
トークショー!

3/7(土) 16:50~

宮下順子氏

白鳥あかね氏

3/22( 日) 17:35~

中川梨絵氏

高崎俊夫氏(聞き手)

3.7(Sat)- 4.3(Fri)

シネマヴ、工ーラ渋谷通信-

一般: 1400 門

会員・シニア: 1000 円

学生: 800 円

3月 7 日(土 )~4 月 3 日(金)

*二本立て、入れ替えなしの上映です。

*最終回割引:各料金から 200 円引き

19:45

21:15(終映 22:28) ① 3 月 7 日(土) 16:50~
20:15(終映 21:40) 宮下順子氏(女優)

白鳥あかね氏(脚本家・スクリプター)

20:45(終映 22:18)
I ② 3 月 22 日(日) 17:35~

20:00(終映 21:36) 中川梨絵氏(女優)

聞き手:高崎俊夫氏(編集者・映画評論家)

19:45

21:10(終映 22:31)

19:15

20:35(終映 21:48)

20:40(終映 21:52)

21:00(終映 22:34)

©R18+ 作品は 18 歳未満の方はご覧いただけません

21:00(終映 22:34)

21:30(終映 22:39)

21:30(終映 22:39)

20:15(終映 21:40)

21:00(終映 22:13)

20:15(終映 21 :3 1)

20:45(終映 22:02)

19:15

20:40(終映 21:53)

21:00(終映 22:24)

19:00

20:15(終映 21:31)

20:45(終映 22:02)

祝・芸能生活 50 年安藤昇伝説

19:55 昭和という時代を駆け抜けた伝説のカリスマ

21:10(終映 22:26) 安藤昇が渋谷に帰ってくる!芸能生活 50 周年
をシネマヴェーラが全力で、お祝いします"

19:45

21:20(終映 22:32)

20:45(終映 22:03) WOWOW 名画座応援プロジェクト

「シネマの世代~名画座シェアハウスヘょうこそ J

20:00(終映 21:36) 3 月 14 日(土) 16:50~

松江哲明監督×松崎健夫氏(映画評論家)

19:15

20:40(終映 21:49) 4月 4 日(土 )-4 月 24 日(金)

21:00(終映 22:13)

干 150-0044

20:15(終映 21:45) 渋谷区円山町 1-5 KINOHAUS4F

TEL:(03)3461 ・7703

21:00(終映 22:23) http://www.cinemavera. 仁om

.東急 Bunkamura 前(松涛郵便局前)交

差点を円山町方向に約 50m 坂を上り右側

19:15 '.渋谷マークシティ 4 階・道玄坂交番前交
20:35(終映 21:51) 差点角、セブンイレブン横を右折し約 100m
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作品タイトル

3 四畳半襖の裏張り叫
月 7( 土)?畳半襖の裏張りしのび肌 (81 分)

ドークショー (40分)

8 悶絶!!どんでん返し (7釧

(日)濡れた唇 (73分)

9 やくざ観音情女仁義(附)

(月)かぶりっき人生 (94分)

四畳半襖の裏張り (72分)

10( 火)四畳半襖の裏張りしのび肌 (81 分)

濡れた唇 (73分)

11(水)悶絶!!どんでん返し (7 捌

かぶりっき人生 (94 分)

12( 木)やくざ観音情女仁義(附)

四畳半襖の裏張りしのび肌 (81 分)

13( 金)悶絶!!どんでん返し (7 制

青春の瑳鉄 (85 分)

14( 土)黒蓄額昇天 (72~)
名画座シェアハウス (20 分)

15( 日)悪女の仮面扉の陰に誰かが(附)

赤線玉の井ぬけられます (78 分)

16( 月)宵待草(附)、
快楽学園禁し bれた遊び (64 分)

17( 火)青春の瑳鉄 (8 附
黒蓄額昇天 (72 分)

18( 水)2352;;zzm

19( 木)註弘主られた遊び ω

2却O( 池金):烹 z2f詰t;r2; れます(問
一条さゆり濡れた欲情 (69 分)

21(土祝)棒の哀しみ (12 側一
女地獄森は濡れた (65 分)

22( 日)恋人たちは濡れた (76 分)
トークショー (40 分)

23( 月)民営 fM) 人附)

24( 火)ニ立 ;T27 情附)

女地獄森は濡れた (65 分)

25( 水)恋人たちは濡れた (7 側

26( 木)昨営計ば)人側)

亦人たちは濡れた (76 分)

27( 金)一条さゆり濡れた欲情(附)

赫い髪の女 (73 分)

28( 土)恋文 (10 紛)

29( 日 )z; 議官 JL! よ;;ニ :73 分)

30( 月 )iZ 官官己品制

赫い髪の女 (73 分)

31(火)恋文 (10 紛)

491 死角関係隣人夫婦男女叩からみ合い ω
月 I(水)濡れた欲情ひらけ!チユ一リツプ (σ76分)

2 鳴呼!おんなたち猿歌(附)
(木) "

壇の浦夜枕合戦記 (94分)

3 赫い髪の女 (7紛)
(金)

濡れた欲情ひらけ!チューリ、ソプ(76分)



恋文

製作=松竹富士=蹟済堂映像

=ケイ・エンタープライズ/

1985年/108分/カラー

脚本:神代辰己、高田純/

原作:連域三紀彦/揖影

山崎善弘/器楽:井上発之

出演:萩原健一、倍賞美津

子、和田求曲、高橋恵子、

小林誌、仲谷昇、左時枝、 品
(C)1985 松竹株式会社/麿済堂プロダクション

橋爪功、工藤栄一 v

余命半年のかつての恋人を看取るため、仕事も妻子も捨て

た将ーだが…。原作者の連城三紀彦が当て書きしただけあ

って、ショーケンが憎めないダメ男を見事に体現。将ーを

挟んだ妻と元カノの割り切れない三角関係を、精織な演出

で描く神代後期の佳作。

壇の浦夜枕合戦記

製作=日活/1977年/94

分/カラー/ま18+

脚本:神代辰巳/原作:頼山

陽/撮影:姫田真佐久/点

楽:中谷嚢水、沖

出演:渡辺とく子、風間杜

夫、丹古母鬼馬二、中島

葵、牧れいか、宮下順子、

( 田島はるか、山科ゆり
(C)日活 @日活

売春防止法の施行が目前に迫る昭和33年。ヤクザに入れ込 墳の浦で源氏に敗北し、海に身を投げた建礼門限ら平家の

むシマ子、 27人お客を取ろうと張り切る直子、新婚早々お 女たち。源氏の大将・義経が彼女たちを助けたことから、

客を取る公子を中心に、婚家「小福屋j の正月の一日を通 源氏の男たちと平家の女たちの「夜枕合戦J が幕を開けた

して売春姉たちの哀歓を描く。猿雑さの中にユーモアが溢 ので、あった。神代辰巴が贈る、豪華絢欄エロ時代劇!

れる女性讃歌。

赤線玉の井ぬけられます

製作自活/1974年/78 組

分/カラー/R18+

脚本:神代辰巳/蝿影:姫

田真佐久/美術:横尾嘉良

/絵:滝田ゅう

出演:宮下 j頓子、蟹江敬

三、清水国雄、前野霜

郎、丘奈保美、芹明番、中

島葵、絵沢蘭子、殿山泰司

の縫鉄 {35mm} 悶絶!!どんでん返し !デジタル} 赤い帽子の女 !デジタル}

製作=東京映画、渡辺企語 AI幽鶴轟 h “ 製作=日活/1977年/73 ~園圃園勺田園・・ 製作z若松プ口、ヘラ)1;ド・エ M 一一一一一

/1974年/85分/カラ- I:調圃圃・圃置Jい二 分/カラー/RI8+ 司圃且... -ス、モノプロテロスフィルム

脚本:長谷川和彦/原作:石品価咽園調・盟関・B勺品 脚本:熊谷禄朗/撮影:姫函直・・・・田 ..・I，lll プロ/1982年/101分/カラー

川達三/織影:畑真佐久/咽園日電電禦Z哩凶 田真佐久/音楽:木下忠司際司哩河恥毘将司組脚本:内田栄一/撮影:姫

音楽:井上発之 !:・回動白吋￡選静/美術:芳野手孝幽~掛Jt:JpE'え1盛 田知久/音楽:深町純
出演:萩原健一、桃井かおr 司・園面rII凪ソーちa臨掛瞬弘 出演:鶴間修、遠藤征慈、調・・・~~~ '.腕.. 出演.永島敏行、クリスチ

り、横ふみ、河原崎健三、赤tLtぢ翠宅区三芸手二著書亘書揮で谷ナオミ、粟津税、宮井え夢E・・・面白a匝ι面白a喝盟国 一ナ・ファン・アイク、泉

摩美代子、荒木道子、高橋昌，暗躍醤温量，"~. りな 掴哩園・聞・園内~3111 谷しげる、アレクサンダ
也、上月左知子、森本レオtt...... 曹 司PI ~ r ~?~調聞F温~喧削圏 一・ステファン

。974東宝 ⑤日活

司法試験に合格した健一部に、資産家の娘との結婚話が持ち上 東大卒のエリートサラリーマン・北山が、ヤクザにおかま ナチス台頭前夜、ドイツにやってきた“私"は、街で“赤い欄

がる。そんなとき、恋人の登美子が妊娠し一。桃井のボソボソ を掘られたことをきっかけに、地位もプライドも、そして の女"と出会い退廃的な日々を送るが…。初の海外ロケ作品

としたセリフ回し、ショーケンが「エンヤ~トット…J と口ず 男もかなぐり捨てて、めくるめく性の世界に突き進む!ヒ で、キャストのほとんどがドイツ入、台認の大部分もドイツ

さむ陰気な調子の歌、全篇に漂う気だるいムードがやり切れな ロイン(!?)の鶴岡修が歌う「愛あればζ そJ (ベルぱらのテ 認という意欲作。二人乗り自転車レースのシーンが印象的。

さを募らせる。 70年代を象徴する暗黒脅春映画の錬作! ーマ)を聴け!!

映画ファンのみならず俳優やスタップから愛

され、海外で、もカノレト的人気を博す神代辰巳

監督が亡くなって20年O ネチッこい長回しゃ

独特の音楽センス、狼雑で、シューノレな世界観

の魅力は、今も観る者を掴んで離さない。

今回の没後20年メモリアル特集で、は、処女

作から遺作まで映画監督としてのキャリアを

傍轍しつつ、重要な創作の場で、あったテレビ

作品から、映画作品に匹敵する傑作ドラマを

上映!

神代辰巳の世界没後 20 年メモリアル特集

{35mm}棒の哀しみ

製作=ユニタリー企画、ティ

ーエム・シー、ヒーロー/

1994 年/120 分/カラー

脚本:神代辰巳、伊藤秀裕/原

作:北方謙三/撮影:林淳一郎

出演:奥田瑛二、永島 i瑛、

子、高島礼子、哀}I I朔、白

竜、平泉成、竹中直人、桃

井かおり、北方謙三 判明南南町一 J

©B 活 。じ方謙三/新耕土/T. H.U プロジェクト

ある雨の夜、赫い髪の女を拾ったトラック運転手の光造は 棒っきれのように生きるヤクザの田中の生きざまを描く。

女を部屋に連れ込み…。憂歌団の物憂いブルースが流れる 女をシャブ湊けにして売春させる一方で、裁縫上手で(腹の

中、ただただ体を合わせる光造と女の姿に男女の性愛の極 傷も自分で縫う!)、掃除好きな田中を奥出瑛こが熱演。病

北が映し出される。言わずと知れた日本映画史上の傑作! 気が進行し酸素マスクを付けつつ演出したという神代入魂

の最後の映蘭作品。

宵待草

製作日活 /1974 年/96

分/カラー

脚本:長谷川和彦/搬影:姫

田真佐久/音楽:細野晴臣

出演:高橋洋子、高岡健

二、菱八木勲、青木義朗、

吉毘次昭、芹明香、仲谷

昇、浜村純、粟津競

{ニュープリント i {35mm} 赫い髪の女

製作=につかっ /1979 年

/73 分/カラー /R18+

脚本:荒井晴彦/原作:中

上鍵次/撮影:前田米造/

音楽:憂歌団

出演:宮下 )1顕子、亜湖、

橋蓮司、阿藤梅、三谷昇、

山口美 t弘子、絵沢筋子、 111

谷初男、高橋明

@臼活 ⑤臼活

時は大正七年。米騒動、ロシア三月革命、シベリア出兵と 国彦が所属するアナーキスト集団“ダムダム団"が政界の黒幕

いった歴史の大きな流れを背景に、東京の花町の料亭での の孫娘を誘拐するが、その娘は盟彦とは旧知の仲で-一。テ

芸者と男たちの色模様を描く。その年の各映翻賞を賑わせ ィンパンアレイの奏でる音楽に乗せて、男女の不思議な逃

た、日活ロマンポルノ初期を代表する傑作。原作は、文豪 避行が始まる。キャッチコピーは「類廃の世相に奔る大正

永井荷風の作とされる幻の狼本。 ヤングの恋と反抗の激流!!J

四畳半襖の裏張り

製作=日活 /1973 年/72

分/カラー /R18+

脚本:神代辰己/原作:永

井荷風/識影:姫田真佐久

/美術:菊}II芳江

出演:宮下 )1関子、江角英

明、山谷初男、丘奈保美、

絵沢踊子、芹明番、東ま

み、粟津械、吉野あい

{35mm} 恋人たちは濡れた

製作ロ日活 /1973 年/76

分/カラー /R18+

脚本:神代辰巴、嶋田好史

/撮影:姫田真佐久/~

楽:大江徹

出演:中川梨絵、絵沢踊

ご之、鮪千語、大江徹、堀弘

、清水国雄、高橋明

@臼活 @臼活

いい年をしてストリッパーを続ける母・笑子に約滅しなが 過去を隠して故郷の町の寂れた映踊館でフィルム運びをす

ら、いつしか同じ道に足を踏み入れた洋子は…。母親と娘 る克の姿に、学生運動挫折後の青春像が重なる。歌い、地

の生き方を通して、体で稼ぐ女の哀しさとたくましさを描 ベたを遥いずり回り、全裸で馬飛びをする若者たち。やり

く。男女の腐れ縁といったテーマやシュールな昔楽に、後 場のない青春を永遠にスクリーンに刻みつけた伝説のー

の神代らしさが見られる監督デ、ビ、ュー作。 本。

かぶりっき人生

製作=日活 /1968 年/94

分/白黒 /R18+

脚本:神代厳巴/原作:田

中小実昌/撮影:姉田真佐

久/音楽:真鍋理一郎

出演:殿悶ハツ江、丹羽志間 Y

津、玉村駿太郎、中台祥

浩、花恵博子、名取幸政、

長瀬正典、田中小実

{デジタル i悪女の仮面扉の陰に誰かが

製作ココ日活 /1980 年/93

分/カラー

脚本:問中|場造、伊藤秀裕

/原作:シャーロット・ア

ームストロング

出演:いしだあゆみ、山本

、酒井和歌子、浅野温

子、中尾彬、石橋建司

{35mm}快楽学園禁じられた遊び

製作ロにつかっ /1980 年

/64 分/カラー /R18+

脚本:荒井晴彦/原作:ひ

ざうちみちお/撮影:米国

実/音楽:甲斐八郎

出演:太田あや子、北原理

絵、宮下順子、小 }ll 亜佐

美、山科ゆり、池田光龍、

北見敏之
⑤日活 ⑤日活 ©自活

「フアツクはゲージツ j が口癖、巨匠気取りのブルーフィ 舞台は都立第一高校のあるクラス。悪ふざけの罰として理 事故をきっかけに裕福な夫婦の家に入り込んだ美しい姉と
ルムの監督・十三を、テンシヨン・マックスで演じきる岸 科室の掃除を命じられた幸子は、試験管を磨いているうち 半身不随の妹が、平和な家庭を恐怖のどん肢に突き落と

田森は必見。 70 年代大阪の衝を見事に切り取るカメラワー についムラムラと…。ひさうちみちおの劇酉の映画化で、 す。奇声を発しながら車いすで襲いかかる妹(浅野温子)、油
ク、歌謡曲からクラシックまでの絶妙な選曲に簿れる。狼 めまぐるしい展開とスピード感あふれる演出が冴えるスう を浴びせて妹を火だるまにする姉(酒井和歌子)という鬼畜姉
雑でシュールな神代の世界が響き渡る傑作。 ップスティック・ポルノ! 妹が恐ろしすぎる、伝説のサイコサスペンス・ドラマ!

{35mm} 濡れた欲情特出し 21 人

製作=日活 /1974 年/77

分/カラー /R18+

脚本:神代辰巳、鴨田好史 ......

/撮影:姫田真佐久/音

楽:世田のぼる

出演:片桐夕子、芹明番、

絵沢勝子、吉 )11 義範、高橋

明、粟津競、吉野あい、庄

一 苛三郎、外波山文明
⑤日活 @詩活

大正ロマンの香り漂う古い洋館ホテルで、異形の山谷初男 ストリッパーの夕子を捨てて旅に出た芳介。旅先でコマし

と美しすぎる中川梨絵の主人夫婦が繰り広げる快楽と殺し たメイ子にストリップを仕込んでいると夕子が現れて…。

の狂宴を描き、その反社会性と猟奇性から公開 7 日自にし 演歌と民謡がガンガン流れる中、ネチネチと迫るスケコマ

て上映中止となった問題作。ロマンポルノのみならず、自 シとあっけらかんとしたストリッパーたちの世界が繰り京

本映画史に吃立する孤高のカルトムービー。 げられる。芹明香と片綱夕子のダブル主演も素晴らしい!

女地獄森は濡れた

製作ココ日活 /1973 年/65

分/カラー /R18+

脚本:神代辰巳/原作:マ

ルキ・ド・サド/描影:前

田米造/美術:柳生一夫

出演:伊佐山ひろ子、中川

梨絵、山谷初男、山科ゆ

り、叶今日子、堀弘一、高

橋明、絵沢踊子

iニュープリント}

。自活

『かぶりっき人生』の不入りで干された神代が、ロマンポ

ルノで再スタートした一本。コールガールの洋子に惚れた

金男。洋子のヒモを殺した二人は逃亡の旅に出るが一 o

演の絵沢踊子の存在感と演技が素晴らしい、アメリカン・

ニューシネマ風ロードムーヴィー。

濡れた唇

製作=日活 /1972 年/73

分/カラー /R18+

脚本 :ζ うやまきよみ(神

代辰巳、山口清一郎) /撮

影;姫田真佐久/音楽:世

間のぼる/美術:徳自博

出演:絵沢璃子、棺 }ll

子、嵯峨正子、谷本一、粟

津続、足立義夫、木島一郎

一条さゆり濡れた欲情 {ニュープリント i やくざ観音情女仁

製作口日活 /1972 年/69 園亙圃圃圃.('1 製作=時 /1973 年/84

分/カラー /RI8+ 圃圃圃圃圃圃圃El f: ， 分/カラー /R18+

脚本:神代辰巳/撮影:姫田・・・・ ........_，，~J 脚本;田中陽造/撮影:安

真佐久/音楽:世田のぽる ・・・・・町三七司・・・・・E 藤庄平/奨術:}II原資三/
盟国・・・.，";，'7"IlII・・・・・・E出演:一条さゆり、伊佐山園・・・・・l- .".一明咽.' 苦楽:あがた森魚

ひる子、内}!1和子、喪津・・・・・・匝込J京鞠..J"'J 出演:間的ニ朗、安田のぞ

競、高橋明、小見山二五樹、 圃・・・・・・・・幽魁 j勾I， み、松山照夫、丘奈保美、

中平哲仔、小沢昭一、絵沢・・・・医司 E苅持量 i 翻千語、絵沢親子、坂本長
麟子、中関カウス・ボタン ーーーーー一'羽田陪細・ r 創弘 利、高橋明、永井鷹男

©日活 ①日活

新人ストリッパー・はるみは、ローソクショーで伝説とな 青年僧が異母妹と出会い愛し合ったことから運命を狂わせて

った一条に挑戦するが…。撮影当時「狼裂物陳列罪 J の公 いく。近親相姦、親殺し、麻薬、殺人といったハードなテー

判を控えていた一条さゆりを主演に迎え、ラストシーンで マ、スプラッタ描写、清玄がマシンガンをぶつ放すクライマ

は本人が逮捕された舞台を再現。脚本家・笠原和夫が『仁 ックス・シーンなど、神代らしからぬ暗い情念が溢れる異色

義なき戦い J の参考にしたというアナーキーな傑作! 作。民謡に加えてバッハを使うセンスは神代ならでは。

四畳半襖の裏張り しのび肌 {ιニユr一プ均ル tリψjルン刈卜吋 i 濡れた欲情ひらけ!チユ一リツプ {ね35伽mm吋} 鳴呼!おんなたち狼歌 iね35伽mm吋i 死角関係隣人夫婦男女哩人のからみ合い {伊ヂジ労タ仰外州 ル川レ叶}

製蜘作=寸自活即/1ω即9幻74年~/8剖1 阻冨冨温金必必当乎込斗:叫唱噂ι 製酢作口4日問活/1975年/7九6 台 \j
分)1/カ的ラ←一イ/R則18品+ 盟藍罰R川過 叩1 分5t/カラー/R18+ 踏品単法長昌弘 /83分/カラー/R18+ 盟冨副且1圃圃圏 分/カラー
監督:神代辰巳/脚本:中 ~V い て脚本:神代援巴、岸田理生描画幽蝿越却さ盟副 脚本:荒井晴彦、神代辰巳 1111掴量'~II'同哩圃 脚本:丸内敏治、神保

島丈静/撮影;姫田真佐久臨孟池日r議~f /撮影:前回米造/音楽:晶画寓軍量藷=-堕 /撮影:山崎善弘/選曲:冨盤調・明.~，，;調園 巴/撮影:田端金重/音
/美術:土屋関失 脚柑子ヰ苫;宇都山本正之/矧:徳田博 園田翻圃園時修 EEE市1':- 楽:大谷和夫
出漬:宮下 }I慎子、江角英極極 1~聞量民グム 出演:閉まさみ、安達清里言宗戸彊ET『軍曹園 出演:角ゆり子、中村れい子、直面掴・I -r 司・園 出演:酒井和歌子、石橋蓮

2由主主主訳出眼目置き事日出町議~翠益事 ruz晶子町量温四ぜよムよjL穂一
洋、高橋明、花上晃 ©日活 ミ、間寛平、小松方正 …ー桝 -- ©8 活 石橋蓮題、高橋明、アナーキー戸一ー...__，.J t 'UI ©東宝

置屋で育った正太郎の性の遍 Eぎを描く。舞台は大正末期か 閲覧平の大ヒット曲「ひらけ!チューリップ」を主題歌に描 トルコ嬢・佳江のヒモ状態の妻子持ち中年ロックンローラ 連続殺人の犯人として夫が逮捕され動揺する妻の裕子は、
ら昭和初期。軍国主義の狂気に突き進む周臨をよそに、猿 く傑作コメディ・ポルノ。大阪を舞台にモチモテのパチプ ー・ジョージ。女にだらしないダメ男のジョージの堕ちて 隣人夫婦を頼るが…。芯橋蓮司と酒井和歌子、森本レオと
歌の練習に勤しみ、男女もかまわず淡々と関係を持つ正太 口と輩貞のクギ師が、意地と女をかけてパチンコ勝負!元 いく先は…!? レコード麗で新曲を手売りしたり、クラブで 戸}I I純という、怪しすぎる隣人夫婦が絡み合う。極，恕まで
郎が異彩を放つ。 r男と女にや、アレしかないよ。バンザ スケバンの最品係であるとロインを演じる芹明香が素晴ら 酔客から「与作 J を歌えと言われたりと、なさけなさマッ 追い詰められ狂っていく裕子(漉井和歌子)の姿を長田しで追
イ」という台詞が心に残る。 しすぎる II クスのジョージを内田裕也が熱演。 う神代!まさにテレピ放送コードぎりぎりレベル"

表紙イラスト岡田成生
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