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監督:松本正志

脚本:石森史郎、福岡純、松本正志

原作:平井和正

撮影:上回正治

音楽:其鍋理一郎

出演:志垣太郎、安芸晶子、本田みちこ、松田優作、伊藤敏孝、加藤小代子、黒沢年男

博徳学園高校に、アラスカで育った野性の男、犬神明が転校し

てきた。明の入ったクラスには、暴力団のニ代目を継ぐ羽黒と

その一派がおり、明は早々に凄惨な私刑を受ける。だが明は無

抵抗でいた。彼には誰も知らない恐るべき秘密があったのだ。

松田優作衝撃のスクリーンテ εビュー作。

11 月 11 日(土 )-17 日(金)

『最も危険な遊戯 I
(1 978 年公開 /89 分)

監管:村川透

脚本:永原秀一

撮影:仙元誠三

音楽:大野雄二

出演:松田優作、田坂圭子、荒木一郎、内田朝雄、草野大悟、石橋蓮司

殺し屋・鳴海昌平は、ある日誘拐された電気会社社長の救出を

依頼される。敵のアジトに忍び込んで見事任務を果たしたかに

見えたが、その時社長は何者かに暗殺されてしまう。単なる誘

拐事件ではなく、杜大な陰謀がその背後にあった・・・。ユニーク

な個性の殺し屋を演じる"遊戯シリーズ"第一作。

11 月 18 日(土 )-24 日(金)

『蘇える金狼 J
(1979 年公開 /131 分)

@角川ヘラルド l決闘

Ji:i 管:村川透

脚本:永原秀

原作:大量正春彦

撮影:イ山元誠三

音楽:ケーシー・ランキン/トッシュ

出演:松凹優作、風吹ジュン、成田三樹夫、ノ j、池車 fj雄、岸田森、佐藤峰、千葉真一

昼は平凡なサラリーマン、しかし夜には組織ヘ反逆の牙を剥く

一匹の狼ヘ変貌する朝倉哲也。彼は鍛え上げられた肉体と天

才的頭脳を武器に、大企業や暴力団ヘ自らの野望のために次々

に挑んでいく。そしてついに掴んだ栄光の果てに彼が見たもの

は。撮影前に実弾訓練を積んだガンアクションも必見。

11 月 11 日(土 )-17 日(金)

@東映 @束 I決 キティ・フィルム

『ア・ホーマンス J
(1 986 年公開 /99 分)

盟主督:松回優作

脚本:丸山弁ー松田優作

原作:狩撫麻礼

搬影:イ ili 元誠三 、崎・

音楽:奈良敏博羽山仰也

出演:必回優作、石橋凌、手塚理 II美、 Jt 桐竜次、ポー Jレ牧、石橋蓮司、小林稔侍、阿木耀子

ヤクザ同士がしのぎを削る新宿の街に、名前も過去も記憶も

持たない謎の男がふらりとやって来る o 得体の知れないその男

に、ヤクザたちは興味を引かれ、いつしか交流を深めていくが、

ある事件が発端となり抗争が勃発する。監督・松田優作の“暴

力の美学"が作裂するハードボイルドバイオレンス。

11 月25 日(土 )-12 月 1 日(金)

『人聞の証明』
(1977 年公開 /132 分)

@角川ヘラルド映画

監督:佐藤純禰

脚本:必山普三

原作:森村誠一

撮影:姫悶其佐久

音楽:大野雄二 一一 事占

出演:岡田菜栽子、松田優作、ジョー山中、夏八木勲、ジョージ-ケネデイ、三船敏郎、総凹浩二

「キスミーに行くんだリハーレムを飛び出した黒人青年ジョニ

ーば、東京のホテルの 42 階直行エレベーターの中で鮮血に染

まる。西条八十詩集と「ストウハ」という最後の言葉を残して・・・。

謎の多い事件を追う棟居刑事を松田優作が演じる。日米を舞

台にした感動巨編。

11 月 18 日(土 )-24 日(金)

@角川へラルド映画

『野獣死すべし J
(1 980 年公開 /118 分)

監督:村川透

脚本:丸山弁一

原作:大薮春彦

音楽:たかしまあきひこ

出演:松田優作、小林麻美、鹿賀丈史、根岸季衣、室田日出男

通信社のカメラマンとして世界各地の戦場を渡り歩いた経験

を持つ伊達邦彦。彼は相棒と組んで銀行を襲撃、神を裏切る

のが目的のように次々と殺人を重ねていく。特異な主人公の役

作りのため、奥歯を抜き、 8kg の減量をし本作に挑んだ。まさに

役者としての新境地を拓いた記念碑的作品。

11 月25 日(土 )-12 月 1 日(金)

2007 年2月23 日(金)発売決定! 零害

fリスペクト優作総闘優作政 )X200 引
収鱒作品 ~r野獣死すべし Jf 蘇え、る金狼 Jr探偵物語 Jf 人間の証明 J

特 典~r野獣死すべし J太田光 rオーディオコメンタリー/

f蘇える金狼 J太田光インタビュー/

特別編集ブ‘ックレット

(松田優作をリスベクトする著名人からのコメント他収録予定)

価格:￥ 10 ，290( 税込)

※仕様、デザインは変更になる場合もございます。 発売場担!惚限期腕鍛 販売:t9株式会官 w託忽 Zインメント

金国有名レコード店、 DVD 取扱店等に τ予約受付申!

10 月27 日(金)発売!一一一一一一一一一一一一一一一一一一一発売販売元:賠

f狼の紋章:J r乱れからくり J 19 一作品
特典映像:主題歌『狼の紋阻圃園田 監管:児玉進原作:泡腺夫 w

E・・・・・・・・・. 脚本:永原秀一 音楽:大野雄二章H狼のバラード』ミュ----圏
ージック・クリップ&カラ園田・田園 出演:松田齢、篠ひろ子、野際陽

オケ、予告編、ポスター& ・・・・司圃圃・・・ 特典映像:
スチールギャラリー(静圃1I:J' '!1.:.w111・ 予告編、ポスター&スチールギャ

止画)&オーディオコメ・・民謡麺圃圃・・・ ラリー(静止画)&オーディオコメ

ンタリ一(松本正志監督) ・邑~哩・・臨墨画 ンタリー(田中文雄プロデューサー)

￥4，72S(税込)/ 圃・圃・圏直・・・E畠 ￥4， 72S(税込)/

TDV162S0D TDV162S1D
商品についてのお問い合わせは:東宝ビデオお客機センター TEL03(3539)3451 月~金・ 11:00-16 ゆO( 土・日・祝日休み)

松田優作 18th プロジェクト ベ

193hm 悶鮒音楽、映像、映画各社より続々とリリース!

YUSAKUMUSICNOTE 縁関優作 ALIVE

ー松田儀作が獲した音楽園 1- アシビバレシス~公式海賊盤

11 月 1日(水)発売! 松田健作が聴いていた音楽を CD で紹介 III 月3日(金)発売!松田優作初のライヴ映像!
¥3 ，OOO( 税込) 特別ブックレット付き/デジパック仕様 |初回限定DVD-BOX: ￥ 9 ， 97S(税込) 通常盤:￥ 3 ，990(税込)

発売元:ワーナー・ミュージック・ジャパン | 発売元:デジタルサイト

極回優作才フィシャルHP http://www.yusaku-matsuda.com/

ブラック・レイシデジタル・リマスター版

シャパシ・スペシャル・ヨレクターズ・エディショシ

11 月 17 日(金)発売!
￥ 3 ，46S( 税込) ※初回限定スペシャル価格

発売元:パラマウントホームエンタテインメントジャパン

東京メトロ有楽町線・ゆりかもめ「豊洲」駅より徒歩 3分

ア-/~ンド、ツクららぽーと豊洲 3F

ユナイテッド・シネマ豊洲
TEL03(6219)3000

http://www.unitedcinemas.jp/toyosu/


