


清JI頂作品が放つ“スピード感"と“意外性"。俺達が清順にインスパイアされた“ブチ切れたスピード感"を感じてほしい!!跳び、はね、踊り狂え!!

一東京スカパラダイスオーケストラ冷牟田竜之(ミュージシャン)

現実を信じるな。リアリズムなんて笑いのめせ。映画はしょせん虚構じゃないか。絵空事でどこが悪い。クダラない現実を模

倣しなきゃならん義理なんでどこにもないのだ。

そこでこの怪人はスウインクする!リニアな時間を切り刻む!世界を原色で埋め尽くす!もっともらしい演技をブチ壊す!

突拍子もつかぬ動きをつける!生硬なメッセージを軽蔑し、徹底的なバカバカしさで叩きのめす!

これが映画だ。これも現実だ。しかし'怪人はほくそ笑むのである 0 ・・…・映画も信じるな。やっぱり笑いのめせ!

ーミルクマン斉藤(映画評論家)

時代を軽々と超えてしまう“清順ワールド"色香と・・・想いと・・・センスと・・・切なさ・・・。決して色槌せない作品群に驚きと共に、心から感謝したい。

「スゴイ作品を有難うございます J 永瀬正敏(俳優)

ある時、見ていた野球中継で清順師(と、勝手に弟子にしてもらう)が、解説をなさっていた。どこのひいきかと訊かれ、師は「いやあ、江戸っ子はみんな阪神び

いきですよ」と答えておられた。議論になれば畢寛「私は私だ」に至るしかない、かようにいいかげ.んな言い切りにこそ、師の魅力のほとんどが隠れている。い

いかげんさは無責任の対極に位置する。それは、皇室を相手どって個人・鈴木清順の仕掛ける終わりなき戦争の、深刻な立脚点でもあるはずだ。かれこれ半

世紀を越えるゲリラ戦はいまだ継続中であり、だから師の前ではどいつもこいつもみな天皇になりたがってるようにしか見えないのだ。つまり師は映画の

自の上のたんこぶであり、そんなのごだーるさんやくりんとさんくらいしか世界を捜したっていない。そんな師を、あろうことか私は遺体防腐処理の助手に

してしまった。面目ない。失礼しました。だが師は、含み笑い一発、次の作戦を仕掛け中と聞く。悪太郎、どこへ行く!? ー青山真治(映画監督)

L. 悪太郎 田回
1963年195分/モノクロ/シネスコ

出演:山内賀、和泉雅子、高値三枝子

脚本:笠原良三原作:今東光美術.，木村威夫

I. 野獣の青春回国
1963年192分/カラー/シネスコ

出演・宍戸錠、連辺美佐子、川地民失

脚本:池田一郎、山崎忠昭原作大蛮春彦

o. 勝利をわが手に港の乾杯
1956年165分/モノヲロ/ス9 ンダード ~
出演;三島粉、牧真介、南寿美子

脚本:中川願夫・浦山桐郎助監督 :j蔵原惟舗

本名鈴木清太郎で-の監督デビュー作。当時

の流行歌 f港の乾杯j をモチーフにした歌

謡映画。船乗りの兄と騎手の弟の兄弟を描

いたテンポのよい作品。木村威夫は当時の清順監督を「技未ダ熟サズ形整

ワズ而レドモ新鮮タリ~略~発想豊カナリ」と語っている。脚本の浦山桐

郎、助監督の蔵原惟繕や藤田敏八など、才能あるスタッフがまわりを固め

ていた。

後々まで伝説を築くことになる清

学の立役者、名美術、木村威夫と絡ん

だ、量初の作品。だが、ここではまだ、

後に見られるような作り込まれたセットは登場せず、郡上八幡の自然の美

しさをモノクロの画面の中に映し出している。芦田伸介が悪太郎に諭す

「失望するなかれ」という言葉、そのまま清順監督が若者に伝えたかった

メッセージとも取れる。

K. らぶれたあ四回
1959年140分/モノヲ口/シネスコ

出演:待図書E介、フランヴ永井、筑波久子

脚色:石井喜一原作:松浦

N. 関東無宿 四回

H. 俺たちの血が許さない

1963年193分/カラー/シネスコ

出演:小林旭、伊麗弘子、松原智恵子、 Q山泰司

脚本:八木保太郎原作;平林たい子美術木村威夫

1964年197分/カラー/シネスコ a聖~問‘

出演:小林旭、高繍英樹、必原智恵子 --
本:竹森竜馬・細見t重弘・伊量富美千子美術:木村威夫

これも一応、仁侠映画…。前半、コミカ

ルタッチでテンポよく話が進むが、やく

ざ同士の抗争が激しくなる後半はグッと

カが入って飽きさせない。クライマックス、小林旭が敵を切った途端、背

後のフスマが倒れて、真っ赤なホリゾン卜がシネスコいっぱいに広がるシ

ーンの見事さは圧巻で、このシーンの為に映画を作ったのではと思えるほ

ど。清順らしさがいっぱい詰まった名作。

海をパックに車の中で小林と高橋が話し

あう重要なシーンがあるが、車を流れる

雨がギラギラした重たい感じで不思議な

効果をあげている。それまで清純派の役が多かった松原智恵子が、一転、

ここでは黒づくめのドレスと片側に寄せた不思議な髪形で、セックスの匂

いをぷんぷんさせながら情婦を演じていてとても魅力的。井上梅次監督作

『明日は明日の風が吹くj のリメイク。

J. 踏みはずした春
但司..

M. 肉体の門 田E

G. けんかえれじい
1966年/邸前モノヴロ/シネスコ 但...
出演:高栂英樹、浅野順子、川津循介

脚本:新語兼人美術:木村威夫

1964年190分/カラー/シネスコ

出演.，野川由美子、河西都子、松尾喜代、宍戸錠

脚本:棚図吾郎原作:田村泰次郎美術:木村威夫

野川由美子を主演にして撮った、女性映

画3部作の第 1 作。 カノン j の監督ギャ

スパー・ノ工、 f そして僕は恋をする j

の監督アルノー・デプレシャンなど海外でも評価の高い作品。ギャスパー

はこの作品を、計算されたショットが連続している“建築的な映画"と賞

賛したという 清順作品の中では興行成績も良く、「初めて会社に嘗めら

れた作品」と嬉しそうに語る。

不良少年と彼を更生させようとする女

性の物語。オープニングのダンスシー

ン、小林旭と左幸子の細かいカットパックに始まり、カットのテンポにつら

れたように彼らか踊り出すシークエンスには清順特有の不思議なリズム感

が感じられる。俳優陣のきびきびした演技が心地よく、苦い結末にもかか

わらず、映画の後味は悪くない。特に小林旭の恋人役浅丘ルリ子が可愛い。

ーナンバーガール向井秀徳(ミュージシャン)

。
鈴木清順レトロスペクティヴ -殺しのスタイル-

鈴木のジっさんの活動写真は不良やね。不良やね。カッこよろしいね。

a:ma

気を持たせるタイトルた

が、別にエッチな映画で

はない。いわゆる家族の崩壊のドラマだが、そ

こは清順。人物のキャラクタ一作りが変てこ

後味の悪い事件の連続なのに、なぜが量後、す

がすがしい気持ちになってしまう。くどいよう

だが、最後まで青色の乳房など出てこない

f鈴木清蔵レトロスペクティヴ STYLE TOKILL

テーマ幽(予告編中使用幽)について

r(Weknowit's)ALLORNOTHINGJ
作曲:冷牟回竜之

演奏:東京スカパラダイスオーケストラ

，胃圏直映画の“意外性"と"スピード感"をテーマに俺l主 rWe

know It'S)ALLORNOTHINGJ を作曲した 東京スカパラダ

イスオーケストラの rGun剖Inge同j ツアーでは、この新曲を何

度かステージで演奏したが、観客の反応はすきましく、とても

初めて聴くとは思えない“空テ乗りの嵐"となって返ってきてい

た。『鈴木清願レトロスベヴテイヴ j テーマのこの新曲 l:tツア

ー中、神戸チキンジョージでのライヴテイクだ。メンバーと観

客、約 1 ，∞0人の熱気と興奮がこのテイクの中に路まっている

冷牟田竜之(東京スカパラダイスオーケストラ)

Y. 影なき声 ~
1958年192分/モノヲロ/シネスコ

出演:ニ谷英明、陶回洋子‘宍戸

錠

脚本:秋元隆文・佐治乾 It:作

松本清張

松本清張原作声の

画化。当時のプレスシー

トは、原作者松本清張氏との 1 間1 答として、映

画版は r(原作の設定を)変えた部分について非常

によく、~略~全体的に満足している J として

いる。

fSTYlETOKill
~殺しの熔印 VISUAL DIRECTORY~ J
予価1 ，500円

発行:プチグラパブリッシング

清順美学の金字塔 f殺しの絡印j をフィー

チャーし、そのエネルギッシュでアナーキ

ーなヴィジュアル群を豊富なスチールで魅

せるヴィジュアルブック。そのカッコよさ、

奇異さ、可笑しさ、そして美しさの頭はな

んなのか。清順映画の映像世界を読み解く

鈴木清順ヴィジュアル・ディレクトリー

T. 青い乳房

京都:京都みなみ会館 Tel.075 ・661 ・3993

ほか全国順次ロードショー

上映作品は各劇場によって異なります。劇場までお問い合わせ下さい

x. 素ッ裸の年令mmD
1959 年154 分/モノヲロ/シネスコ

出演:赤木圭一郎、場事喜子、左

ト全

脚本.寺田僧‘・鈴木清順

珍しく清順が脚本に名

を連ねた膏春映画の佳

作疾走するバイクのレースに始まって、バイ

クの墜落で幕を閉じる、スピード感溢れる作品。

清願自身は苦手だと語る少年ものだが個性的な

キャラクタ一作りが効果を挙げている。

GO!CINEMANIAREEL8
rSTYLETOKILL- 殺しのスタイルー j
r明司選幽・監修:冷牟田竜之

沼謝 (東京スカパラダイスオーケストラ)
官ぷ凶発売日/価格 :2001: 年 3 月 7 日発売予定 H

盟関山 (CD:PSCR ・ 59371 税込￥ 2 ，300)

"....2001 年3月から上映される“鈴木清願レ卜ロスベク

ティウ・ STYLETO KIL し殺しのスヲイ Iv" と、日本

映画サウンドを JUST なメンツが JUST な気分でコンパイルし

た "GO! CINEMANIA" シリーズによるコラポレート企画。冷

牟田竜之還幽・監修によるサントラ音源に加え、書き下ろし

の“清願ス~イルのテーマ" r<Weknowit's) ALLOR

NOTHINGJ も OUTII COMINGSOON!!!II

『鈴木清順レト口スヘクティヴ j

I~ ンフレット
定価 1 ，000 円(本体 952 円+1 似)

A 5 版、 144P 並製

発行:ワイズ出版

アナーキーでファンタジ一、エロティックで殺気に

満ちた湾問買世界を、絢測.1lにそしてタイトにまと

めた、清順美学の入門書 l

C鈴木清順日活作品40本、その全作品の清順自身の
それぞれのコメントを収録回清順組、スタッフ・キ

ャストインタビュ-v 全40作品、スチールをワンカ

ット以上収録。清原を主とした貴重な燭影を多数収

録。全40作品完全版フィルモグラフィー収録。

f鈴木清順大全J(i&題)も発売予定!I

衝の用心棒に祭り上げら

戸曹司.. れてしまう少年の膏春と

苦悩を描く、 i育願中期の青春アクション映画。

主演は、屈折した不良少年をやらせたら No.1 の

川地民夫。俳優になる前、本当に不良だったと

いうが、棄の演技が妙にリアル。

1960年185分/モノヲロ/シネスコ

出演:長門裕之、芦田伸介

脚本:池田一朗原作:菊村到

b. けものの眠り

i音順が中期に連作した

セミドキュメンタリ

ー・タッチの一本。長

門裕之が演じる熱血記者が密輸に絡んだ事件を

追う。ドライな清順には珍しく、ヒューマニズ

ムが盛り込まれたホットな作品。

1958~手187分/モノクロ/シネスコ

出演"水島道太郎、芦筒伸介、高

品格

原作・脚本:佐治乾奮謙:山

直純

清脹初のシネマスコープ

(シネスコ)作品。シネ

スコを意識し、横長画面の隅々まで有効に使っ

た演出をしている。ダイヤを巡る典型的なサス

ペンスながら、ダイヤをマネキンに隠して運ぶ

シーク工ンスなどに清順らしさが見える。本名

清太郎から清願に名を改めた気合の入った作品

w. 暗黒街の美女位置B

1959年189分/ニモノヲロ/シネスコ

出演鷹山且二、沢たま章、岡田

真湿

脚本.高岩益原作 :11馬三郎

新婚旅行の是中、トロン

ボーン奏者の伊吹(葉山

良ニ)の新妻が突然の失践する。一人捜索に乗

りだした伊吹は彼女の死に直面する… 清順監

督の初期のスリラー。筑波久子と白木マリとい

う 2大グラマー女優の共演が話題となった。

R. 暗黒の旅券 ....lls. ハイティーンやくざG:mID

5月大阪:シネ・リーブル梅田 Tel.06 ・6440 ・5930

6月福岡:シネ・リーブル博多駅 Tel.092-434-3691

名古屋:名古屋シネマテーク Tel.052 ・733 ・3959

プロフィール

1923 年5月 24 日東京市生まれ本名、清太郎。

松竹大船撮彰所の験後第 1回助監督鼠験を受けて合格。紙竹では助監曾として渋谷実らにつく 1954

1f- 8 活燭影所が燭影を再開すると同海軍手所に移籍。他に移籍した助監督 l:t斎藤武市、中平康ら ち

なみに清頗は中平康をライバル視していた節があり、他の監督作にはほとんど興味のなかった彼も、

中平作品だけは必ず試写を見に来て、しかも 1番前の席に座ったという。この年、山村聡監留の 黒

い潮』に助監督としてっき、予告編を任されるが、本編にないシーン掛り、予告編たけザオクラ

入りになったという。 1956 年勝利をわが手に港の乾杯 本名鈴木清太郎の名で監督デビュー 8

作目 暗黒街の美女 より鈴木清頗と名を改める .1966年、脚本創作グループ[具流八郎]か結成

される。メンバーは他に、大和屋竺、曾根中正、田中陽造、岡田裕、山口清一郎、木村威夫、機名

泰明。 1967年、伝説的傑作 殺しの熔印j が公開される。が、翌年、日活より専属料の打ち切りを

通告される。その通告を不服として満願側は日活を告訴。鈴木清順共闘会強が結成され、抗1量デモ

に発展。後に和解。 1980年 ツイゴネルワイゼン l 封切。キネマ旬報第1位、ベルリン映画祭で審査
員特別賞など各貨を受賞。 1991 年『夢二』の後、単独監督作品はない。次回作が待たれる

1961年181 分/カラー/シネスコ

出演.和国治治、清水まゆみ

脚本:山崎厳原作:原健三郎

父の死により、急温、

三代目組長を襲名する

ことになった高校生、

という変な学園ドラマ。和田;告治演じるスーパ

ー高校生孝次がスポーツ、音楽、何をやっても

万能で学園中を驚かせるシーンなど、劇画的だ

が、いかにも清順らしくて函白い。若い頃のか

まやつひろしがチラッと出演。

a. 東京騎士隊 Gil'mIiiI

俺の故郷は大西部

(監督西河克己)と双壁

を成す“なんだコリャ"映画の金字塔。天竜川

の大森林を分け入ると、なぜかそこに西部劇風

酒渇があり、なぜか荒くれ野郎がうじゃうじゃ

いて、なぜかみんなピストルを持っている…西

部劇のパロディとしての楽しさに溢れた作品。

v. 散弾銃の男 回国'

第二次世界大戦の中国・

天津。売春婦と軍人との

セックスと死の物語。「御殿場の広野の地平線を

切り取り、中国の山脈を書き込み合わせ j した

り、「山西の山脈の一角をそれらしく整えるため

に石窟の一部を合成した」り(木村威夫談)と苦労

の多かった作品。

但置 ..

但回 II Q. 春婦伝

STYLE TO KILL

鈴木清順レトロスペクティヴ

全国公開情報(予定)

鈴木清順

映画のテロリスト。

プログラムピクチャ

ーの脚本を渡されな

がらそれを巧みに換

骨奪胎し、全く違っ

た独自の作品に仕上

げてしまう、天才的アルチザン(職業監督)。
最大の傑作 f殺しの熔印 j は時代、国籍を超え、

永遠に語りつづけられる

座右の銘は「一期は夢よ只狂え」

清順美学の頂点“浪漫三部作"完全ニュープリント一挙上映! !
『ツィコイネルワイゼン j (主演/原田芳雄) r陽炎座 j (主演/松田優作) r夢二 j (主演/沢田研二)

2001 年新春第 2 弾、シネセゾン渋谷はじめ全国ロードショー!

P. 花と怒涛

ン

c.探偵事務所23 くたばれ悪党ども
1963年/89分/カラー/シネスコ mil:置'

出演:宍戸錠、笹森礼子、小池信雄、初井言柴

脚本:山崎巌原作:大薮春彦音楽:伊部晴美

原作は大薮春彦の'探偵事務所23 0 原作では男だっ

た探偵事務所のアシスタント役を、清!願監督は大胆に

脚色し女に変えてしまった。これがスパイスとなり、

コミカルなミュージカル・アクションに仕上った。地

下室からマシンガンで天井をぶち抜くガンアクション

もカッコイイが、それ以上に宍戸錠のタフでユーモラ

スなキャラクターが魅力的で、星ナオミ扮するサリー

とのミュージカルシーンなどは見事な振り付けと音楽

もあいまって、日本映画の枠を超えた、粋で酒落た映

画に仕上がった。楽しいとはこういうことだ!!

...

E. 東京流れ者四回
1966 年189 分/カラー/シネスコ

出演直笥也、松原智恵子、二谷英明

原作・脚本:川内康節美術木村威夫

B. すべてが狂ってる
1960 年/7 2分/モノク口/シネスコ

出演:禰津良子、川地民夫、芦田伸介、吉永小百合

脚本:星川清司音楽:三保敬太郎・前田憲男

自在に動き回る手持ちカメラや、無秩序で破滅的な

ストーリー展開、即興的ジャズなど、ヌーベルパー

グを意識して作られた、清 l慎異色の作品。若き時代

の三保敬太郎・前田憲男によるモダンジャズが冴え

にさえ、作品に緊張感を与えている。東京スカパラ

ダイスオーケストラの冷牟田竜之氏もこの作品を見

たとたんに電撃的な感銘を受け、すぐに同タイトル

の新曲を書き下ろしたほど。いきなり本作に大抜擢

された禰津良子はモデル出身。監督は彼女のこと、

お気に入りだったらしい。彼女とのキスシーンだけ、

監督自ら実演してみせる微笑ましいスチール写真が
残っている。

「主題歌 東京流れ者 j が映画の中で何

幽入るかに挑戦した J (実際は 13 幽)と

いう、ミュージカル・アクション。ファ

ンの問では、清順の、一番彼らしい映画と評価が高い。ラストには緑の月が

昇り、波哲也が切り倒す木の切り口は金、銀、赤であったという凝りようで

この時も会社の理解を得られず、結局カットされてしまった。海外でも人気

の作品で、映画の枠を超えて、ポップカルチャーであると絶賛されている。
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D. 河内カルメン
1966 年189 分/モノヲロ/シネスコ

出演:野 JII 由美子、佐野浅夫、松尾事代

脚本:三木克巳原作:今東光美術木村威夫

A 殺しの熔印
1967 年/91 分/モノク口/シネスコ

出演:宍戸錠、真理アンヌ、小川万里子、南原宏治

脚本:具流八郎音楽:山本直純

一度見ると癖になり、二度と忘れられない、麻薬の

ような強烈な作品。あまりにスタイリッシュで実験

的な映像と、全く先の読めないストーリー展開が災

いし、当時の日活社長、堀久作を激怒させた清順監

督は、日活を解雇されてしまった。甘いプログラム

ピクチャーに慣れ切った 60 年代の観客には、この映

画は斬新過ぎて、その本当の凄さが理解されなかっ

たが、 f殺しの熔印 J は不死鳥のように生き続け、現

在の映画に多大な影響を与えている。時代とともに

進化し続ける世紀の大怪作。ジム・ジャームッシュ、

ウォン・カーワァイ、青山真治、永瀬正敏など、今

なお熱狂的ファンが多い。

自由に生き、多くの男を愛し、遣しく

生きぬく女を描いた今東光原作の映画

化。全編、泣いて、笑って、ずるく、

可愛く、愛を渡り歩く野川由美子の独壇場。清順が彼女に俸げた女性峡画
の傑作。木村威夫による美術が素晴らしく、アパートの明と暗を、人物の

心理に重ね合わせた矯図は様式的な美しさの僅致。 i膏順作品に特徴的に現
れる鏡の使い方も秀逸。

前売: 1 回券￥ 1 ，300/ 5 回券￥ 5 ，000 絶賛発売中!

(劇場窓口、チケットぴあ、都内各プレイガイドにて 当日:￥ 1 ， 500 のところ)
0劇場窓口でお買い上げの方に特典プレゼント! (1 回券:ポストカード 5 回券:ポストカード+ f殺しの賂印j 復刻版ポスター)
O お使いにならなかった前売券の払い戻しはいたしません。予めご了承ください。 O オールナイト時にトークショー実施(予定)。


