
札幌市中央区南三条西八丁目七の三（狸小路八丁目）

電話番号

店舗営業日

営業時間

：（〇一一） 二一〇 七三八八

：金・土・日・月

：十一時から十九時（日曜日十七時まで）

w w w . k u s a k a . n e t

札幌市中央区南3条西7丁目5番地(狸小路7丁目)
TEL 011‒272‒8070　営業時間１7：００～２４：００ / 水曜定休

6/7(水)～11(日) YORIAI market

丸井今井札幌　大通館３F
上りエスカレーター正面

2023

「籠を愛でる展 花かご. 文箱 . 多用かご等」
5/25（木）－６/25（日）

読む、聴く、触れる
五感で感じる
谷川俊太郎さんの世界。
札幌市中央区南 3西 7 KAKU 
IMAGINATION 2F（KINOから
西へ徒歩約２分。等身大パネルが
目印）TEL.011-211-0204
11～20時（火曜定休）

1382023.3–6

札幌市中央区狸小路6丁目南3条グランドビル2F
TEL 011 231 9355
www.theaterkino.net  ／  webmaster@theaterkino.net

ほんとうに大切なものは、無くしてから気づく−ほんとうに大切なものは、無くしてから気づく−

もう二度と戻らない時間だと知りながら、それでも人生は続く。北イタリアの雄大な
るモンテ・ローザ山麓を舞台に、青年二人の友情と成長を描く、美しくもほろ苦い “大
人の青春映画 ”です。
都会育ちの少年ピエトロは両親と休暇を過ごした山麓の小さな村で「この村の最後の
子供」と言われる牛飼いのブルーノに出会う。一見対照的なふたりはすぐに親友になる
が、やがて思春期を迎えたピエトロは父親に反抗し、家族や山からも距離を置いてしま
う。20年後ピエトロは父の訃報を受けて村に戻ってきた。結婚も就職もせず、未来の
見えない日々を送るピエトロは、山で生活を続けていたブルーノと再会する。
「これは，ふたりの少年が大人になるまでの友情の物語です。彼らが下す異なる選択が、
片方を刺激する。それにより、それぞれ自分自身にとって何が必要なのか、問いかける
ようになる。まるで鏡のような存在なのです。時にはつらいこともあるが、お互いを尊
重しあいながら、競争することのない、優しい友情をはぐくんでゆく。別れる時の痛みと、
再会した時の純粋な喜び。自分のことを相手に伝える言葉を持っていないけれど、何も
言わなくても通じ合っている。ピエトロは探索者、放浪者の典型であり、決して満足す
ることなく、常に好奇心旺盛です。ブルーノはひとつの山をひたすら登り続ける男。そ
のことに全身全霊を傾ける、頑固な存在です」と監督。
そしてもうひとりの主人公が、物語の舞台であるモンテ・ローザ山麓です。長い歴史
をたたえ、穏やかな時間が流れる、時には人々に試練を与えもする山は、ピエトロやブ
ルーノ、ピエトロの父といった登場人物がそれぞれの生き方と対峙する場所。その悠久
の自然を通じて、彼らは時間を超えた絆でむすばれてゆく。フェリックス・ヴァン・ヒュ
ルーニンゲンとシャルロッテ・ファンデルメールシュはともに監督・脚本を手掛けたご
夫婦。2020年パンデミックの始まりで、世界中の人々の時間が止まってしまい、この
映画を撮ることで癒しを得られるかもしれないと思ったと語っています。そしてふたり
は、人生に立ち止まり、自分自身を見つめなおす大人たちの物語を丹念に紡ぎだしまし
た。原作は、現代イタリア文学の旗手パオロ・コニェッティによる国際的ベストセラー
「帰れない山」。カンヌ国際映画祭審査員賞受賞。

帰れない山帰れない山

5月6日公開

今号のごあいさつ今号のごあいさつ
雪が溶けはじめ暖かくなってきました。もうしばらくすれば桜が咲きますね、嬉しい季節

です。ムービーラインナップ春の号、表紙は「午前 4時にパリの夜は明ける」。主演のシャルロッ
ト・ゲンズブールが素敵で誰もが応援したくなります。人生には突然予想もしなかったような

出来事が起こり、戸惑い、夜もよく眠れない、そんなとき深夜のラジオ番組のやさしい声に耳

を傾け、朝を向かえる…そんな経験はありませんか？ささやかな日常の一歩を静かに歩み始
める彼女と家族の物語です。ダルデンヌ兄弟の「トリとロキタ」では「美しく激しい、決して

裏切られることのない、若い亡命者ふたりのある友情についての映画」と監督は語ります。子

どもたちのまっすぐなまなざしが心に残ります。そしてこちらは、イタリアの小さな本屋のお

じいさんとアフリカ移民の少年のお話です。おじいさんから本を借りて読むうちに、瞳を輝か

せて世界をひろげてゆく少年の姿に、うらやましくなるほどでした。子供の頃こんなおじいさ

んに出会っていたら…と思うかもしれませんね、おじいさんの名前はリベロ、「丘の上の本屋

さん」ただ今上映中です。

キノの新学期のはじまりです。人生への出会という贈りものがいっぱいつまっていますよ。

支配人　中島ひろみ

一般公開決定！一般公開決定！

男は、川の近くで暮らしを始めた先人たちを想い、水道管を担いで＜水＞のジェネシス（起
源）を探る。それは死者と新しく出会い直し、生き物の起源にも出会う旅だった。

「Wakka」2023年／ DCP／40分
製作・脚本・監督：中島洋　出演：平原慎太郎、結城幸司、大森弥子

|   |   夜一回上映、毎日ゲストトーク予定夜一回上映、毎日ゲストトーク予定4/22［土］［土］ - 4 /28［金］［金］ 

豪華パンフレット［A5版、48ページ、880円］付き
限定前売券  4/1発売開始 1,500円  （キノ会員 1,300円）

「こころの通訳者たち」 昼と夜に一回ずつ上映「こころの通訳者たち」 昼と夜に一回ずつ上映
　　　　　　　　　　　　　 昼の回はゲストトーク　平塚千穂子プロデューサー　　　　　　　　　　　　　 昼の回はゲストトーク　平塚千穂子プロデューサー

  4.28  FRI

　5.26  FRI 「眩暈 VERTIGO」 昼と夜に一回ずつ上映「眩暈 VERTIGO」 昼と夜に一回ずつ上映

EventsEvents

（2022年 /DCP/94分）

（2022年 /DCP/117分 /ジョナス・メカス×吉増剛造）

金曜日の夜は映画を観よう！
FRIDAY Vol.174

5/19
柳川市を舞台に、喪失感を抱える人々
の心情を静かに描いていく。

「柳川」「柳川」

（2021年 /中国 /DCP/112分）

新型コロナ感染対策でのご案内
3/13～マスク着用が個人の選択になりますので、シアターキノも対策を
変更いたします。詳細はホームページや館内掲示をご確認ください。

2023年度キノ会員募集中！ ご利用期間　2023年6月1日～2024年5月31日

大地に水を建てる大地に水を建てる



　　

　　

　　

 ラストエンペラー ラストエンペラー

12ヶ月のシネマリレー

カラヴァッジオカラヴァッジオ

マリリンとマリリンと
アインシュタインアインシュタイン

マイヤ・イソラマイヤ・イソラ
旅から生まれるデザイン旅から生まれるデザイン

赦し赦し

第6弾

ワース 命の値段
最終日はお問い合わせください

コンペティション
最終日はお問い合わせください

聖地には蜘蛛が巣を張る
最終日はお問い合わせください

EO イーオー
最終日はお問い合わせください

丘の上の本屋さん
最終日はお問い合わせください

ノートルダム 炎の大聖堂
最終日はお問い合わせください

午前４時にパリの夜は明ける
最終日はお問い合わせください

帰れない山
最終日はお問い合わせください

ウィ シェフ
最終日はお問い合わせください

逆転のトライアングル

エンパイア・オブ・ライト

チョコレートな人々

猫たちのアパートメント

日の丸 寺山修司40年目の挑発

オマージュ
小さき麦の花
1日1回上映

アダマン号に乗って
最終日はお問い合わせください

アルマゲドン・タイム ある日々の肖像
最終日はお問い合わせください

それでも私は生きていく

wakka
1日1回上映

レッド・ロケット
最終日はお問い合わせください

バニシング・ポイント
４Kデジタルリマスター版
1日1回上映

ピエール・エテックス
レトロスペクティブ

最高の花婿 ファイナル
1日1回上映

大映創立80周年記念企画
大映4K映画祭セレクション　
-6/9

郊外の鳥たち
1日1回上映

妖怪の孫

劇場版 センキョナンデス 1日1回上映

シャドウプレイ 完全版

12ヶ月のシネマリレー
マリリンとアインシュタイン
-5/25

12ヶ月のシネマリレーカラヴァッジオ12ヶ月のシネマリレーラストエンペラー  

次回 ウーマン・トーキング 6/2-

トリとロキタ

TBSドキュメンタリー映画祭
セレクション

コンパートメント No.6
1日1回上映

マイヤ・イソラ 旅から生まれるデザイン
1日1回上映

赦し
1日1回上映

ダークグラス
最終日はお問い合わせください

1日1回上映

最終日はお問い合わせください

      フライデーシネマ 
vol.174  柳川  5/19

こころの通訳者たち　特別上映 ４/28 
平塚千穂子プロデューサー ゲストトーク

眩暈　特別上映 5/26

2023年度KINO会員募集中！
ご利用は6/1 → 2024/5/31

ビンテージ・スタンダード・シニア・学生会員

30周年記念KINO本
若き日の映画本
キノロビーにて発売中！
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4/29- 4/29- 4/29-4/29-

アダマン号に乗ってアダマン号に乗って レッド・ロケットレッド・ロケット

日常の中にあるかけがいのない瞬間を優しいまな
ざしで捉えてきたニコラ・フィリベール最新作は
セーヌ川に浮かぶユニークなデイケアセンター、
アダマント。ベルリン映画祭最高賞受賞作品。

無一文で故郷のテキサスに戻ってきた、口先だ
けの元ポルノスターは、ドーナツ店で働く少女
と出会い、再起を夢見るのだが。社会の片隅
で生きる人々を描くヒューマンドラマ。

監督：ニコラ・フィリベール
2023／フランス・日本／ 109分／ DCP／ドキュメンタリー

監督：ショーン・ベイカー
出演：サイモン・レックス／ブリー・エルロッド／スザンナ・サン
2021／アメリカ／ 130分／ DCP／ R18+

Red RocketRed Rocket

4/7-4/7-

ノートルダム ノートルダム 炎の大聖堂炎の大聖堂

人びとに愛され、見守ってきた世界遺産のノート
ルダム大聖堂が大火災に。決死の突入を試み
る消防士たちは一人も死者を出さなかった。巨
匠ｊ=ｊ・アノーが奇跡を映画化した！

監督：ジャン＝ジャック・アノー
出演：サミュエル・ラバルト／ジャン＝ポール・ボーデス
2021／フランス・イタリア／110分／フランス語／ビスタ／DCP

Notre-Da me br ûleNotre-Da me br ûle

EOEO

5/5-5/5-

「私が唯一涙を流した映画」と語るブレッソンの
「バルタザールどこへ行く」にインスパイアされた
という本作、愁いを帯びた瞳と好奇心にあふれる
灰色のロバ、EOの旅は人間の世界を露呈する。

監督・脚本・制作：イェジー・スコリモフスキ
出演：サンドラ・ジマルスカ／ロレンツォ・ズルゾロ
2022／ポーランド・イタリア／88分／ポーランド・イタリア・英・仏語／DCP

イーオーイーオー

■上映候補作品
「テノール」「ウーマン・トーキング」「探偵マーロウ」「ブルーカフタン」「ハマのドン」「エリック・クラプトン　アクロス２４ナ
イツ」「ジョージア 白い橋のカフェで逢いましょう」「To Leslie」「さらば、わが愛 覇王別姫 4K」「JUNE ZERO」「AL 
CARRAS」「HOURIA」「オタール・イオセリアーニ特集」「手塚眞特集」「生きる 大川小学校～」「セールス・ガールの考現
学」「独裁者たちのとき」「コペンハーゲンに山を」「大地よ、アイヌとして生きる」「百姓の百の声」「ロデオ」「苦い涙」「マリウ
ポイ 7日間の記録」「グレート・グリーン・ウォール」「ジャン・コクトー映画祭」「書かれた顔」「幾多の北と三つの短編」etc.

上映時間・日程は変更する場合がございますので、詳しくは劇場までお問い合わせください。011-231-9355

※1 各回完全入替制。途中入場はご遠慮ください。 ※2 学生の方は、学生証をご提示ください。 ※3 シニアの方は、年齢のわか
るものをご提示ください。 ※4 障害者手帳をご提示の方に付き添いの方1名様まで1,000円でご覧いただけます。 ※5 夫婦50
割引は、どちらかが50歳以上のご夫婦で同じ作品をご覧の場合はご夫婦でいつでも2,400円（お2人そろって受付、年令証明書
をご提示ください。）

一般 ¥1,800

学生 ¥1,400

シニア 60歳以上 

高校生以下 

障害者割引 ¥1,000

夫婦50割引おふたりで 

料金

月曜  カップルサービス・デー 

水曜 KINO会員デー Wポイント

木曜 キノサービス・デー 

日曜 18:00以降の回 

毎月1日 映画サービス・デー 

お得な割引

キノビンテージ会員＆スタンダード会員の方は、
映画券3枚セットが¥3,900。キノ窓口にて発売中 !

キノの3枚セット映画券
¥4,500発売中！

プレゼントにいかがですか？THEATER KINO

MOVIE TICKET

THEATER KINO
MOVIE TICKETTHEATER KINOMOVIE TICKET

¥1,200

¥2,400

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥1,000

¥2,400

3/31-3/31- 4/1-4/1-

アフリカからベルギーへ流れ着いた偽りの姉弟。
新天地を目指す途中のふたりは、生き抜けるの
か。人間の尊厳を描いてきたダルデンヌ兄弟が、
世界に最大の怒りを込めて描き出す。

ペネロペ・クルスとアントニオ・バンデラス、そこ
へ芸達者なオスカル・マルティネスが参戦！監
督は「笑う故郷」の筋金入りガストンとマリアノ
二人組！映画界の見てはいけない内幕炸裂です。

監督・脚本：ジャン＝ピエール＆リュック・ダルデンヌ
出演：パブロ・シルズ／ジョエリー・ムブンドゥ
2022／ベルギー・フランス／89分／DCP

監督：ガストン・ドゥフロラット／マリアノ・コーン
出演：ペネロペ・クルス／アントニオ・バンデラス
2021／スペイン・アルゼンチン／114分／スペイン語／スコープ／DCP

Tori et LokitaTori et Lokita Competencia oficialCompetencia oficial

 アルマゲドン・タイム  アルマゲドン・タイム ある日々の肖像ある日々の肖像 ウィ シェフウィ シェフ それでも私は生きていくそれでも私は生きていく
恋する男 （1962／フランス／モノクロ／84分）

ヨーヨー （1964／フランス／モノクロ／98分）

健康でさえあれば （1965／フランス／パートカラー／67分）

大恋愛 （1969／フランス／カラー／87分）

破局 （1961／12分）

幸福な結婚記念日 （1962／13分）

絶好調 （2010／14分）

80年代NY、多感で繊細な12歳の少年ポール、
クラスの問題児の黒人生徒と親しくなり、複雑
な社会を突きつけられる。理解と友情、時代を
取り巻く理不尽や不公平に対して彼はー。

レストランを開く夢を持つカティが出会ったの
は自由と平和を求めてフランスへと辿りついた
移民の少年たち。ままならない人生に翻弄され
ながらも「料理」で人生の大逆転に挑む感動作。

シングルマザーのサンドラは、病を患う父親の
介護の中、旧友と恋に落ち、やるせない思いと、
新しい始まりに対するときめきという相反する
感情を同時に抱いていく。

Un Beau MatinUn Beau MatinLa BrigadeLa Brigade

4/14-4/14-

聖地には蜘蛛が巣を張る聖地には蜘蛛が巣を張る

16人の娼婦連続殺人。危険を顧みずに事件を
追うジャーナリストのラヒミは人間の深い闇と、
それを覆い隠す社会に戦慄する。カンヌ国際映
画祭で主演女優賞を受賞！

監督・共同脚本・プロデューサー：アリ・アッバシ
出演：メフディ・バジェスタニ／ザーラ・アミール・エブラー・エブラヒミ
2022／デンマーク・ドイツ他／118分／ペルシャ語／スコープ／DCP／R15+

4/21-4/21-

午前４時にパリの夜は明ける午前４時にパリの夜は明ける

夫との別れ、孤独な少女との出会い、子どもたち
との暮らし。エリザベートがいつも耳を傾ける
のは深夜のラジオ番組。不安や戸惑いを感じな
がらも朝を迎え、その声にはげまされてきた。

監督・脚本：ミカエル・アース
出演：シャルロット・ゲンズブール／キト・レイヨン =リシュテル
2022／フランス／ 111分／ビスタ／ DCP／ R15+

5/12-5/12- 5/20-5/20- 5/27-5/27-

帰れない山帰れない山

5/6-5/6-

北イタリアの雄大なモンテ・ローザ山麓を舞台に、
都会育ちの少年と村の牛飼いの少年が出会い友
情を育んでゆくのだが…。世界的ベストセラー小
説の映画化、カンヌ国際映画祭審査員賞受賞。

監督：フェリックス・ヴァン・ヒュルーニンゲン／シャルロッテ・ファンデルメールシュ
出演：ルカ・マリネッリ／アレッサンドロ・ボルギ
2022／イタリア・ベルギー・フランス／ 147分／イタリア語／ DCP

監督・脚本・製作：ジェームズ・グレイ
出演：アン・ハサウェイ／ジェレミー・ストロング／アンソニー・ホプキンス
2022／アメリカ・ブラジル／ 115分／スコープ／ DCP

監督：ルイ＝ジュリアン・プティ
出演：オドレイ・ラミー／フランソワ・クリュゼ
2022／フランス／ 97分／フランス語／ DCP

監督・脚本：ミア・ハンセン =ラブ
出演：レア・セドゥ／パスカル・グレゴリー／メルヴィル・プポー
2022／フランス・イギリス・ドイツ／ 112分／ DCP／ R15+

Les Otto MontagneLes Otto Montagne

4/8-214/8-214/1-144/1-14

4 /8-214 /8-214/15-214/15-21

3/25-313/25-31

4/1-64/1-6

5/20-255/20-25

コンパートメントコンパートメント
No.6No.6

小さき麦の花小さき麦の花

監督・脚本：ユホ・クオスマネン
出演：セイディ・ハーラ／ユーリ・ポリソフ
2021／フィンランド・ロシア他／107分／ロシア・フィンランド語／スコープ／DCP

監督：リー・ルイジュン
出演：ウー・レンリン／ハイ・チン
2022／中国／ 133分／ DCP

監督：レーナ・キルぺライネン
出演：マイヤ・イソラ／クリスティーナ・イソラ
2021／フィンランド・ドイツ／100分／フィンランド語／ビスタ／DCP

監督・編集：アンシュル・チョウハン
出演：尚玄／MEGUMI／松浦りょう
2022／日本／ 98分／ DCP

監督：フィリップ・ドゥ・ショーヴロン
出演：クリスチャン・クラヴィエ／シャンタル・ロビー
2022／フランス／ 98分／フランス語／ DCP

監督：ベルカレド・ベルトルッチ
出演：ジョン・ローン／ピーター・オトゥール
1987／イタリア・イギリス・中国／ 163分／スコープ／ DCP

監督：デレク・ジャーマン
出演：ナイジェル・テリー／ショーン・ビーン
1986／イギリス／ 93分／ビスタ／ DCP

監督：ニコラス・ローグ
出演：テレサ・ラッセル／マイケル・エミル
1985／イギリス／ 110分／ビスタ／ DCP

不器用さが時に誤解されてしまうけれど雪をも溶か
す純な心が北の果てから希望をもたらしてくれる。

家族から厄介払いされたふたりが大地に種を蒔
き、慎ましく生きる姿はなんて美しいのだろう。

北欧を代表する「マリメッコ」の伝説的デザイナー
マイヤ・イソラ。暮らしを彩るデザインンの源は？

娘を殺された元夫婦と、17歳だった加害者。魂
の救済、赦しに挑み、鮮烈に炙りだす。

フランス人４姉妹の婿は全員移民の外国人。多民
族、多宗教、大家族は笑いと涙の異文化バトル！

3/18-313/18-31 3/25-313/25-31 3/25-4/73/25-4/7

4/29-5/54/29-5/5 5/20-265/20-26

4/22-4/22-

3/25-313/25-31 3/25-303/25-30 3/25-4/73/25-4/7

5/27-6/25/27-6/2

4/15-214/15-21

オマージュオマージュ チョコレートな人々チョコレートな人々 妖怪の孫妖怪の孫

バニシング・ポイントバニシング・ポイント
４Kデジタルリマスター版４Kデジタルリマスター版

最高の花婿最高の花婿
ファイナルファイナル

ダークグラスダークグラス

シャドウプレイシャドウプレイ
完全版完全版

猫たちの猫たちの
アパートメントアパートメント

劇場版劇場版
センキョナンデスセンキョナンデス

郊外の鳥たち郊外の鳥たち

TBSドキュメンタリー映画祭TBSドキュメンタリー映画祭
セレクションセレクション

監督：シン・スウォン
出演：イ・ジョンウン／クォン・ヘヒョ
2021／韓国／ 108分／韓国語／スコープ／ DCP

監督：鈴木祐司　ナレーション：宮本信子
2022／日本／ 102分／ DCP／東海テレビ放送 監督：内山雄人

2023／日本／ 115分／ DCP／ドキュメンタリー

監督：リチャード・C・サラフィアン
出演：バリー・ニューマン／クリーヴォン・リトル
1971／アメリカ／ 99分／ビスタ／ DCP

監督：ダリオ・アルジェント
出演：イレニア・パストレッリ／アーシア・アルジェント
2021／イタリア・フランス／ 85分／ DCP

監督：ロウ・イエ
出演：ジン・ボーラン／ソン・ジア／チン・ハオ
2018／中国／129分／北京・広東・台湾語／Aビスタ／DCP

監督：チョン・ジェウン
出演：トゥンチョン団地に暮らす猫たち
2022／韓国／ 88分／韓国語／ DCP

監督・出演：ダースレイダー／プチ鹿島
2023／日本／ 109分／ DCP

監督・脚本：チウ・ション
出演：メイソン・リー／ゴン・ズーハン／ホアン・ルー
2018／中国／ 114分／ DCP／ PG12

失われたフィルムを巡って交差する夢と現実、現
在と過去、その狭間を往復し一歩を踏みだす。

「人生フルーツ」の東海 TV劇場シリーズ最新
作。様々な人と共に働く喜びと、その難しさ。

安倍晋三とはいったい何者であったのか、大手メディアで
は決して出来ない安倍政治を、「昭和の妖怪」岸信介から
紐解き、“今、まさに”本気で総括する政治ドキュメンタリー。

警察の追跡を振り切りながら時速 200キロで
暴走する、アメリカンニューシネマ代表作。

ホラーの帝王、ダリオ・アルジェント10年ぶりの最
新作で、幻の脚本を実現できた集大成的作品。

失踪と殺人。事件を追う刑事と探偵。大陸から台
湾、香港へ、冴え渡る人々の欲望と愛が加速する。

猫を通して見えてくるこの社会の変化と私たち
のこれから。地域猫と人々の暮らしを見つめる。

野次馬のつもりだったラッパーと芸人が、安倍
元総理銃撃事件の日の選挙戦も記録する。

パラレルに進行する二つの物語の時制のズレ
を、同じ地平を歩くような感覚で描き出す。

特別上映のHBC制作「劇場版　ヤジと
民主主義」他、TBSの最新のドキュメンタ
リー6作品上映。

トリとロキタトリとロキタ コンペティションコンペティション

大映創立80周年記念企画 大映創立80周年記念企画 

大映4K映画祭セレクション大映4K映画祭セレクション

溝口健二、市川崑、増村保造、三隅研次など、日本映
画を代表する巨匠・名匠を数多く生んだ映画会社大
映の、「夜の河」（本年度ベルリン映画祭出品）等、選
りすぐりの10作品上映。

Holy SpiderHoly Spider LES PA SSAGER S DE L A N UITLES PA SSAGER S DE L A N UIT

ピエール・エテックスピエール・エテックス
レトロスペクティブレトロスペクティブ

監督・脚本・主演：ピエール・エテックス
脚本：ジャン =クロード・カリエール

5/27-6/95/27-6/9

映画監督、俳優、イラストレーター、道化師、マ
ルチアーティストのフレンチ・コメディ７作品！

短 編

5/13-195/13-19

羅生門羅生門（1950／88分）
監：黒澤明　出：三船敏郎／京マチ子

AA

夜の河夜の河（1956／104分）
監：吉村公三郎　出：山本富士子／上原謙

大菩薩峠大菩薩峠（1960／105分）
監：三隅研次　出：市川雷蔵／山本富士子

BB

斬る斬る（1962／71分）
監：三隅研次　出：市川雷蔵／藤村志保

赤い天使赤い天使（1966／95分）
監：増村保造　出：若尾文子／芦田伸介

CC

刺青刺青（1966／86分）
監：増村保造　出：若尾文子／長谷川明男

雨月物語雨月物語（1953／97分）
監：溝口健二　出：京マチ子／水戸光子

DD

赤線地帯赤線地帯（1956／86分）
監：溝口健二　出：京マチ子／若尾文子

炎上炎上（1958／99分）
監：市川崑　出：市川雷蔵／中村鴈治郎

EE

おとうとおとうと（1960／98分）
監：市川崑　出：岸恵子／川口浩

ON THE A DA M A NTON THE A DA M A NT


