女乱行
小川欽也 小城かほり、宝井京子、林美樹
3月 まだ行かないの
沢賢介 藤沢ナナ、小島マリ、藤ひろ子
3月 激しい愛戯
渡辺護 杉村久美、高見由紀、千原和加子
3月 現代寝わざくらべ
新藤孝衛 谷身和子、川村冬子、青山美沙
4月 牝猫の泣声
（なきごえ）
加奈沢史郎 相原香織、島江梨子、宝井京子
4月 女子大生好色狩り
小川欽也 林美樹、東ゆり、島江梨子
4月 オールカラー 好色夫婦
佐々木元 真湖道代、大月麗子、杉村久美
4月 オールカラー 素肌が濡れるとき
梅沢薫 真湖道代、相原香織、泉ユリ
4月 女教師の戯れ
佐々木元 島江梨子、白川和子、東祐里子
4月 ㊙おさわり専科
品川照二 真理野恵美、川村冬子、瀬川ルミ
4月 オールカラー 妻の浮気 夫の浮気
沢賢介 珠留美、瀬川ルミ、相原香織
4月 オールカラー 性と女の物語
江藤謙吉 川村冬子、香取環、青山美沙
5月 女のSEX男の性
小川欽也 杉村久美、島江梨子、柏木リサ
5月 オールカラー 妻と夫の交換
小川欽也 白川和子、瀬川留美、林美樹
5月 桃色探訪カー・ホテル
沢賢介 青山美沙、藤ひろ子、宮本圭子
5月 オールカラー 夜の生態
佐々木元 白川和子、東祐里子、泉ユリ
5月 色布団
稲尾実 高見由紀、小城かほり、旗くるみ
6月 欲情する思春期娘
小川欽也 祝真理、林美樹、東祐里子

3月4日 女色の悦楽
小川欽也 二条朱美、美矢かほる、乱孝寿
3月4日 濡れた乳房
小川欽也 林美樹、珠瑠美、中原かほる
4月1日 性の回転
小川欽也 二条朱美、美矢かほる、乱孝寿
4月8日 肉欲の争奪
小川欽也 林美樹、二条朱美、珠瑠美
4月29日 お産と避妊
小川欽也 二条朱美、林美樹
4月29日 めす猫の性
小川欽也 二条朱美、相原香織、辰巳典子
5月27日 色欲のおとし穴
小川欽也 二条朱美、林美樹、中原かほる
6月3日 狙われた濡れ肌
小川欽也 二条朱美、相原香織、美矢かほる
6月10日 禁じられた濡れ事師
葉山隣 星リナ、相原香織、大杉久美
7月1日 草むらの情痴
小川欽也 二条朱美、丘恵美、浅見ユカ
7月15日 処女暴露
小川欽也 二条朱美、白川和子、乱孝寿
7月22日 狂走情死考
若松孝二 武藤洋子、吉沢健、戸浦六宏
7月29日 引き裂かれた女高生
鹿島洋 一星ケミ、相原香織、白川和子
8月5日 女肉狂い責め
武田有生 二条朱美、辰巳典子、邦かほり
9月2日 生娘悶絶
小川欽也 二条朱美、美矢かほる、乱孝寿
9月9日 処女スターに三人の夫あり
小川欽也 二条朱美、辰巳典子
9月30日 セックスの群がり
小川欽也 辰巳典子、二条朱美、祝真理
10月7日 肉体の罠
小川欽也 二条朱美、美矢かほる、乱孝寿
10月28日 情欲の虜
小川欽也 二条朱美、辰巳典子、美矢かほる
11月4日 乳房狂乱
二宮二郎 辰巳典子、麻紀れい子、二条朱美
11月25日 深夜の野獣
糸文弘 さくら路代、亜利沙マキ、市原魔子
12月2日 セックス旅行
小川欽也 二条朱美、白川和子、相原香織
12月9日 肉欲の抜け穴
鹿島洋 邦かほり、珠瑠美、星リカ

公開年：昭和45年
（1970年）
1月3日 性
（セックス）
の解放
小川欽也 二条朱美、白川和子、祝マリ
1月3日 牝？おす？両性？
小川欽也 辰巳典子、美矢かほる、林美樹
2月3日 H（エッチ）
経験
小川欽也 美矢かほる、林美樹、真湖道代
2月10日 女体断絶
木俣堯喬 相原香織、青山美沙、柊陽子
3月3日 女子寮情痴図
小川欽也 林美樹、辰巳典子、乱孝寿
3月10日 色欲の野獣
木俣尭喬 白川和子、相原香織、川村冬子
3月31日 乳房解禁
小川欽也 二条朱美、美矢かほる、乱孝寿
4月7日 肉体の歓喜
太田邦康 谷ナオミ、祝真理、千月のり子
4月28日 女性と性病
小川欽也 辰巳典子、立花悦子、美矢かほる
5月5日 凌辱の谷間
木俣堯喬 一星ケミ、相原香織、青山ミサ
5月26日 性魂
小川欽也 美矢かほる、佐原知美、青山ミサ
6月2日 性欲の交換
安芸敬三 辰巳典子、浅川洋子、沢井ミカ
6月30日 女の異状変質
小川欽也 辰巳典子、美矢かほる、二条朱美
7月14日 金髪のうめき
秋田大作 ダナ・ケイ、紅真知子、乱孝寿
7月28日 覗かれた痴女乱行
小川欽也 美矢かほる、東裕里子、杉夕子
8月4日 危険な女沼

小川欽也 光陽子、谷ナオミ
10月3日 性犯
小川欽也 井上幸子、林美樹、鶴岡八郎
10月28日 女体残虐図
酒匂真直 谷ナオミ、林美樹、藤ひろ子
12月1日 めすオスの本能
小川欽也 松井康子、清水世津、谷ナオミ

公開年：昭和43年
（1968年）
1月3日 性本能と結婚
小川欽也 谷ナオミ、井上幸子、大月礼子
1月3日 媚体
村上伸 原あけみ、中条真由美、葉山ひろみ
1月31日 悪女乱行
小川欽也 谷ナオミ、林美樹、長岡丈二
1月31日 肉魔
岸信太郎 桂奈美、辰巳典子、山吹ゆかり
3月2日 処女強奪
小川鉄也 林美樹、辰巳典子、谷ナオミ
3月2日 獣欲の女
松原次郎 檜みどり、清水世津、葉山ひろみ
3月26日 セックス
小川鉄也 桂奈美、立花瑛子、乱孝寿
3月26日 ○号夫人の告白より 好色秘話
片岡均 林美樹、富士千波
4月27日 お産と梅毒
小川欽也 石川美紀、イロナケント、檜みどり
4月27日 女の手さばき
村上伸 秋川玲子、辰巳典子、相原香織
5月28日 怪談バラバラ幽霊
小川鉄也 秋川玲子、林美樹、清水世津
6月4日 女の色欲
三樹英樹 谷ナオミ、辰巳典子
6月29日 純処女調べ
小川欽也 橘桂子、新川リサ、谷ナオミ
6月29日 情欲女のあやまち
新藤孝衛 秋川玲子、島美奈子、伊吹恵子
7月9日 真昼の抱擁
片岡均 相原香織、辰巳典子
7月30日 女体の泥沼
向山勝人 橘桂子、清水世津、林美樹
7月30日 女子学生性の迷路
小川鉄也 辰巳典子、大月麗子
8月9日 性のハレンチ
レオニシムラ マリータミヤ
8月31日 変態女
小川欽也 新久美子、浜村久美
8月31日 情痴のしげみ
都築葉之助 清水世津、林美樹、祝真理
9月17日 色情診断
片岡均 橘桂子、秋川玲子、一星ケミ
10月1日 生理と妊娠
小川鉄也 橘桂子、清水世津、真湖道世
10月1日 処女解禁
都築葉之助 乱孝寿、林美樹、秋川玲子
10月11日 肉体手形
岸信太郎 谷ナオミ、浜夏子、祝真理
11月2日 好色マンション ㊙室
小川欽也 林美樹、秋川玲子、ハニーレイス
11月2日 トルコブロ夜ごとの情熱
小川欽也 中原かほる、乱孝寿、真湖道代
11月26日 処女の弱点
片岡均 広瀬朱美、珠瑠美
12月3日 欲情のうずまき
小川欽也 林美樹、花木かほり、水上リサ
12月3日 多角関係
小川欽也 中原かほる、辰巳典子、祝真理
12月24日 疵もの女体
片岡均 中条真由美、珠瑠美、峰吟子
12月31日 性の女獣
小川欽也 二条朱美、中原かほる、清水世津
12月31日 女王蜂乱行
小川欽也 ジーナ・リー、美矢かほる、林美樹

公開年：昭和44年
（1969年）
2月4日 犯された牝たち
都築葉之助 二条朱美、中原かほる、林美樹
2月4日 処女・性の目覚め
小川欽也 二条朱美、辰巳典子、美矢かほる

公開年：昭和37年
（1962年）
2月27日
小林悟
4月26日
小林悟

肉体の市場
香取環、扇町京子
不完全結婚
木元健太、香取環、一条美矢子

公開年：昭和38年
（1963年）
4月18日 性の変則
小林悟 扇町京子、鳴門洋二

公開年：昭和39年
（1964年）
10月20日 性と生殖の神秘
小林悟
（記録映画）

公開年：昭和40年
（1965年）
3月7日 雌・めす・牝
小川欽也 内田高子、九爾さと子、高橋憲三
4月27日 黒・白・黒？
小川欽也 内田高子、一条ゆかり、里見孝二
6月29日 色欲のもつれ
小川欽也 扇町京子、酒勾真直、水原リエ
7月27日 性
（さが）
に泣く女
小川欽也 高尾ゆり、有川二郎、香名木瞳
8月31日 痴情の密漁
小川欽也 美矢かほる、里見孝二、村上美重
11月2日 強烈な情事
小川欽也 扇町京子、美矢かほる、橘桂子
11月23日 夜ごとの牝猫
小川欽也 城山路子、飛鳥公子、高橋憲三

公開年：昭和41年
（1966年）
1月3日 女王蜂の欲情
小川欽也 内田高子、美矢かほる
1月15日 処女遍歴
村上 行 西朱美、竹原あこ、奈加公子
2月22日 肌が知っている
黒川文男 可能かず子、牧和子、飛田八郎
3月1日 嵐の女体
小川欽也 美矢かほる、竹原あこ、宇津木浩
3月22日 うまず女
渡辺護 丘百合子、香取環
4月26日 女子学生が見た
宮口圭 藤川亜紀、西朱美
5月3日 二股かける女
向井寛 内田高子、中山哲生
5月17日 のたうち
渡辺護 新高恵子、可能かづ子、飛鳥公子
6月28日 欲望の異常者
小川鉄也 扇町京子、新久美子、里見孝二
7月12日 絶品の女
渡辺護 新高恵子、左京未知子、岡本弘子
8月23日 女子大生の抵抗
渡辺護 林美樹、谷口朱里、可能かづ子
8月30日 あなたの留守に
小川欽也 新高恵子、桂奈美、清水世津
10月4日 禁じられた乳房
小川欽也 新高恵子、左京未知子、浜裕子

公開時期不明
非行少女の日記
松原次郎 山仲渓子、月ひろみ

公開年：昭和42年
（1967年）
1月3日 妊娠と性病
小川欽也 谷口朱里、東邦子
2月28日 禁断の情事
小川欽也 美矢かほる、辰巳典子
3月28日 花の色道
小川欽也 火鳥こづえ、岩田里音、相原香織
4月30日 現代女性医学
小川欽也 辰巳典子、谷ナオミ、原桃代
5月31日 生首情痴事件
小川欽也 火鳥こづえ、高月絢子、泉ユリ
6月24日 若い刺激
武田有生 泉ユリ、辰巳典子、小柳リカ
8月1日 性の三悪
小川欽也 谷ナオミ、滝リエ、林美樹
9月2日 女子大生の禁じられた花園

………①

1965年

6月 性のしずく
江藤謙吉 杉村久美、真理野恵美
6月 女の急所教えます
関孝二 早坂くるみ、小城かほり、アラン瞳
6月 偽産婦人科医
秋山駿 真湖道代、白川和子
6月 女子学生のフリーセックス
小川欽也 島江梨子、祝真理
6月 痴情パラダイス
都築葉之助 杉村久美、青山美沙、乱孝寿
7月 肉欲の花開く
小川欽也 杉村久美、乱孝寿、東祐里子
7月 女子大生性の成熟
新船澄孝 河村冬子、谷身知子、浅川洋子
7月 指と舌
門前忍 東祐里子、乱孝寿、小城かほり
7月 エロ事師の愛戯
品川照二 一星ケミ、島江梨子、浅川洋子
7月 性教育肌あわせ
佐々木元 一星ケミ、青山美沙、宮本圭子
7月 欲情
姿良二 二条朱美、杉夕子、美矢かほる
8月 異常性態
武田有生 谷ナオミ、朝美映子、沖サトミ
8月 女体公害
小川欽也 林美樹、乱孝寿、瀬川ルミ
8月 ポルノの女女子学生 セックス百態
小川欽也 白川和子、宝井京子、杉村久美
8月 抜群
（ぐんばつ）
の味
島田恵三 藤ひろ子、宝井京子、島江梨子
8月 初夜ひらく
稲尾実 千原和加子、旗くるみ、東祐里子
8月 性の炎情
佐々木元 高見由紀、乱孝寿、泉ユリ
8月 エロ百科 脱ぎくらべ
都築葉之助 杉村久美、林美樹
9月 性魔
武田有生 一星ケミ、千原和加子、上原アキ
9月 主婦のための寝教育
門前忍 真湖道代、淀君江、藤ひろ子
9月 セックス・セールス
沢賢介 真湖道代、谷身知子、青山美沙
9月 肉の取引き はめ手
木俣堯喬 谷身和子、佐原智美、瀬川ルミ
9月 乱れた痴態
小川欽也 瀬川ルミ、林美樹、乱孝寿
10月 オールカラー 世界セックス大全集
沢賢介 ドナ・ケイ、
白川和子、
リサー・パットラー
10月 男狂い女蕩らし
佐々木元 真湖道代、青山美沙、杉村久美
10月 新妻の性体験
小川欽也 杉村久美、林美樹、淀君江
10月 主婦の生態調書 夜の演技
渡辺護 林美樹、東祐里子、淀君江
10月 処女開花
秋山駿 杉村久美、瀬川ルミ、宝井京子
10月 好色男性狩り
小川欽也 東祐里子、杉村久美、宝井京子
10月 性の求道者
秋山駿 真湖道代、宮下順子、浅川洋子
11月 好色グループ
佐々木元 香取環、真湖道代、青山美沙
11月 女高生のうめき
小川欽也 林美樹、瀬川ルミ、高見ユキ
11月 ポルノ的告白 官能の少女
稲尾実 林美樹、東祐里子、大芝かほり
11月 エロだらけの人生
秋山駿 谷身知子、小島マリ、大月麗子
11月 咬みつかれた ハマグリ坊主
関孝二 高見由紀、大芝かほり、沖さとみ
11月 暴行魔
小林悟 杉村久美、青山美沙、宝井京子
12月 オールカラー 色情狂騒曲
八田徳衛 菅みどり、小松サリー、大芝かほり
12月 抱いて教えて 性と行動
新船澄孝 山路昇子、浅川洋子、杉村久美
12月 未亡人の性典
秋山駿 小島マリ、泉ユリ、浅川洋子

大蔵映画 黎明期 プログラムリスト

PINK MOVIE
HISTORY

映した反体制色の濃い作品も登場。
ピンク映画の黄金期が築かれる。

※本リストは大蔵映画に現存する資料を元に作成しました。
特に1960年代の作品などは不完全な箇所もありますのでご了承ください。
※公開月、タイトル
（1行目）
、監督、出演者
（2、3行目）
の順で掲載
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ピンク映画業界の歴史をプレイバック

1971年
日活ロマンポルノが誕生
ピンク映画界の才能流出も
倒産の危機に瀕していた日活が起死
回生をはかり“日活ロマンポルノ”を
スタート。第１作
『団地妻 昼下りの情
事』
（71）には当時人気絶頂のピンク女
優・白川和子が起用された。撮影所シ
ステムの強みを活かし、神代辰巳や
田中登ら名匠が傑作を連発したロマ
ンポルノは、実はピンクの人材を奪
う巨大資本でもあった。

1972年
高橋伴明が監督デビュー
圧倒的支持を獲得する
渡辺護、山本晋也らが築いたピンク
の黄金時代を受け継ぐ監督・高橋伴明
が『婦女暴行脱走犯』
（72）でデビュー。
いったん映画界を離れるものの、若
松プロに出入りするようになり『非
行記録 少女売春』
（76）で再デビュー。
その後50本以上のピンク映画を量産
し『TATOO＜刺青＞あり』
（82）からは
一般映画にも進出する。

日活ロマンポルノに対抗し
製作費１億円の大作を製作
低予算とはいえ、ピンク映画とは比
較にならない規模の資本や人材を持
つ日活ロマンポルノ。人気の高まり
と共に大作なども製作するように
なった。そんなロマンポルノに対抗
すべく、大蔵映画が製作費１億円を
かけ『人類の性典』
（73）を製作。小川

公開年：昭和50年
（1975年）
1月 ㊙香港セックス基地
沢賢介 小島麻理、宮圭子、菅みどり
1月 キングオブセックス アニマル 牝群と性獣王
三川和久 デビー・モンロー 真湖道代
1月 お伝色ざんげ
佐々木元 谷ナオミ
1月 三人の浮気妻
影山明文 茜ゆう子、宮圭子、椿じゅん
2月 毒婦性絵巻 実録お梅色ごよみ
佐々木元 大月麗子、志摩京子
2月 青春の性戯
佐々木元 宮亜紀子、小杉じゅん、菅みどり
2月 東西性豪色くらべ
関孝二 小島真理、小杉じゅん、泉ユリ
2月 肉体開花
三川和久 泉ユリ、南ゆき、宮亜紀子
3月 飢えた牝猫
影山明文 茜ゆう子、南ゆき、丘ヒトミ
3月 鬼神のお松色狂い 実録性絵巻
佐々木元 真湖道代、仁科鳩美
3月 トルコボーイ
沢賢介 茜ゆう子、小川美樹、志摩京子
4月 性戦夫婦交換
渡辺護 志摩京子、菅みどり、椿じゅん
4月 華麗な浮気夫人
佐々木元 桜マミ、浅川彩、石橋和子
4月 ㊙淫慾ホテル
関孝二 小島麻理、小杉じゅん、茜ゆう子
4月 禁断性愛の歌
梅沢薫 谷ナオミ、東てる美、志摩京子
5月 旅枕好色女開道
佐々木元 南ゆき、小杉じゅん、浅川彩
5月 色情狂い妻
渡辺護 藍めぐみ、小川美樹、木大月くるみ
5月 性・仁義
影山明文 茜ゆう子、浅川彩、小川美樹
5月 夜の長崎濡れた性
沢賢介 藍めぐみ、小島麻理、岡ミチル
6月 女狩り道中記
佐々木元 東祐里子、小杉じゅん、茜ゆう子
6月 性乱三姉妹
梅沢薫 東祐里子、小杉じゅん、仁科鳩美
6月 女子学生と性獣
影山明文 茜ゆう子、水木ユリ、木大月くるみ
6月 情痴の争奪
関孝二 茜ゆう子、小島マリ、小杉じゅん
7月 情慾秘図
三川和久 大原恵子、南ゆき、乱孝寿
7月 女の絶頂
渡辺護 茜ゆう子、月丘恵子、志摩京子
7月 金色性魔
影山明文 大原恵子、泉ユリ、北沢めぐみ
7月 浮気夫婦の性合戦
沢賢介 茜ゆう子、小川美樹、木大月くるみ
8月 女の性玩具
影山明文 小川美樹、大原恵子、南ゆき
8月 私は好きな女
稲尾実 茜ゆう子、小川美樹、東祐里子
8月 強姦夫人と青カン夫人
三川和久 南ゆき
8月 セックス秘伝
関孝二 東祐里子、南ゆき、桜マミ
9月 肉慾のるつぼ
渡辺護 茜ゆう子、桜マミ、宮圭子

関孝二 北見マヤ、泉ユリ、城モニカ
1月 洸惚の代理妻
影山明文 岡田綾子、津田和世、真湖道代
2月 女子寮のセックス体験
小川卓寛 くるみ夏子、真湖道代
2月 ㊙パンマ性感地帯
沢賢介 青山リマ、小杉じゅん、友川ゆかり
2月 恍惚のおとし穴
渡辺護 谷ナオミ、青山リマ
2月 好色性教育
影山明文 宮圭子、泉ユリ
3月 別れの性
渡辺護 谷ナオミ、松原えり子、青山美沙
3月 失神の快楽
佐々木元 東祐里子、青山美沙、国分二郎
3月 人妻セックス開眼
影山明文 宮圭子、西条マリ、島京子
3月 女湯淫情記
関孝二 小杉じゅん、泉ユリ、東祐里子
4月 淫蕩女子大生
小川卓寛 青山美沙、桜マミ、真湖道代
4月 快感の闘い
関孝二 東祐里子、小杉じゅん、鹿島あぐり
4月 性艶乱舞
渡辺護 松原えり子、三国阿子、北川玲子
4月 浮気百態
影山明文 宮圭子、泉ユリ、島京子
5月 淫情金髪狂乱
小川卓寛 マリー・アンダーソン、谷ナオミ
5月 エロスの欲情
佐々木元 東祐里子、渋川ちさこ、泉ユリ
5月 赤坂SEX地帯
沢賢介 東祐里子、南ゆき、泉ユリ
5月 女体の裏表
影山明文 宮圭子、泉ユリ、石橋和子
6月 ドラゴン柔道 SEX対決
関孝二 東祐里子、泉ユリ、小杉じゅん
6月 女組長性暴力
渡辺護 青山美沙、宮圭子、島京子
6月 淫獣の戯れ
小川卓寛 真湖道代、南洋子、島京子
6月 制服の娼婦
渡辺護 宮圭子、木村則子、小山洋子
7月 女獣ドラゴン好色勝負
影山明文 吉田理恵、島京子、真湖道代
7月 性炎の女
佐々木元 南ゆき、東祐里子、乱孝寿
7月 港・函館情慾の夜
沢賢介 小島麻里、菅みどり、南ゆき
7月 色情乱れ床
（とこ）
小川卓寛 南ゆき、乱孝寿、美鈴麗
8月 思春老らく情痴
渡辺護 沖洋子、小杉じゅん、美鈴麗
8月 脳艶みだら海女
関孝二 泉ユリ、美鈴麗、小島麻里
8月 OL夜海の欲情
影山明文 南ゆき、志摩京子、大野悦子
9月 性・専門
佐々木元 南ゆき、泉ユリ、美鈴麗
9月 トルコ嬢の性歓地帯
沢賢介 小島麻里、志摩京子、南ゆき
9月 牝獣の体臭
影山明文 真湖道代、青葉純
9月 悪女性艶
佐々木元 東祐里子、青葉純、仁科鳩美
10月 性姦未公開
渡辺護 霧川久美、美鈴麗、星かほり
10月 団地妻色競べ
関孝二 泉ゆり、牧恵子、美鈴麗
10月 女体成熟
影山明文 南ゆり、青葉純、牧恵子
10月 女色狩人
三川和久 泉ユリ、真湖道代、志摩京子
10月 痴漢と女子高生
渡辺護 石橋和子、丘崎ミキ、宮純子
11月 アンコ娘の性夢
三川和久 泉ユリ、真湖道代、南ゆき
11月 熟れた欲情
佐々木元 東祐里子、泉ユリ、美鈴麗

4月 好色盗り物語
門前忍 北見マヤ、青山リマ、大月麗子
4月 絶倫の秘戯
加奈沢史朗 速見かほり、千葉ミサ、北見マヤ
4月 女高生スケバン物語
関孝二 椿ジュン、西条マリ、河森真樹
4月 性能の奥技
渡辺護 島江梨子、可愛すみ子、扇夏子
5月 性神日本列島
小川卓寛 林美樹、山谷ますみ、光岡和代
5月 同棲三角時代
渡辺護 城新子、可愛すみ子、椙山拳一郎
5月 性衝動の告白
影山明文 真湖道代、早見かほり、有沢真佐美
5月 三人娘の男狩り
沢賢介 北見マヤ、千葉未知、山谷ますみ
6月 合鍵で？どうぞ
小川卓寛 泉ユリ、千原和歌子、城新子
6月 色情卍巴
影山明文 真湖道代、椿ジュン、山本昌平
6月 男妻になるテクニック
関孝二 東祐里子、北見マヤ、吉田純
6月 性楽の交叉点
門前忍 島江梨子、城新子、国分二郎
7月 性愛秘伝
小川卓寛 林美樹、城新子、泉ユリ
7月 ピンクの巨塔
門前忍 城新子、有沢正子、青山リマ
7月 ある浮気妻の生態
沢賢介 花園恵子、北見マヤ、堺勝朗
7月 実録女のエロス
影山明文
8月 痴女の秘事
佐々木元 青山リマ、泉ゆり、千葉未知
8月 若妻の性処理
影山明文 真湖道代、椿ジュン、花園恵子
8月 スケバン女門の体験
小川卓寛 城新子、千葉未知、林美樹
8月 穴場さぐり
関孝二 北見マヤ、友川ゆかり、東祐里子
9月 浮気寝室
山本晋也 城新子、乱孝寿、並木葉子
9月 パンマSEX裏のぞき
関孝二 北見マヤ、西条マリ、並木葉子
9月 にっぽんセックス地帯
影山明文 花園恵子、泉ゆり、並木葉子
9月 華麗なる性遊
渡辺護 城新子、加島あぐり、花園恵子
10月 年上女の愛淫
小川卓寛 真湖道代、林美樹、静ゆき
10月 不倫の交情
渡辺護 谷ナオミ、松原光子、城新子
11月 処女喪失絵日記
影山明文 椿ジュン、花園恵子、泉ゆり
11月 好色団地妻
沢賢介 北見マヤ、花園恵子、並木葉子
11月 性とSEXセックス
小川卓寛 城新子、泉ゆり、国分二郎
11月 女風呂色ざかり
関孝二 東祐里子、泉ゆり、西条マリ
11月 人妻爛熟
影山明文 泉ゆり、真湖道代、並木葉子
12月 女肌は愛に濡れた
栗原甲 城新子、乱孝寿、椿ジュン
12月 魔女の密漁
渡辺護 谷ナオミ、くるみ夏子、加島あぐり
12月 馬性陰獣
沢賢介 花園恵子、乱孝寿、北見マヤ
12月 性宴五人妻
影山明文 泉ゆり、真湖道代、北見マヤ
12月 寝わざ秘戯
渡辺護 青山リマ、加島あぐり、乱孝寿

公開年：昭和49年
（1974年）
1月 金髪黒髪性競淫
小川卓寛 ルィーズ・スーザン、ニックポレー
1月 女子大生性愛図
渡辺護 谷ナオミ、青山リマ、佐々木典子
1月 性感の宝庫

小金井次郎 小島マリ、杉村久美、東祐里子
7月 美女と淫獣
関孝二 青山美沙、上原アキ、吉田純
8月 オール・カラー 新婚初夜の手ほどき
渡辺護 水木涼子、北美マヤ、島上たけし
8月 やり逃げ専科
沢賢介 宮下順子、富士さゆり、磯珠里
8月 エロチカイロ合戦
小川欽也 林美樹、大原麗子、乱孝寿
8月 女は愛に濡れる
小金井次郎 宮下順子、東祐里子、小松洋子
8月 ポルノ遍歴
渡辺護 水木良子、香取環、藤ひろ子
9月 セックス裏入門
小川欽也 林美樹、乱孝寿、大月麗子
9月 寝かせ上手
門前忍 水木涼子、北見マヤ、沖さとみ
9月 オールカラー 性豪おんな競べ
加奈沢史郎 泉ユリ、小松洋子、上原アキ
9月 逆転セックス
小川卓寛 林美樹、城新子、乱孝寿
10月 感じる若妻
新船澄孝 小島マリ、大月麗子、港雄一
10月 オールカラー 夜の沖縄ポルノ狩り
沢賢介 谷身知子、真湖道代、三条セリ
10月 獣欲と純愛
小川卓寛 香山美沙、林美樹、城新子
10月 感泣の絶叫
小金井次郎 泉ユリ、小牧洋子、東祐里子
10月 淫らな花弁
渡辺護 水木良子、城新子、林美樹
10月 オールカラー 濡れた紅ばら
向井寛 沖さとみ、友川ゆかり、千原和加子
11月 オールカラー 女体交換
木俣堯喬 珠留美、谷身知子、北見マヤ
11月 乳房変身
沢賢介 瀬良美以、大月麗子、千原和加子
11月 欲情七ッ道具
小金井次郎 東祐里子、小牧洋子、泉ユリ
11月 男が知りたい 性の秘密
門前忍 水木良子、沖さとみ、国分二郎
11月 未開娘の性
小川卓寛 林美樹、乱孝寿、城新子
12月 オールカラー 女のワイセツ秘中の秘
渡辺護 水木良子、北見マヤ、青山しげり
12月 痴漢天国
関孝二 泉ユリ、有沢まさみ、沖さとみ
12月 オールカラー 制服の白肌
志村栄二 浅野純子、島たけし、浜のら
12月 第3の色魔
小金井次郎 東祐里子、泉ユリ、小松洋子
12月 セックス修学旅行
小川卓寛 城新子、林美樹、乱孝寿
12月 ただれた性炎
渡辺護 真湖道代、藤ヒロ子、高見由紀

公開年：昭和48年
（1973年）
1月 肉体の秘技
小川卓寛 林美樹、城新子、青山美沙
1月 濡れ濡れ欲情記
沢賢介 アミ敦子、高見由紀、北見マヤ
1月 好色旅枕百人斬り
渡辺護 城新子、高見由紀、青山リマ
2月 性愛秘術
小川卓寛 林美樹、城新子、乱孝寿
2月 人妻デート地帯
加奈沢史朗 高見由紀、沖さとみ、青山リマ
2月 痴漢の乱れ
木俣堯喬 珠留美、藤ヒロ子、椿ジュン
2月 真夜中の悶え
門前忍 真湖道代、北見マヤ、青山リマ
3月 多淫な痴女
渡辺護 青山リマ、北見マヤ、あべ聖
3月 エロチック教室
小金井次郎 東祐里子、高見由紀、椿ジュン
3月 ㊙失神トルコ風呂
沢賢介 桜マミ、北見マヤ、千原和加子
3月 16才愛と性の遍歴
渡辺護 城新子、青山リマ、高見由紀

12月 禁じられた
（セックス）
性
小川欽也 杉村久美、南裕美、林美樹
12月 セックス・ルポ 悪徳調査員
渡辺護 東祐里子、宝井京子、南裕美
12月 発情娘の色狂い
今井敏夫 美矢かほる、瀬川ルミ、東祐里子
12月 女体
（からだ）
で貸します
沢賢介 山路昇子、真湖道代、宮下順子

公開年：昭和47年
（1972年）
1月 オールカラー 日・中・米セックス色競べ
小川欽也 ダナ・ケイ、宮下順子、杉村久美
1月 オールカラー 濡れ弁天御開帳
渡辺護 林美樹、深見恵美、桜マミ
1月 色情狂い咲き
小川欽也 乱孝寿、藤ひろ子、大芝かほり
1月 強烈・性を好む女
佐々木元 宮下順子、東祐里子、国分二郎
1月 男女和合術
渡辺護 真湖道代、大芝かほり、霧腹由加
2月 新婚ポルノ乱行
小川欽也 林美樹、瀬川ルミ、大芝かほり
2月 ㊙ナイトクラブの女高生
新船澄孝 谷身知子、桜マミ、黒瀬マヤ
2月 幼ない性と熟した性
佐々木元 一星ケミ、青山美沙、泉ユリ
2月 セックス・ゲリラ
稲尾実 宮下順子、千原和歌子、滝良美
2月 日本欲情系図
向井寛 青山美沙、大月麗子、港雄一
3月 淫風女子大寮
小川欽也 杉村久美、林美樹、瀬川ルミ
3月 セックス診断
沢賢介 三条ベラ、富士さゆり、北風康子
3月 私の異常性体験
渡辺護 霧原由加、塩瀬夕子、阿部聖
3月 獣欲
今井敏夫 杉村久美、泉ユリ、乱孝寿
4月 初夜の記録 みだらな夫婦
加奈沢史郎 小島マリ、高見由紀、東祐里子
4月 淫魔
小川欽也 林美樹、宮下順子、藤ひろ子
4月 オールカラー 祇園寝物語 京娘の初夜
佐々木元 小川マリヤ、大月麗子、小島マリ
4月 女色女体地獄
渡辺護 水木良子、鏡洋子、山本昌平
4月 女子学生 ポルノテクニック
品川照二 青山美沙、桜マミ、上原アキ
4月 小股切れ味 罠のある性
稲尾実 青山美沙、大月麗子、国分二郎
4月 女高生の週末夫婦
渡辺護 高見由紀、月原瑛子、水木良子
4月 金髪ポルノ狂
小川欽也 デビー、モロー、ロバート、ブラウン
5月 オールカラー 続・世界セックス大全集
沢賢介 シーナ・リンダ、泉ユリ、滝えみ
5月 官能の罠
向井寛 珠留美
5月 けだもの美女
加奈沢史郎 杉村久美、宮下順子、有沢真佐美
5月 男・女セックス処理
小川欽也 瀬川ルミ、宮下順子、高見由紀
6月 淫らな女王蜂
小川欽也 林美樹、美矢かほる、藤さゆり
6月 舌と肌と肌
稲尾実 水木良子、東祐里子、滝由加里
6月 若妻女ざかり
小金井次郎 杉村久美、小牧洋子、東祐里子
6月 ブルーフィルム一代女
新船澄孝 高見由紀、乱孝寿、桜マミ
7月 プロセックス
小川欽也 泉ユリ、城新子、林美樹
7月 愛欲のクライマックス
渡辺護 水木良子、伊佐恵美、城新子
7月 ブロンド娘の色狂い
小川欽也 泉ユリ、林美樹、武藤周作
7月 艶技の極致
渡辺護 藤ひろ子、三条聖子、宮下順子
7月 処女悩殺

………②

1973年

11月 夫婦セックス勝負
沢賢介 小島麻里、菅みどり、青葉純
11月 成熟妻の童貞破り
影山明文 南ゆき、石橋和子、島京子
12月 処女が濡れるとき
影山明文 宮圭子、石橋和子、南ゆき
12月 ただれた愛慾
三川和久 真湖道代、南ゆき、美鈴麗
12月 新婚初夜の秘技
関孝二 小杉じゅん、泉ユリ、有沢真佐美
12月 性・市場
佐々木元 仁科鳩美、泉ユリ

大蔵映画 黎明期 プログラムリスト

PINK MOVIE
HISTORY

欽也監督が、アダムとイヴからはじ
まる性の歴史を描いた一編。

※本リストは大蔵映画に現存する資料を元に作成しました。
特に1960年代の作品などは不完全な箇所もありますのでご了承ください。
※公開月、タイトル
（1行目）
、監督、出演者
（2、3行目）
の順で掲載
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ピンク映画業界の歴史をプレイバック

1976年
ピンク映画の監督・俳優が
独立映画人協会を設立
300万円前後という破格の低予算で
の製作を強いられてきたピンク映画。
予算に由来する数々の制約が斬新な
表現を生む原動力となっていたのだ
が、同時に劣悪な労働環境も問題視
されるようになった。そんな状況を
打破すべく、ピンク映画の監督・俳優
たちが独立映画人協会を設立。配給
会社に製作費アップの要求をした。

1976年
井筒和幸監督の自主ピンク
ミリオン配給で全国公開
当時22歳だった井筒和幸監督（当時
の名義は「井筒和生」
）が、高校時代の
仲間と立ち上げた自主映画グループ
「新映倶楽部」でピンク映画『行く行く
マイトガイ・性春の悶々』
（75）
を製作。
自主上映を経て、ミリオン・フィルム
の配給で全国公開される。若々しさ
に満ちた作風と、35ミリの自主制作
という点が注目を集めた。

東映セントラルから
獅子プロダクションへ
Ｂ級アクション作品などを手がけて
いた東映セントラルフィルムが、向
井寛監督を中心にピンク映画の製作
を開始する。向井監督は独立系プロ
ダクションの向井プロ代表でもあり、
この流れが、後に滝田洋二郎、佐藤
寿保、瀬々敬久といった名だたる鬼

関孝二 しば早苗、岡崎由美、霧川マリ
4月 女犯色状狂
小川和久 原悦子、杉佳代子、三条まゆみ
4月 情愛 褥
（しとね）
合戦
岡本愛 橘由紀子、しば早苗、長谷圭子
4月 セックス個人教授
藤枝義郎 椿じゅん、千原和歌子、藤ひろ子
4月 制服の美女 セックス・アルバイト
北見一郎 三条まゆみ、長谷圭子
5月 006は性番号
（セックス・ナンバー）
小川和久 原悦子、三条まゆみ、しば早苗
5月 美女群団 性・バスジャック
堀越義明 しば早苗、長谷圭子、霧川マリ
5月 狙われた変態猟色
和泉聖治 ティミー杉本、長谷圭子
6月 性の乱気流
北見一郎 三条まゆみ、原悦子、杉佳代子
6月 淫蕩好色夫人
小川和久 三条まゆみ、原悦子、杉佳代子
6月 バイク姐ちゃん 性乱大暴走
関孝二 三条まゆみ、長谷圭子、しば早苗
7月 若妻寝室秘話
和泉聖治 高倉ひとみ、海老名ゆり
7月 港町性感地帯
関孝二 しば早苗、三条まゆみ、杉佳代子
7月 女子大生 夏期
（サマー）
性解放
堀越義明 中野リエ、しば早苗、沢木ミミ
7月 性・絶倫黄金男
小川和久 真鍋由紀、しば早苗、三条まゆみ
8月 成熟娘性の楽園
小川和久 原悦子、三条まゆみ、浜恵子
8月 金髪娘性の冒険
北見一郎 モニカ・フラワー、三条まゆみ
8月 痴漢秘境おんな村
関孝二 岡崎ユミ、真鍋由紀、与奈城ライラ
8月 毒密に濡れる花弁
小川和久 三条まゆみ、浜恵子、泉ユリ
9月 セックス・ボーイ 性遍歴
北見一郎 三条まゆみ、杉佳代子、泉ユリ
9月 人妻浮気競べ
小川和久 三条まゆみ、浜恵子、小原麗子
10月 女の泣き所！ 攻め所
小川和久 三条まゆみ、浜恵子、しば早苗
10月 女の濡れ濡れ性天国
江夏純 くどう麻屋、北沢万里亜、矢口桃
10月 好色女子大生・濡れた砂丘
関孝二 しば早苗、岡崎由美、三条まゆみ
10月 セックス色地獄
北見一郎 浜恵子、岡崎由美、長谷圭子
11月 さすらいの性
（セックス）
飯泉大 日野繭子、杉佳代子、三条まゆみ
11月 性慾
小川和久 三条まゆみ、中野リエ、しば早苗
12月 痴漢ドライバー
関孝二 三条まゆみ、岡崎由美、浜恵子
12月 SEX相談・女のプレー色いろ
江夏純 くどう麻屋、浦野あすか、長田路子
12月 セックス訪問販売
沢賢介 しば早苗、霧川マリ、杉佳代子
12月 可愛い悪女
江夏純 くどう麻屋、浦野あすか

公開年：昭和54年
（1979年）
1月 女高生・興奮！
小川和久 三条まゆみ、中野リエ、沢木ミミ
1月 東京VS大阪 痴漢集団
関孝二 しば早苗、浜恵子、三条まゆみ
1月 変態色欲無頼
北見一郎 長谷圭子、岡崎由美、永田由美
1月 未知の性
（セックス）
飯泉大 三条まゆみ、しば早苗、浜恵子
2月 女子大生バイト芸者
関孝二 岡崎由美、杉佳代子、中野リエ
2月 淫絶暴行魔・まわし
小川和久 三条まゆみ、杉佳代子、中野リエ
2月 慾情！
沢賢介 青野梨麻、しば早苗
3月 殿方は処女がお好き
小川和久 三条まゆみ、浜恵子、浦野あすか

5月 狼に狙われた牝めす雌
小川和久 橘雪子、津川玲子、原悦子
5月 変態性慾魔
小川和久 津川玲子、原悦子、杉佳代子
6月 金髪性感地帯
藤本洵二 スザヌ・ミッシュラン、小杉じゅん
6月 彼奴はスゴク大きいぞ
小川和久 原悦子、藤ひろ子、杉佳代子
6月 痴漢女色狂
関孝二 原悦子、安田清美
6月 女子大生 ㊙ピンクレディ
小川和久 原悦子、北沢万里子、井上和子
7月 熟れた婦人の乱れ咲き
小川和久 橘雪子、榊洋子、杉佳代子
7月 青い山脈 性キャンプ
沢賢介 安田清美、松原加代、北洋子
7月 好色女子学生 童貞男遊び
関孝二 茜ゆう子
7月 絶倫山男 恋の掛け橋
飯泉幸雄 原悦子、橘雪子、榊洋子
8月 男好きな女は一発で勝負する
小川和久 岡崎あすか、夏陽子
8月 本番フリーセックスよ 女の快感
和泉聖二 岡崎あすか、夏陽子
8月 獣色母娘
大野裕司 小杉じゅん、青木理沙
8月 蛇淫の情魂
小川和久 原悦子、橘雪子
9月 モーテル 性実態
和泉聖二 泉ユリ、葉山英子、北沢万里子
9月 秘境 夜這い村
関孝二 しば早苗、岡崎由美、泉ユリ
9月 痴漢 覗きの性秘
小川和久 原悦子、橘雪子
10月 邪性のからみ合い
堀越善明 橘雪子、しば早苗
10月 セックス 急転
小川和久 原悦子、南ゆき、杉佳代子
10月 淫蕩少女の告白
小川和久 原悦子、藤ひろ子、美川真弓
10月 非行女高生初体験
北見一郎 水木夕子、霧川マリ、泉ユリ
11月 ダンプ野郎と好色スケバン
沢賢介 青山涼子、杉佳代子、藤純子
11月 白衣の淫舞
堀越善明 中野リエ、霧川マリ、火野早霧
11月 ダイナマイト性ジャングル
関孝二 安田清美、しば早苗、火野早霧
11月 変態結婚
小川和久 原悦子、杉佳代子、呉千鳥
12月 女泣かせの四十八態
堀越善明 中野リエ、霧川マリ、しば早苗
12月 女子大生 セックスアニマル
小川和久 原悦子、中野リエ
12月 相抱く性魂
岡本嘉 千秋かほる、美川真弓、榊洋子

公開年：昭和53年
（1978年）
1月 東洋エマニエル
沢賢介 茜ゆう子、杉佳代子、霧川マリ
1月 花のダンプ姐ちゃん性
（SEX）
大暴走
関孝二 しば早苗、岡崎エミ、火野早霧
1月 虎さんの性
（セックス）
天国
北見一郎 小杉じゅん、霧川マリ、泉夕子
1月 女の㊙武器は下半身
小川和久 原悦子、ティミー杉本
2月 肉慾の色遍歴
小川和久 原悦子、杉佳代子、しば早苗
2月 混浴濡れ濡れ穴場
関孝二 杉佳代子、しば早苗、霧川マリ
2月 多情多感の女
北見一郎 三川マコ、泉夕子、小杉じゅん
3月 処女暴行記
小川和久 三条まゆみ、原悦子、三川マコ
3月 男のうずき 女の体臭
北見一郎 三条まゆみ、水木夕子
3月 浮気妻性の谷渡り
小川和久 原悦子、三条まゆみ、三川マコ
3月 山荘の淫女

名和三平 大原恵子、北斗レミカ、中野リエ
7月 夜のガードマン セックス探訪
藤原一郎 茜ゆう子、安田清美、杉佳代子
7月 野獣の性歌
名和三平 橘雪子、中野リエ、杉佳代子
8月 牝猫相姦図
小川卓寛 南ゆき、乱孝寿、安田清美
8月 痴漢快楽境
早坂絋 東祐里子、泉ユリ、伊藤みぐみ
8月 淡露島性のうず潮
名和三平 真湖道代、峰セリカ、青山涼子
8月 濡れた花弁姉妹
関孝二 杉佳代子、岡崎ユミ、安田清美
8月 若妻 セックス乱行
藤本洵二 仁科鳩美、菅みどり、橘雪子
8月 母と娘 禁じられた性戯
名和三平 中野リエ、しば早苗、永田道子
9月 女子学生 ㊙SEX実験
関孝二 しば早苗、岡崎由美、中野リエ
9月 性道・男一代
早坂絋 南ゆき、東祐里子、茜ゆう子
9月 麻雀ポルノ パイパン性合戦
小川卓寛 茜ゆう子、原悦子、杉佳代子
9月 セーラー服愛の賛歌
藤原一郎 中野リエ、東祐里子、安田清美
10月 セックス覗き百態
関孝二 小杉じゅん、北洋子、霧川マリ
10月 成熟妻と未熟亭主
名和三平 茜ゆう子、杉佳代子
10月 壮絶女キックボクシング 性愛の決闘
藤本洵二 ティミー杉本、北洋子
10月 牝獣の遍歴
名和三平 茜ゆう子、小山マヤ、久保京子
11月 性感不毛地帯
小川寛 津川玲子、原悦子、杉佳代子
11月 新妻の性秘密
名和三平 原悦子、霧川マリ、久保京子
11月 痴漢電話魔
藤本洵二 千秋かほる、榊洋子、北洋子
11月 団地妻セックス集団
関孝二 小杉じゅん、北洋子、霧川マリ
12月 好色産婦人科医の告白
関孝二 高山ナミ、杉佳代子、霧川マリ
12月 ㊙邪淫修道尼
名和三平 原悦子、東祐里子、杉佳代子
12月 獣慾変態妻
小川和久 津川玲子、原悦子、杉佳代子

公開年：昭和52年
（1977年）
1月 暴走痴漢車性旅行
名和三平 原悦子、東祐里子、泉ユリ
1月 混浴温泉穴場名所
関孝二 茜ゆう子、しば早苗、杉佳代子
1月 女高生性の乱れ
早坂絋 青野梨麻、沢木ミミ、北洋子
1月 恋人セックス交換
小川和久 津川玲子、秋葉春江、原悦子
2月 女子社員 強烈な性戯
藤本洵二 南ゆき、徳永レナ、東あき
2月 子種入用 お腹貸します
早坂絋 南ゆき、しば早苗、松原加代
2月 ピンク性狂宴
名和三平 原悦子、北斗レミカ、火野早霧
3月 密林の淫獣
小川和久 津川玲子、原悦子、杉佳代子
3月 変態婦人科医
早坂絋 霧川マリ、しば早苗
3月 性ハンター競べ
藤本洵二 南ゆき、北洋子、江島真弓
3月 性技乱れ咲き
名和三平 沢木ミミ、東祐里子、橘雪子
3月 愛慾の落とし穴
小川和久 橘雪子、原悦子、津川玲子
4月 好色夫人の淫慾
藤本洵二 橘雪子、江木アキ子、小杉じゅん
4月 性の転落と幸福
野上正義 沢木ミミ、橘雪子、美川真弓
5月 絶倫性天国 一夫多妻
沢賢介 原悦子、松原加代、しば早苗

9月 荒淫山脈
沢賢介 北沢満里子、深見ジュン
9月 好色乱れ舞い
影山明文 泉ユリ、志摩京子、霧川マリ
9月 めす男の派出婦
影山明文 吉田理恵、錠レオ、小川レナ
10月 新日本エマニエル夫人
渡辺護 峰セリカ、東祐里子、路さとみ
10月 湧き出る性の泉
関孝二 茜ゆう子、南ゆき、東祐里子
10月 強烈女の慾情
藤本洵二 高山奈美、路さとみ、槙千春
11月 新宿マッサージ 売春嬢殺し
沢賢介 南ゆき、有沢真佐美
11月 銀行二億円事件 性男と淫女たち
小川卓寛 泉ユリ、南ゆき、杉加代子
11月 濡れた肉体
名和三平 深見じゅん、花房ミキ、野口里居
11月 若妻花弁のうずき
藤本洵二 高杉純子、菅みどり、谷弓子
12月 好色アパート花盛り
名和三平 深見ジュン、峰セリカ、青木ユリ
12月 女高生と㊙玩具
関孝二 泉ユリ、南ゆき、路さとみ
12月 痴漢のぞき窓
沢賢介 路さとみ、渡辺典子、東祐里子
12月 団地妻不倫の歓喜
稲尾実 東祐里子、茜ゆう子、木大月くるみ

公開年：昭和51年
（1976年）
1月 金髪トルコ嬢㊙セックス狂宴
沢賢介 イヴオンヌ・リー、小杉じゅん、泉ユリ
1月 花の女王蜂性競乱
渡辺護 谷ナオミ、東てる美、東祐里子
1月 夫婦性慾の乱れ
藤本洵二 高杉純子、木大月くるみ、菅みどり
1月 セックスアニマル 半処女破り
名和三平 茜ゆう子、霧川マリ、深見ジュン
2月 性科専門女医
関孝二 小杉じゅん、泉マリ、茜ゆう子
2月 快楽の頂点
名和三平 泉ユリ、深見ジュン、杉佳代子
2月 恍惚の初体験
小川卓寛 茜ゆう子、泉マリ、岡田麗奈
2月 成熟女の性戯
藤本洵二 小杉じゅん、霧川マリ、渡辺恵子
3月 痴女裸の暴走
関孝二 茜ゆう子、南ゆき、泉ユリ
3月 女高生性人形
渡辺護 ティミー杉本、杉佳代子、大宮順子
3月 乱れ妻満開
名和三平 深見ジュン、杉佳代子、峰セリカ
4月 おんなの性日記
藤本洵二 小杉じゅん、茜ゆう子
4月 白衣の天使性の流転
名和三平 深見ジュン、イケダ美々
4月 濡れ濡れ浮気旅行
藤本一郎 茜ゆう子、東祐里子、青木理沙
4月 雪夜の淫慾
沢賢介 南ゆき、岡田あや子、ティミー杉本
4月 女子学生性勉強
名和三平 幹ありさ、岡田麗奈、峰瀬里加
5月 好色ワイセツ地帯
小川卓寛 南ゆき、岡田麗奈、北斗レミカ
5月 変態女・男狩り
関孝二 茜ゆう子、橘雪子、小杉じゅん
5月 青春セックス花合戦
沢賢介 ティミー杉本、広瀬京子、中野リエ
5月 マッサージ色情魔
藤本洵二 南ゆき、小杉じゅん、高杉純子
6月 新怪談色慾外道 お岩の怨霊四谷怪談
小川卓寛 乱孝寿、城新子、南ゆき
6月 新婚痴漢旅行
関孝二 茜ゆう子、霧川マリ、小杉じゅん
6月 新車セックス販売
名和三平 大原恵子、杉佳代子
6月 ㊙個人トルコ 抱かれ上手
藤本洵二 小杉じゅん、千秋かほる、霧川マリ
7月 或る女教師性の戯れ

………③

1976年

3月 性炎
北見一郎 水島由紀、しば早苗、岡崎由美
3月 団地夫人 上から下まで
沢賢介 杉佳代子、浦野あすか、青野梨麻
3月 女高生いらだち
飯泉大 三条まゆみ、浜恵子、春川マリ
4月 秘密の館 セックス・ナイン
北見一郎 青野梨麻、しば早苗、三条まゆみ
4月 女の事件簿 スケこまし
小川和久 三条まゆみ、浜恵子、杉佳代子
4月 好色姉妹やわ肌
沢賢介 杉佳代子、しば早苗、青野梨麻
4月 性を奪う
江夏純 くどう麻屋、与奈城ライラ、高木マヤ
5月 女子大生 性のヒッチハイク
小川和久 三条まゆみ、秋葉春江、杉佳代子
5月 被害者200人 実録暴行白書
沢賢介 霧川マリ、青野梨麻、長谷圭子
5月 強烈な情事
飯泉大 章文栄、三条まゆみ、椿ゆき
6月 狂った性炎
北見一郎 青野梨麻、しば早苗
6月 女の絶叫やめて
江夏純 くどう麻屋、杉佳代子
6月 女高生・熟はじめ
小川和久 三条まゆみ、浜恵子、しば早苗
6月 エロスの狂宴
北見一郎 しば早苗、与奈城ライラ
7月 肉慾ショックポルノ
沢賢介 青野梨麻、しば早苗
7月 団地妻濡れはじめ
小川和久 三条まゆみ、浜恵子、笹木ルミ
7月 淫風地獄責め
北見一郎 青野梨麻、中野リエ、杉佳代子
7月 ぶちこめ
江夏純 柚木彩花、しば早苗、杉佳代子
8月 襲って
関孝二 青野梨麻、しば早苗、浜恵子
8月 ポルノ性くらべ
飯泉大 三条まゆみ、笹木ルミ、河合ひとみ
8月 セックスショック 暴行
北見一郎 青野梨麻、長谷圭子、泉ユリ
8月 痴漢遊覧船
関孝二 長谷圭子、しば早苗、浜恵子
9月 肉の標的 射
（や）
る
小川和久 三条まゆみ、沢木ミミ、浜恵子
9月 満開トルコ 指の囁き
北見一郎 中野リエ、泉ユリ、中原みゆき
9月 性犯魔
小川和久 杉佳代子、中原みゆき、泉ユリ
9月 緊縛変態妻
北見一郎 長谷圭子、中原みゆき、青野梨麻
10月 衝撃ポルノ したたり
加戸健二 しば早苗、笹木ルミ、三条まゆみ
10月 陶
（エクスタシー）
酔
沢賢介 青野梨麻、中原みゆき、杉佳代子
10月 女高生好奇心
江夏純 柚木彩花、中原みゆき、和泉炎子
10月 激淫地帯
飯泉大 沢木ミミ、三条まゆみ、中原みゆき
11月 ワイセツ？ 看護婦寮
小川和久 三条まゆみ、笹木ルミ、浜恵子
11月 痴漢㊙犯し魔
沢賢介 青野梨麻、杉佳代子、中野リエ
11月 にっぽんエロばなし 夜這い
関孝二 青野梨麻、浜恵子、火野さぎり
11月 女教師強烈な遊戯
北見一郎 中原みゆき、長谷圭子、泉ユリ
12月 若妻暴行
飯泉大 青野梨麻、三条まゆみ、沢木ミミ
12月 ヌーディストクラブ ㊙乱行
沢賢介 青野梨麻、小原圭子、浜恵子
12月 悩殺天国指と舌
北見一郎 中原みゆき、中野リエ、長谷圭子
12月 新妻悶え泣き
小川和久 三条まゆみ、浜恵子、吉田康代

大蔵映画 黎明期 プログラムリスト

PINK MOVIE
HISTORY

才たちを輩出する“獅子プロダクショ
ン”
を生むきっかけとなった。

※本リストは大蔵映画に現存する資料を元に作成しました。
特に1960年代の作品などは不完全な箇所もありますのでご了承ください。
※公開月、タイトル
（1行目）
、監督、出演者
（2、3行目）
の順で掲載
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