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@国際放映

監督:小野田嘉幹

出演:三原葉子・万里昌代・江見俊太郎

S35 82 分 CS カラー

当時「新東宝 2大グラマー女優 jと呼ばれた三原葉子、

万里昌代両名主演の無題籍冒険活劇。ポルノやアダ

ルトメディアの無かった時代、 f肉体派女優 J rヴィンテ

}ジ女優 J と呼ばれる女優が銀幕を飾りました。その

代表というべき実力派両名が並び立つこの作品、そ

の存在感には皆様ただただ圧倒されることでしょう。

E亙歪王軍・・・・
S36 89 分 CS モノクロ

近年評価の高まりつつある、土居道芳監督の代表作。活躍の

場をテレピに移し、若くして亡くなり案作な監督ですが、|日制中

学時代には学友と哲学論議を闘わせる人物であったそうです o

本作のエネルギュシュな演出、展開は深作欣二監督作品に勝

るとも劣らぬパワーを持っており必見。また映画を見終わった後

に主題曲が耳埼玉ら離れなくなってる事をお約束します D

監督:土居通芳

出演:ジエリー藤尾・天知茂・星輝美

戦後史に名高い東宝争議から設立された新東宝。しかし独自の自社配給網を持たなかった為に経営は悪化、その建て直しの為経営に乗り出したのが「興行屋 j 大蔵
貢でした。峡菌製作者としての大蔵震は f早い、安い、上手くなくても!J rともかく人目を引くタイト jレ・コピー J な数々 の作品を製作した事で知られています。しかし新東
宝のこの状況は他の邦酪各社に克らぬ個性を持った監督・役者・スタッフを育て、日本映画全盛期、テレビ創生期に活躍する人材を輩出する事になりました。今関は
邦画各社の競走が激化していた大蔵貢退任前後の、特に味わいのある作品をとり揃えました 021 世紀初の新策室サーカス、只今開演 II

「新東宝フィルムノワール j …再評価高まるカルト作品と、新

.........................................................................................................................................................................
第2週 「新東宝チャンピオンまつり J …まさに新東宝のチャンピオン級 2作品、再びスクリーンに!

tt.J
S35 100 分 CS カラー

ご存知新東宝を代表する作品の登場です。チ』プな特

撮とこれでもかと人間の業を見せつける中川信夫監督の

演出が、ただならぬ新東宝ワールドを展開してくれます。

主演の天知茂の熱演はむろん、近年は「民話の語り部 j

として活躍さ払若い咲画ファンには「リング」の“貞子の父"

としてお麟染みの沼悶穣ーの笹演にご注目ください。

監督:中 111 信夫

掴園出演:天知茂・沼田曜ー・三ツ矢歌子

監督:小野田嘉幹

出演:菅原文太・三ツ矢歌子・三原菓子

S35 88 分 CS カラ一

時は第 2次世界大戦末期、軍の機密を持つ菅原文太

中尉は女達の船に乗り合わせる事になる。その船を

丹波哲郎率いる海賊団が襲・・・ったあたりから、もはや

ジャンル判別不能になってしまう娯楽超大作(?)。こん

な設定の中でも一人、「新東宝の清純派 J として可憐

に演じている三ツ矢歌子の姿があまりにけなげです。

iii 翠置亙圃・・・

明
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第3週 f消えた“海女映画"特集 J·"007 とも共演した「海女サン J !かつて世界に

S34 82 分 CS モノクロ

“海女の化物"は出てきません。タイトルに偽りあるの

は新東宝ならでは。しかし中身は「海女サン J rキヤツ

トファイト J r怪談 j 等々 夏向き要素を過剰に詰め込ん

だ f海女映画 j のサ}ピス精神を理解するには打っ

てつけの一本。なお曲谷守平監督は f九十九本自

の生娘 J 等、知る人ぞ知るこのテの作品の巨匠です。

監督:曲谷守平

出演:菅原文太・三原葉子・万里昌代

S35 56 分 CS モノクロ

同じく海女モノ映麗より 1本。こちらは公開時より

2本セットで上映する短めの作品。当時のポスタ

ーを見ると r~を猫お支が池 jと並んで、実に納涼

気分をかきたてていました o r怪談本所七不思議 j

など映商・テレピ共に、時代劇を中心に活躍して

いる加戸野五郎監督には珍しい現代劇の一本。

監督:加戸野五郎

出演:明智十三郎・万里昌代・御木本仲介

第4週 「石井輝男監督の“地帯シリーズ "J ・・・石井監督の東映での活躍に連なる「地帯(ライン) J 、ファン必見!

匝~ヨ E・・・S35 80 分 CS モノクロ

後に東映で大ヒット作・問題作を撮ることになる石井

輝男監督も新東宝出身。 r~ 地帯」シリーズには後

の監督の作風を充分に感じとれます。この作品でド

ラッグクイ}ン(!)を演じた浅見比呂志は、長らくスク

リ}ンから離れていましたが、近年の石井監督版「地

獄j でひきびきに復帰、ファンの注目を集めました o

監督:石井輝男

出演:天知茂・三原葉子・三ツ矢歌子

静羽商略彊盟瞳 ri!彊固ま園周
S36 82 分 CS モノクロ

最後を飾るのは監督・石井輝男、主演・吉間輝雄と、

“異常性愛路線"のファンなら見逃せない…本。

官邸輝雄が新東宝では宇津井健、菅原文太らと

共に fハンサムタワ}ズ j と呼ばれていたのはご存

知ですか?またこの作品での銀座、浅草、新橋な

どでのロケ撮影も見どころの一つ、ご波 8ください。

監督:石井輝男

出演:吉田輝雄・三原葉子・三条魔子

~上映期間限定特別セールス企画~

f新東宝映画傑作選 J DVD 定価 4800 円を特別価格 4200 円にで販売!! (税別)。その他商品の取り扱いも予定しております。
協賛(株)テック・コミュニケーションス ε 詳細は劇場まで

• 8/2 ほ)-- 5(刈 地平線がぎらぎらっ 土居通芳 536 ジ、エリー藤尾・天知 茂・星 輝美 モノク口 89 分

スケジ
8/6 同--8 樹 女巌鴛王 小野田嘉幹 535 三原葉子・万里昌代・ 3工見俊太郎 カフ一 82 分

819(土)--12( 火) 女奴隷船 小野田嘉幹 535 菅原文太・三ツ矢歌子・三原葉子 カフ一 88 分

ユ
8/13 附--15 担割 地獄 中川信夫 535 天知 茂・沼田 躍ー・三ツ矢歌子 カラー 100 分

''e--11ν1

8/16(土.)--19(火) 海女の化物尾敷 曲谷守平 S34 菅原文太・三原葉子・万里昌代 モノク口 82 分

8/20 附--22~ 剣 怪談海女幽霊 加戸野五郎 535 明智十三郎・万里 昌代・御木本伸介 モノクロ 56 分

8/23( 土.)--26( 火) 黒線地帯 石井輝男 535 天知 茂・三原 葉子・三ツ矢歌子 モノク口 80 分

8/27 附--29 樹 セクシー地帯(ライン) 石井輝男 536 吉田輝雄・三原葉子・三条魔子 モノクロ 82 分
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