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1事前年・84分

a活

...'監督鈴木清順/原案陶山智/脚本松浦健
郎、石井喜一/蝿影:峰重義/出演:ニ谷英明、

芦川いづみ、小高雄二、南回洋子、田中明夫、

郷重量治、佐野浅夫

散時銃を持った流れ者が、天竜川の大森

林地帯で三悪人と対決し、恋人の仇を討

つ。日活の西部劇風無国籍アクション。

•••監督:鈴木清順/原作:一条明/脚本:星川清

司/縄豊臣:荻原泉/出演:川地民夫、欄津良子、

奈良岡朋子、芦田伸介、中川姿子、伊藤孝雄、

吉永小百合

松竹ヌーヴェルヴァーグを意識して企画撮

影された、グレた高校生たちの痛い日常。

禰津良子が独特の存在感を放っ。

|戸Ia 与一手~

1957年'78分

自活

島カム...'監督:鈴木清太郎/原作・脚本:欄困吾郎、築
地六郎/鍋彫:永塚一栄/出演:ニ谷英明、金

子信雄、南寿美子、福田文子、植村謙二郎、深

見泰三、三鈴恵以子

台風のために臨時パスに乗り込んだ

15 人の乗客と、二人組みのギャングが

繰り広げる、本絡サスペンス。

⑫⑫⑫
監督:鈴木清太郎/脚本:中川順夫、浦山桐郎

/撮影:藤岡粂信/出演:三島耕、牧真介、南

寿美子、天路圭子、青木光一、菅井郎、佐野

浅夫、芦田伸介、河津清三郎、永井柳太郎

清太郎(消順)の処女作。競馬の八

百長事件に巻き込まれた騎手の弟を、

兄が捨て身で救う歌謡映画。

関東無宿俺に賭けた奴ら

..~
監督:鈴木浦順/原案:山崎公朗/脚本小川

英、中野顕彰/揖影:峰重義/出演:和田浩治、

葉山良二、川地民夫、清水まゆみ、南田洋子、白

木マリ、高品格

f百万世f，を叩き出せ j に続く清順のボクシ

ング映画。チャンピオンに挑む藤原と、藤原

に賭けた奴らの傷だらけのドラマ。

1962 年・ 90 分

B活

峠を渡る若い成

1961 年・ 85 分

自活

...也
監督:鈴木清廟/原作'秘回全四郎/脚本:池田一朗、

高橋工三、森本吉彦/揖影:伊佐山三郎/音楽園大森

盛太郎/出演.和田浩治、清水まゆみ、轟川信、藤村有

弘、金子信雄‘藤間重慶、島倉千代子

放浪学生と旅芸人の一座の交流。人

情喜劇 l風の生活感とパロディ・アクショ

ン風の軽みが絶妙に混在。

1960 年・ 80 分

日活

英樹字繕

⑫⑫⑫園圃品勺
監督:鈴木清順/原作原健三郎/脚本・山崎

巌/撮影:永塚一栄/出演:和田浩治、清水ま

ゆみ、東恵美子、近藤宏、小沢栄太郎、細川ちか

子、禰津良子、高品格

i青順初のカラー作品。その後盟友関係が

続くダイヤモンド・ラインの和田 i告治と初め

て組んだ、痛快青春アクション。

13 号待避鵜よりその護送車を担え

(..
監督:鈴木 d青願/原作:島田 男/脚本:関沢

新一/損膨:峰盤義/音楽:河辺公一/出演

水島道太郎、波辺笑佐子、小沢昭一、白木マり、

芦田伸介、内閣良平、安部徹

何者かに護送車が襲われ、囚人が即死、犯人は逃

亡。護送責任を問われた看守長は単独で犯人迫

及に動き出す。烏問一男原作のアクション・ドラマ。

描週
市60年・79分

自活

影なき声

1958，~手・ 92分

自活

英関*-

⑫⑫⑫
監督.鈴木清順/原作:松本清張/脚本:秋元

隆太、佐治乾/娼影:永塚一栄/美術坂口武

玄/音楽:林光/出演:二谷英明、南回洋子、高

原駿雄、宍戸錠、芦回伸介、金子信雄、野呂圭介

アクションのカッティング処理など随所

で後年の消順美学がちら見えする、

原作・松本i青強のミステリー映画。

裸女と拳銃

I司
1957年・随分

自活

•••監督:鈴木清太郎/原作・鷲尾三郎/脚本:田

辺朝巳、陶山鉄/撮影:松橋梅夫/出演:水島

道太郎、白木マり、菅井一郎、庄司永健、雪岡

純、二谷英明、宍戸錠

白木マリ演ずる"楳女"を前而に押し出した

娯楽活劇筋。カメラマンの男と謎の女が繰り

広げる悪女ものの和製フィルム・ノワール。

1956年・48分

自活

Fカム...91l1
監督:鈴木清太郎/脚本:田辺朝日、真弓典正

/撮影:永塚一栄/出演・春日八郎、小林童四

郎、高田敏江、天草四郎、高友子、小田切み吉

春日入自 II の『海の純情 J を元歌にした

歌謡映画。芸者や同僚にモテまくる捕

鯨船砲手助手・八郎の脅闘。

花と怒涛

19 制年・ 92fr

自活

3聖路字幕ιI|
探偵事務所 23 くたばれ悪党ども

t鉛3$手・関分

自活

英磁字幕

海峡、血に染めて

19 例年 '84 分

自活

東京騎士隊(ナイツ)

1961 年・ 81 分

自活

けものの眠り

1960 年・ 85 分

日活

ニュープリント

らぶれたあ

1959 年・ 40 分

自活

実認字幕比I|
暗黒街の美女

1958 年・ 87 分

自活

⑫⑫⑫
監督:鈴木清廟/原作:大蜜春彦/脚本:山崎

巌/婦影:峰重義/音楽:伊部晴美/出演:宍

戸錠、笹森礼子、星ナオミ、川地民夫、土方弘、

初井言集、金子信雄、摘佑子

保{自事務所ツー λリーの所長・岡島が、銃器取引を

めぐって銃撃戦を繰り広げる二大ギャング組織を壊

滅に追いやる。請願神話化のきっかけとなった作品。

⑫⑫⑫両
監督:鈴木，青順/原作:大村隆弘/脚本:棚田

吾郎/燭影:峰重義/美術:中村公彦/音楽:

大森盛太郎/出演.和田浩治、葉山良二、清水

まゆみ、英百合子、久松洪介、浜田寅彦、郷鍛治

現駿海上保安官の体験談をもと lこした、痛快海洋

アクション。和目指治はこの頃から、コミック・アクシ

ョンだけでなく本格アクションもこなすようになった。

•••監督:鈴木清嗣/原作:原健三郎/脚本・山崎巌/温影

永塚一栄/聾術:中村公彦/音楽:大森盛太郎/出演:

和田浩靖、清水まゆみ、禰津良子、南田洋子、ジョージ・

ルイカ一、小沢昭一、金子信雄、嵯餓善兵、東車華子

父の急死で松原組三代目を襲名した孝次

が、父の死をめぐる陰謀に気づき、真相を

突きつめようと奔走する。

...品通診さ、 4
監督鈴木，育順/原作:菊村到/脚本:池田一

朗/撮影:峰重義/音楽:鏑木創/出演:長門

裕之ー、吉行利子、芦田伸介、山岡久乃、下元勉、

草薙幸二郎

勤勉実直なサラリーマンが麻薬密輸に手

を染め、ボスに銃口を向ける。セミ・ドキュ

メンタリータッチの異色アクション映画。

⑫⑫⑫
監督.鈴木清願/原作:松浦健郎/脚本:石井

喜一/燭影:柿田勇/音楽，間宮芳生/出演:

筑波久子、待回京介、フランク永井、雪丘恵介

i青順にしては異色の叙情派純愛ミステリー。クラブ

のピアノ弾きの女とその恋人、女に想いを寄せる男

の三角関係、そして思わぬどんでん返しロ

•••監督:鈴木清順/原作・脚本:佐治乾/撮影中

尾利太郎/音楽:山本直純/出演:水島道太

郎、白木マリ、芦田伸介、高品格、安部徹、ニ谷

英明、近藤宏、深江章喜

日活スコープの特長を生かした娯楽映画。

密輸ダイヤをめく・るギャング同士の闘争。

本作から清太郎は清順と名乗る。

((@
監督:鈴木清太郎/原作:松村基生/脚本:白

石五郎/撮影:永塚一栄/出演:河津清三郎、

芦田伸介、菅井一郎、三島様、深江章喜、由美

あづき

清太郎(請願)初のアクション映画で‘線強い人気

を誇る河}宇治三郎のギヤンクもの。脱録したギTン

グのポスとその子分の、忠誠と裏切り。

. . .吉元E
11II弘、ノf苛I

';:''i\~

肉体の門

1前<\$f..，拘分

自活

•••監督:鈴木清順/原作:田村泰次郎/脚本:棚

田吾郎/蝿影:峰重義/美術.木村威夫/音

楽:山本直純/出演:宍戸錠、野川由美子、和

田浩治、石井宮子、松尾嘉代、富永美沙子

敗粧直接の東京を舞台にたくましく生きる 5人の娼婦が、置

目兵の tP吹輔太郎をめぐって抵望と蛙妬 I:乱Mう。野JII

由美子が体当たりでボルネオ・ 7"1を嵩じる。

野獣の青春

1983年ー 92分

日活

18mm・英跨字幕

⑫⑫⑫
監督:鈴木清順/原作.大薮春彦/脚本:池田朗、山

崎忠昭/撮影:永塚栄/葺衛:横尾嘉良/出演，宍戸

袋、木島一郎、渡辺美佐子、鈴木瑞棟、川地民夫、金子

信雄、小林昭二、江角英明

Iきわめて耽美的な暴力映画J(石上三重五 H日本映画史

上もっとも7メリカン・ハ】 Fボイルド I:近づいた作品J(小梓

fg彦lt、多くの映画 77ンが麗穫したー本 e

•••監管.鈴木清順/原作:八木保太郎/脚本:伊

藤直八/揖影:峰盃義/音楽:奥村ー/出演:

和田浩治、野呂圭介、沢道子、金子信雄、渡辺

美佐子、山田吾一、安部徹、加藤武

チャンピオンを目指す二人のボクサーを和田措治と野日圭介

が、ボクシングに愚かれた貧乏トレ』ナーを金子信離が演じ

た、ポクシンク映画。請願時プログラム・ピクチュ 7の真骨張。

百万弗を叩き出せ無鉄砲大将

1961 年・ 82+!

日活

..~.盤ー
監督:鈴木清順/原作:一条明/脚本:松浦健

郎、中商隆三/撮影:永塚一栄/出演:和田浩

;台、芦 )11いづみ、清水まゆみ、葉山良二、山岡久

乃、富田仲次郎、菅井一郎

和田浩治が豪快な空手で愚速隊相手に

大暴れするアクション語。パーに巣食う悪

い大人たちに正義の鉄拳をふるう。

官民T
密航 Oライン

叩80年・ 83分

日活

•••監督:鈴木清順/脚本繍山保朗/撮影:峰重

義、中尾利太郎/音楽:小杉太郎/出演:長

門裕之、清水まゆみ、小高雄二、中原早苗、永

井智雄、高品格

国際密輸組織の内幕を暴く二人の新聞記者の活

路が、セミ・ドキュメンタリ』タッチで捕かれたアクシ

ョンもの。凝ったカメラ・アングルが印象的。

lメ引||
暗黒の旅券

1959年・89分

自治

•••監督:鈴木，胃順/原作:鷲尾三郎/脚本.高岩

肇/蝿影:永塚一栄/出演葉山良二、筑波久

子、岡田真澄、沢たま曹、白木マリ、梅野泰靖、

近藤宏

ハネムーンの列車内で姿を消した妻が絞殺体とな

って現れた。残された夫は復讐を誓う。白木マリ、

筑波久子の二大グラマー初共演。

踏みはずした春

19持~'99分

自活

~)~~・ 2

⑫⑫@直也‘一

監督:鈴木，宵順/原作:藤口透吾/脚本.寺田

信義、岡田連門/蝿影:山崎善弘/音楽林

光/出演左幸子、小林旭、浅丘ルリ子、ニ谷英

明、宍戸錠、厳山泰司、高品格、安部徹

小林旭がふてくされたアウトロー、左幸子

が青少年非行矯正ボランティアの女に扮

した、清瀬の太陽族青春映画第一弾。

I七福|•••監督:鈴木，肯太郎/原作・脚本:山崎巌/撮影:

中尾平'J太郎/音楽江口夜詩/出演:二谷英

明、春日八郎、山間久乃、木室郁子、宮崎準、小

沢昭 、安部徹、高品格

日活の新人スター・二谷英明を起用し

たB級アクション。歌謡映画とハードボ

イルドが混然一致となったストーリー。
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督:鈴木清順/脚本:竹森竜馬ほか/錨影:

重義/美術:木村威夫/音楽:鈴木忠典ほか

出演:小林旭、高橋英樹、録川宏、細川ちか

、高品格、井上昭文、松原智恵子

にだけはまじめな一生をおくらせたいと願いなが

、ヤクザの兄と会社員の弟は暴力団の抗争に

き込まれる。情順が最ものっていた時期の一本。

II:純増E清順/原作目村'i.\:即/脚本:高岩量/揮罷:永

ー量/葺情:木村蔵夫/昔ill:山本直純/出溝 :111地民央、

出lis菓子、石井富子、玉川静佐男‘今井和子、若草めぐみ、松

橿代‘轟みどり、初井首揮、 jI角蔓明、 'J、沢岡 、麗岡重塵

H磁場の広場に中国の山脈を合成し、

二次世界大戦時の天津を舞台にし

\売春婦と副官の当番兵のドラマ。

内何年・86分

自活

英額字幕

監冒:括本清廟/原作・島本陸/脚本:昔轟葦人/撞事:葺車置浩

I:豊前:本村嵐長/音葉:山本丈晴/出清高揖英樹氏野順子，!II

津枯骨、宮揖千賀子、加葺武、玉川伊住見話村紘佐野溝去、組尾

墓it長弘、恩田清二郎、片岡先昼、日野薗圭‘橿庫書雄、野呂圭介

清順の破天荒な青春ドラマの頂点をなす一本。昭

和初期、岡山中学のキロクは三度の飯より喧嘩が

好き。浅野順子の可憐さも輝かんばかり。

河内カルメン

19飴年・89分

自活

16mm・英語牢幕

監督:鈴木清願/脚本・山浦弘靖/撮影幸田

守雄/美術:菊川芳江/音楽:伊都晴美/出

演.山本耕一、富士真奈費、永山一夫

腿年 6月 16 日TBS 系にて肱映された TV ドラマ 1費妻くんこん

ばんは J の措幻話 e 実質日 lli で最桂に撮った、レ 7な作品。

別組:やってきた夫婦のもとへ、雨宿り包うー人の明。危うい

三角関揺と散弾銃での法制の行方や担陣に。

監督:鈴木清順/原作.門地文子/脚本:田中

陽造/撮影:森喜弘/出演渡辺美佐子、浜村

純、川津裕介、大和皮竺、加藤真知子

73年の l月から 4月にかけて‘鈴木清胤神代辰巳.

長谷部安春らが、円谷英二監修のもと制作した各

話独立形式の怪奇ドラマ「恐怖劇場アンバランス J

のなかの一本ロ

監督:鈴本漕順/製作:荒戸源立郎/脚本'田中陽造/

揖彰'永塚一栄/糞衛:木村威夫、多国佳人/音車:河

内紀/出漬:原因芳雄、大構造代、蕗困敏八、麿者児、

大谷直子、玉川伊佐男、樹木希林

内田百岡原作の Iサラサーテの盤 l と多(の短編のアイデイ

7を基 I: 、時間/空間、現実/幻担の聞をさまよう.トム型

移動映画朗・シネ"プラセ γトの製作・上映。

;画面司

監督:鈴木清願/製作:荒戸源次郎/原作:泉鏡花/脚

本.田中陽道/撮影:永塚一栄/英情:池谷仙克/音楽

園河内紀/出演:松田恒作、大楠道代、加賀まりこ、楠田

枝里子、佐野浅去、大在柳太朗、麿赤児、原田芳雄

ある劇作家が謎の女と出会ったことで、現実を踏

み外し、夢の世界にとり活かれる。清順の大ファン

だった松町優作が念願の主役をはる。

悪い星の下でも

冒:揖木清廟/原作・号車先/脚本:宣車良三/揖Jj:，j(壇

重輔:木村厨去/音量:奥村一/出調.山内買多々 良

、初井言華、和豊雅子、平田重四郎、車産三干、野!II由美子、

E島韓去、薗山竜一、野島圭介、三崎千恵子

{和初期、河内。呑んだくれの父親と、秀

Fの息子・鈴木重吉が、二人の少女の関

サ品れ動く行情的青春物語。

(((All

監督目鈴木清順/原作:号車先/脚本三本克巳/揖器障重

義/畏楠木村店長/音楽:小杉太郎/出璃:野川由葺子、

fjI麗るり子、宮城千賀子、日野遭去、和田浩泊、住野岩夫、 III地

民夫、野呂圭介、睡眠普兵、松尾喜代

家を飛び山して大阪に出た河内生ま

れのセクシー娘が、様今な男たちと出

会いながら、遣しく成長してゆく物語。

東京流れ者

泊w手・83分

自活

16mm'笑題字事

悲愁物語

1977年・93分

訟竹=三協映画

•••監督;鈴木，膏順/製作:藤岡豊ほか/脚本:大

和屋竺/揖影:森勝/音楽.三保敬太郎、とみ

たいちろう/出演白木葉子、原田芳雄、岡田真

澄、和田浩治、宍戸錠、野呂圭介、小池朝雄

日活迫放以来 10年ぶりのスクリーン復帰

作。成功の道を駆け上がる女子プロゴル

フ7ーの栄光と破滅。清順調が鮮裂!

A
監督:鈴木清順/製作:荒戸源次郎ほか/脚

本:大原清秀/揖影.伊藤嘉宏/音楽:河内紀

/出演.風吹ジュン、伊武雅刀

I私、旅をしているんです。乗せていただけません

かり一一f陽炎座Jt督後、般の満開を追って、

秩父、小潟沢、河口湖、御殿場など約3008閑オー

ルロケ、ビデオ搬影。

IOJ 青一代

』盤:鈴本清願/脚本:直居欽哉、服部佳/揖影・高村

太郎/美術'木村威夫/音轟:池田正義/出演:高橋

、樹、花ノ本寿、山内明、伊藤弘子、和泉穂子、松尾嘉

.小松方正、小高雄二、高品格、日野道央、野呂圭介

順独特の様式美と、破天荒なイメー

Fが爆発した、怒話器の仁侠i決覇。ヤク

Fの鉄太郎が来たす、弟の仇討ち。

(((II

監督:鈴木清順/原作・脚本:JIt内康範/撮彰:

峰重義/美術:木村威夫/音楽鏑木創/出

演:渡哲也、松原智恵子、吉田量生、ニ谷英明、郷

銭治、江角英明、川地民失

組とのいざこざで東京を追われた“不死鳥の哲"

が、東京、新潟、北九州を流れ歩く。ハードボイルド‘

仁侠もの、コメディといった異なる要素が混在。

殺しの熔印

1967年・ 91分

B~富

L主|flee
監督鈴木清原/脚本:具流八郎/娼影:永塚

栄/美術:JIt I軍資三/出演:宍戸錠、小川万

里子、真理アンヌ、玉川伊佐男、南原宏治

「訳の分からない映画を撮る奴はいらない Jと日活

追放を言い渡されるきっかけと在った呪われた傑

作。たったー度の失敗で組織から抹殺されること

になった殺し屋が、単身で組織に立ち向かう。

穴の牙
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⑫監督:鈴木清順/原作:土屋隆夫/脚本:大和
屋竺/撮影:藤井秀男/出演藤固まこと、原

田芳雄、牧冬吉、北村英三、稲川順子、宮本啓

子、松村康世

78年から79年lこかけて政映された「日曜恐怖シリ

』ズj から。 f悲愁物語J-r川ゴイネルワイゼンj

に至る橋渡し的役割を担った注目作a

監督鈴木清願/脚本:伊藤和典/撮影:前回

米造/美術:木村威夫/音楽:こだま和文/出

演.江角マキコ、山口小夜子、樟英恵、永瀬正敏、

樹木希林、平幹二朗、加藤;台子、沢田研ニ

サイケデリ7クな衣装、原色を多用したカラーが爆

発する請願のピカレスク aロマン。殺し屋組織"ギル

ド"メンバー途の、極彩色フィルム・ノワ-)レ。


