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九条大宮｜近鉄東寺駅西へ150ｍ、京都駅八条口より徒歩20分
　　　　　※無料駐車場ご利用いただけます。

京都みなみ会館

みなみちゃんの
審美眼炸裂！

デヴィッド・ボウイをはじめ、イギー・ポップ、ルー・リード、クイーン、シド・バレットらのポートレートやアートワーク
などを撮影し、“70年代を写した男”と称される伝説のカメラマン、ミック・ロック。インタビューや写真の撮影を
通して活動をスタートさせた彼は、アーティストと共に70年代のイギリス音楽シーンを作り上げ、NYのパンク・
ロック・シーンから現在に至るまで、時代を彩るミュージック・アイコンを今もなお撮り続けている。そんな彼が自
らナレーターを務め、40年に及ぶ自身の活動を、当時の貴重な写真や映像を用いて描いた作品。

Photo courtesy of Magnolia Pictures. PHOTO © MICK ROCK 2017

6 / 17 - 23, 7 / 8 - 17

2016年 /イギリス、アメリカ/98分 /ココロヲ・動かす・映画社〇　監督：バーナビー・クレイ
出演：ミック・ロック

SHOT! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock
伝説のカメラマンが自ら語る、ロックンロールの審美眼―

1973年7月3日、グラム・ロックの頂点に君臨しながら自らその幕を下ろした「ロックン・ロールの自殺者」デヴィッ
ド・ボウイ宿命の歴史的ライヴ! 72年2月～73年7月にかけて、「5年後に滅びようとする地球の救世主ジギー・
スターダスト」という物語を引っ提げ、イギリス、アメリカ、日本を巡る長期ツアーを決行。そして7月3日、ロンド
ンのハマースミス・オデオンでの最終公演。華やかで妖しいグラム・ロックの寵児ボウイは、ライヴの最後で、
突然自らグラム・ロックを葬り去るのだった―。寺尾次郎の新訳で全曲歌詞字幕付き。

©Jones/Tintoretto Entertainment Co.,LLC

6 / 24 - 7 / 14

1973年 /イギリス/90分 /オンリー・ハーツ　監督：D.A.ペネベイカー
出演：デヴィッド・ボウイ/ミック・ロンソン/トレヴァー・ボーダー /ウッディ－・ウッドマンジー

ジギー・スターダスト
君は独りじゃない！

8月の本公開に先駆け、一日先行上映！

6 / 26 - 7 / 7

7 / 15 - 23

7 / 16

『沈黙／サイレンス』に、キチジロー役で抜擢されるなど、その演技表
現がいよいよ世界に踏み出した感のある窪塚洋介と〈Dragon Ash〉
の降谷建志が初タッグを組んだクライムドラマ。孤独な元ボクサーが
ひょんなことからバディを組んだ男と一緒に、ある女を守るべく奮闘す
る姿を描く。監督は、『木屋町DARUMA』の榊英雄。

2017年 /日本 /129分 /アークエンタテインメント/R15+　監督：榊英雄
出演：窪塚洋介 /降谷建志 /市川由衣 /品川祐 /三浦誠己/高川裕也 /火野正平

アリーキャット

©2017「アリーキャット」製作委員会

ゴダールがアメリカの犯罪小説をもとに製作した、型破りの3人組によ
る恋と犯罪の狂想曲。ある日偶然出会った小悪党の男ふたりと、無
垢な女。パリ郊外にある女の叔母の家から大金を盗む計画を立てる3

人だが、予期せぬハプニングから計画は殺人事件へと発展する。50

年以上たった今もまったく色褪せることのない、最高の犯罪メロドラマ! 

1964年 /フランス/96分 /コピアポア・フィルム
監督・脚本：ジャン=リュック・ゴダール　原作：ドロレス・ヒチェンズ
出演：アンナ・カリーナ/クロード・ブラッスール/サミ・フレ/ルイザ・コルペイン

はなればなれに

©1964 Gaumont ‒ OrsayFilms

未来を選べ。

スコットランドで暮らす4人のジャンキー達の明るく悲惨な青春像を、スタイ
リッシュな映像と音楽で描き出し、90年代のポップ・カルチャーの代名詞
となった作品。本国はもとより、アメリカ、日本のミニシアターでも大ヒットを
記録した。今や大スターとなった若き日のユアン・マクレガーが主演を務
め、『ビザンチウム』などのジョニー・リー・ミラーらが共演。20年ぶりの続
編となる『T2 トレインスポッティング』の公開に併せてリバイバル上映 !

1996年 /イギリス/94分 /アスミック・エース/R15+/35mm　監督：ダニー・ボイル
原作：アーヴィン・ウェルシュ　出演：ユアン・マクレガー /ユエン・ブレムナー

トレインスポッティング

© 2017 Time Inc (UK) Limited. NME is a registered trademark of Time Inc (UK) Limited being used under licence.

2016/©2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit　EW0001　Sebastian（Ryan Gosling）and Mia（Emma Stone）in LA LA LAND.Photo courtesy of Lionsgate.

7 / 24 -

7 / 24 - 8 / 4

1996年に公開され、世界中に大旋風を巻き起こしたアーヴィン・ウェル
シュ原作の伝説の青春映画『トレインスポッティング』。主演のユアン・マ
クレガーやダニー・ボイル監督はじめ、オリジナルの主要キャストとスタッフ
が20年ぶりに再結集して贈る待望の続編 ! スコットランド、エディンバラ。
大金を持ち逃げし20年ぶりにオランダからこの地に舞いもどってきたマー
ク・レントン。表向きはパブを経営しながら、売春、ゆすりを稼業とするシッ
ク・ボーイ。家族に愛想を尽かされ、孤独に絶望しているスパッド。刑務
所に服役中のベグビー。想像の通り? モノ分かりの良い大人になれずに
荒んだ人生を疾走する彼らの再会、そして彼らが選ぶ未来とは―。

2017年 /イギリス/117分 /ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント/R15+

監督：ダニー・ボイル　原作：アーヴィン・ウェルシュ　出演：ユアン・マクレガー /

ユエン・ブレムナー /ジョニー・リー・ミラー /ロバート・カーライル/ケリー・マクドナルド

T2 トレインスポッティング
彼らが選んだ―20年後の「未来」。

7 / 8 - 22, 24 - 28

ようこそ、ラ・ラ・ランドへ ! 今年度のアカデミー賞に史上最多となる14ノ
ミネートを受け、〈主演女優賞〉〈監督賞〉など6部門に輝いた、極上の
ミュージカル・エンターテイメント! 夢を叶えたい人々が集まる街、ロサンゼ
ルス。映画スタジオのカフェで働くミアは女優を目指していたが、何度オー
ディションを受けても落ちてばかり。ある日、ミアは場末の店で、あるピア
ニストの演奏に魅せられる。彼の名はセブ（セバスチャン）、いつか自分の
店を持ち、大好きなジャズを思う存分演奏したいと願っていた。やがて二
人は恋におち、互いの夢を応援し合う。しかし、セブが店の資金作りのた
めに入ったバンドが成功したことから、二人の心はすれ違いはじめる…。

2016年 /アメリカ/128分 /ギャガ、ポニーキャニオン　監督・脚本：デイミアン・チャゼル
出演：ライアン・ゴズリング/エマ・ストーン/ジョン・レジェンド/ローズマリー・デウット

ラ・ラ・ランド
夢をみていた

特別ゲスト：樋口泰人さん（boid主宰、映画評論家）
デヴィッド・ボウイ・イズ（写真）
2013年 /イギリス/98分 /カルチャヴィル　監督：ハミッシュ・ハミルトン
出演：デヴィッド・ボウイ/ビクトリア・ブロークス/ジェフリー・マーシュ /山本寛斎

地球に落ちて来た男
1976年 /イギリス/139分 /boid　提供：京都みなみ会館 /boid

監督：ニコラス・ローグ　原作：ウォルター・テヴィス
出演：デヴィッド・ボウイ/リップ・トーン/キャンディ・クラーク/バック・ヘンリー

ジギー・スターダスト　1973年 /イギリス/90分 /オンリー・ハーツ
監督：D.A.ペネベイカー　出演：デヴィッド・ボウイ/ミック・ロンソン/トレヴァー・ボーダー /ウッディ－・ウッドマンジー

open 22：15 start 22：30（終了予定 翌6：00）

All Night 6 / 24デヴィッド・ボウイと京都の夜

©1976 Studiocanal Films Ltd. All rights

ホテルアンテルーム京都にて開催中の写真展〈DAVID BOWIE by MICK ROCK〉他、ボウイが愛した街・
京都にて関連イベントが続々開催される事を記念し、オールナイト上映を開催 ! ゲストに、樋口泰人さんをお迎え
し、ボウイとアメリカ、『地球に落ちて来た男』が示すアメリカについてお話しいただきます。お楽しみに! 

勝手にしやがれ〈デジタル・リマスター〉
1960年 /フランス/90分 /オンリー・ハーツ　原案：フランソワ・トリュフォー
出演：ジャン＝ポール・ベルモンド/ジーン・セバーグ/ダニエル・ブーランジェ

女は女である　1961年 /フランス、イタリア/84分 /ザジフィルムズ/35mm

原案：ジュヌヴィエーヴ・クリュニ　出演：ジャン=クロード・ブリアリ/アンナ・カリーナ

女と男のいる舗道（写真）　1962年 /フランス/85分 /ザジフィルムズ
原作：マルセル・サコット　出演：アンナ・カリーナ/サディ・レボ

気狂いピエロ〈デジタル・リマスター〉
1965年 /フランス・イタリア/105分 /オンリー・ハーツ　出演：ジャン＝ポール・ベルモンド/アンナ・カリーナ

open 22：30 start 22：45（終了予定 翌5：40）

All Night 7 / 15Directed by
ジャン＝リュック・ゴダール　監督・脚本：ジャン＝リュック・ゴダール

©1962.LES FILMS DE LA PLEIADE.Paris

Directed by シリーズ第2弾はジャン＝リュック・ゴダール。『勝手にしやがれ』で"ヌーヴェルヴァーグの旗手”と
して躍り出て以来、世界の映画界に大きな影響を与えてきた。そんな彼の初期の4作品をセレクト! 

SHOT
!

×
ジギー・スタ

ーダスト
先行公開＆

日本初上映
！

変化するん
だ

©KADOKAWA 1963『新撰組始末記』

©KADOKAWA 1960『大菩薩峠』

©KADOKAWA 1967『陸軍中野学校竜三号司令』

©KADOKAWA 1961『花くらべ狸道中』

©KADOKAWA 1959『濡れ髪三度笠』

今年もやります ! 当館夏の風物詩・市川雷蔵映画祭 ! 今年は二つのテーマ
を据えて12作品を一挙上映 ! 雷様の有志を是非大スクリーンで!

配給：角川映画　出演：市川雷蔵市川雷蔵映画祭2017

【没後10年、内藤昭美術監督×田中徳三監督×市川雷蔵作品】

濡れ髪三度笠　1959年 /98分 /カラー　監督：田中徳三
共演：本郷功次郎 /淡路恵子 /中村玉緒 /楠トシエ/中田ダイマル/中田ラケット

花くらべ狸道中　1961年 /80分 /カラー　監督：田中徳三
共演：若尾文子 /小林勝彦 /勝新太郎 /中田康子 /五月みどり

濡れ髪牡丹　1961年 /90分 /カラー　監督：田中徳三
共演：京マチ子 /小林勝彦 /小桜純子 /井上明子 /山本弘子 /大辻伺郎

眠狂四郎 殺法帖　1963年 /82分 /カラー　監督：田中徳三
共演：中村玉緒 /城健三朗 /小林勝彦 /扇町景子 /真城千都世 /沢村宗之助

忍びの者 霧隠才蔵　1964年 /87分 /モノクロ　監督：田中徳三
共演：磯村みどり/城健三朗 /中村鴈治郎 /小林勝彦 /成田純一郎 /島田竜三

陸軍中野学校 竜三号指令　1967年 /88分 /モノクロ
共演：安田道代 /松尾嘉代 /加東大介 /滝田祐介 /仲村隆 /島田竜三 /稲葉義男

【大政奉還150年特集】

花の兄弟　1956年 /74分 /モノクロ　監督：三隅研次
共演：林成年 /木暮実千代 /三田登喜子 /中村玉緒 /浜世津子 /舟木洋一

月形半平太　1956年 /108分 /カラー　監督：衣笠貞之助
共演：長谷川一夫 /山本富士子 /勝新太郎 /菅原謙二 /京マチ子 /中村玉緒

朱雀門　1957年 /100分 /カラー　監督：森一生
共演：若尾文子 /山本富士子 /夏目俊二 /船木洋一 /東野英治郎 /三宅邦子 /小澤栄

大菩薩峠　1960年 /106分 /カラー　監督：三隅研次
共演：本郷功次郎 /中村玉緒 /山本富士子 /菅原謙二 /根上淳

大菩薩峠 竜神の巻　1960年 /90分 /カラー　監督：三隅研次
共演：本郷功次郎 /中村玉緒 /山本富士子 /近藤美恵子 /三田登喜子 /藤原礼子

新撰組始末記　1963年 /93分 /カラー　監督：三隅研次
共演：城建三郎 /松本錦四郎 /小林勝彦 /天知茂
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★1 6/17（土）15:30 ～『SHOT! 』…上映後、志磨遼平さん（ドレスコー
ズ）ゲスト・トーク 聞き手：鈴木淳史さん（ライター、インタビュアー）

★2  6/24（土）、25（日）14:25 ～『ゴンドラ』…上映後、伊藤智生監督
舞台挨拶

当日料金

一　般

学　生

会　員

小中高校生
1,000円均一
シニア

1,100円均一

〈R〉

1,800

1,500

1,200

〈A〉

1,700

1,400

1,200

〈B〉

1,500

1,300

1,000

〈C〉

1,300

1,000

1,000

■特別料金
『ハイヒール』…800円均一
【デヴィッド・ボウイと京都の夜】…一般3,000 
円 / 学生・会員・前売り2,700円
【Directed by ジャン＝リュック・ゴダール】…
一般2,800 円 / 学生・会員・前売り2,500円

■特別割引
【市川雷蔵映画祭2017】…雷蔵命日割引7/17（月・祝） 
1,000円均一、ゆかた・着物割引1,000円

■通常割引
ファースト・デー（毎月1日、1月は2日）、マンデイ（月曜

※ゲストは予告なく変更となる場合がございます
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キングコ
ングの逆
18：05 -

ゴンドラ
16：30 -18：25

ゴンドラ
10：30 -12：25

はなればなれに
12：35 -14：15

娘よ
14：25 -16：00

コール・オブ・ヒーローズ／武勇伝
12：15 -14：15

幸福は日々の中に。
12：40 -13：55

真白の恋
14：05 -15：45

おじいちゃんはデブゴン
15：55 -17：35

コール・オブ・ヒーローズ／武勇伝
17：45 -19：45

SHOT! The Psycho-Spiritual Mantra of Rock
19：55 -21：35

超大怪獣大特撮大全集SDX PART.2 1,800円均一 ウルトラ大全集 PART.3 1,500円均一 アリーキャット先行上映■R 市川雷蔵映画祭2017■C

★3 7/7（金）17:55 ～『スレイブメン』…上映後、中村優一さん（主演）舞台挨拶

★4 7/16（日）16:30 ～『アリーキャット』…詳細後日発表

★5 7/22（土）14:55 ～『算法少女』…上映後、外村史郎監督舞台挨拶

男性）、レディース・サービス（水曜女性）…1,100円均一
ペア割引（毎週火曜、男女問わず）、夫婦50割引（どちらか
50歳以上のご夫婦）…お二人で2,200円
ロードショーウィークデー初日割引（R・Aの作品）… 6/26
（月）『はなればなれに』、『ヘッド・ショット』、7/24（月）『残さ
れし大地』、『世界でいちばん美しい村』1,100円均一

レイト割（21:30以降開始の回）…7/22（土）『ラ・ラ・ランド』
招待券使用不可… 6/17（土）『SHOT! 』ゲスト・トーク付き
上映、【ウルトラ大全集】、【超大怪獣大特撮大全集】、すべ
てのオールナイト上映

（土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月・祝） （火） （水） （木） （金） （土） （日） （月） （火） （水） （木） （金）
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6 / 17 - 23

“日本のベニス”と呼ばれるほど美しい景観を誇る、富山県射水市を舞台に、軽
度の知的障がいのある主人公・渋谷真白（ましろ）の初恋と、周囲の人々の優
しさや葛藤を描いた人間ドラマ。監督は富山を拠点に活動する坂本欣弘。

2016年 /日本 /97分 /エレファントハウス　監督：坂本欣弘
出演：佐藤みゆき/岩井堂聖子 /福地祐介 /山口詩史 /杉浦文紀 /及川奈央 /長谷川初範

真白の恋

©2016『真白の恋』製作委員会

パキスタンの大自然を余すところなく捉え、山岳地帯に繰り広げられる母と娘の緊
迫の逃走劇を描く。ある日起こった部族間でのトラブル解決のために、10歳にな
るザイナブは、相手の老部族長との婚姻を求められるのだが、その時母は…。

2014年 /パキスタン、アメリカ、ノルウェー /93分 /パンドラ　監督・脚本：アフィア･ナサニエル
出演：サミア・ムムターズ/モヒブ・ミルザー /サーレハ・アーレフ

娘よ

©2014-2016 Dukhtar Productions, LLC

原発事故後の福島に生きる人びとをテーマに製作したドキュメンタリー。
3組の家族に寄り添う事で、故郷を愛する思いを紡ぎ出す。土地本来
の持つ、変わらぬ自然の美しさを描き出す。

2016年 /ベルギー /76分 /太秦　監督：ジル・ローラン
出演：松村直登 /松村代祐 /半谷信一 /半谷トシ子 /佐藤有 /佐藤とし子

残されし大地

©CVB / WIP /TAKE FIVE - 2016 - Tous droits reserves

7 / 8 - 14

7 / 7 - 14

7 / 24 - 8 / 4

6 / 24 - 7 / 7

6 / 26 - 7 / 6

『ザ・レイド』シリーズ、『スター・ウォーズ /フォースの覚醒』のイコ・ウワイスが主
演を務めるインドネシア産のバイオレンスアクション。記憶を失った男が、愛する
女性を救出するために犯罪組織に立ち向かう姿を描く。

2016年 /インドネシア、日本、シンガポール/118分 /アークエンタテインメント/R15+

監督：モー・ブラザーズ（ティモ・ジャヤント/キモ・スタンボエル）　出演：イコ・ウワイス

ヘッド・ショット

©2016 PT. Satu Indonesia Film

人間の果てなき欲望によって世界が滅びそうになり、人々は世界を救うため自らア
ンドロイドになった。長い年月を経たある日、一部のアンドロイドがエラーを起こし、
欲望を取り戻してしまう。そんなアンドロイドたちの物語を描いた短編ファンタジー。

2017年 /日本 /29分 /Lander Inc.　監督・脚本：イ・インチョル
出演：菊地凛子 /小島藤子 /玄理 /谷口蘭

ハイヒール こだわりが生んだおとぎ話

© Lander Inc.

7 / 1 - 15

7 / 18 - 23

6 / 17 - 7 / 7

安永四年（1775年）、神田銀町の町娘、千葉あき（13歳）は、仲の良い友だち
とお参りにやってきたが、ふと目にした<算額>に誤りをみつけた。あきに誤りを指
摘されたのは、算法の主流である関流一門の旗本だった…。

2016年 /日本 /97分　監督：外村史郎　原作：遠藤寛子
声の出演：須藤沙也佳 /木村淳 /杉原夕紀 /古谷敏 /駒塚由衣 /加藤茂雄 /嶋田久作

算法少女

Copyright 2016 赤の女王. All Rights Reserved.

ネパール大地震で壊滅した村が、悪戦苦闘しながら復興を果たそうとする姿を捉
えた感動のドキュメンタリー。貧しくともいつも笑顔のアシュバドル一家、村を支え
る一人の看護婦、神秘的な風習、ヒマラヤの大自然を舞台に繰り広げられるさま
ざまな人間模様を捉える。女優の倍賞千恵子がナレーションを担当している。

2017年 /日本 /108分 /太秦　監督：石川梵　ナレーション：倍賞千恵子

世界でいちばん美しい村

©Bon Ishikawa

7 / 24 - 8 / 11

元ナチ親衛隊中佐アドルフ・アイヒマンは人間の皮をかぶった悪魔なの
か? 歴史に名高いアイヒマン裁判を描いた傑作ドキュメンタリー !

1999年 /イスラエル、フランス、ドイツ、オーストリア、ベルギー /123分 /

コピアポア・フィルム　監督・脚本：エイアル・シヴァン　出演：アドルフ・アイヒマン

スペシャリスト
～自覚なき殺戮者～

©moment-films.Ltd

冴えない男が悲劇のダークヒーロー“スレイブメン”となって1人の少女
の人生を変えるために戦う姿を描く。監督は『片腕マシンガール』の井
口昇。『仮面ライダー電王』の中村優一が主人公を務める。

2017年 /日本 /87分 /SPOTTED PRODUCTIONS

監督・脚本：井口昇　出演：中村優一 /奥田佳弥子 /味岡ちえり/津田寛治

スレイブメン

©2017「スレイブメン」製作委員会

6 / 24 - 7 / 7

美しい映像と幻想的な色彩に透明なメッセージを封印した、ひとりの少
女の“心の対話の物語”を描いた作品。オリジナル35mmフィルムおよ
びデジタルリマスター版で30年ぶりにリバイバル上映 !

1986年 /日本 /112分 / Teamゴンドラ/DCP（6/24, 7/1-7）、35mm（6/25-30）
監督・脚本・原案：伊藤智生　脚本・原案：棗耶子　出演：上村佳子 /界健太

ゴンドラ

©2016 Teamゴンドラ All rights reserved

©2016 Universe Entertainment Limited. All Rights Reserved.

©KADOKAWA 1967

TM&©1967 TOHO CO.,LTD.

『新少林寺 SHAOLIN』のベニー・チャン監督とサモ・ハンがアクショ
ン監督としてタッグを組んだ、内戦時代の中国を舞台に展開するアク
ション映画。1910年代、内戦下の中国。自警団に守られ、貧しいなが
らも平和な暮らしが営まれている普城の村に、各地で略奪と虐殺の限
りを尽くす、ツァオ将軍率いる軍閥の魔の手が迫っていた。非道な軍
閥を迎え撃つ自警団、そして流れ者のマー・フォンら気高く生きる者た
ちによる正義を貫く戦いが描かれる。『激戦 ハート・オブ・ファイト』のエ
ディ・ポン、『レクイエム 最後の銃弾』のラウ・チンワン、チャン監督に
数多く出演し、ジョニー・トー作品でも知られるルイス・クー、『ドラゴン
×マッハ！』のウー・ジンら、香港アクションスター勢が顔を揃える。

富士火山帯の異常活動で目を醒ましたギャオスは次 と々人を襲い、名
古屋城を破壊、一帯が火の海と化す。その火に引き寄せられ現れたガ
メラは怒りの火炎噴射を吹き、二大怪獣の壮絶な決闘が勃発する。〈光の戦士〉という原点に立ち返り、〈超光速〉をテーマ

とした“史上最強のウルトラマン”!

強大な銀河帝国を築き、宇宙制覇を目論むウルトラマン
ベリアルにウルトラセブンの息子・ゼロが戦いを挑む!

『国連調査船の原子力潜水艦で海底油田の調査を行っていたネルソ
ン司令官ら3人は、艦の故障で南海のモンド島に上陸。そこで彼らは
巨大な類人猿・キングコングに遭遇する。東宝創立３５周年記念映画。

2016年 /中国・香港 /120分 /ツイン/R15+　監督：ベニー・チャン
アクション監督：サモ・ハン　出演：エディ・ポン/ラウ・チンワン/ルイス・クー

コール・オブ・ヒーローズ／武勇伝
黒澤明とセルジオ・レオーネに捧ぐ…。

6/25（日） 宍戸開さん
トークライブ＆サイン会

開場 /13:00　会場 /京都みなみ会館1階特設会場（別料金）
特別ゲスト：宍戸開さん（DASH　ヒジカタ・シゲル隊長役）

7/23（日） アベユーイチ監督
トークライブ＆サイン会

開場 /13:00　会場 /京都みなみ会館1階特設会場（別料金）
特別ゲスト：アベユーイチさん（監督・脚本）

6 / 24, 25

6 / 24, 25

7 / 22, 23

35mm上映　配給：東宝

超大怪獣大特撮大全集SDX PART.2ウルトラ大全集 PART.3 絆-ネクサス-

大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス ＋短編1本
1967年/日本/86分/角川/35mm　監督・特撮監督：湯浅憲明
出演：本郷功次郎/笠原玲子/阿部尚之/丸井太郎

ウルトラマンマックス
2005～ 2006年/TVシリーズ/円谷プロダクション、中部日本放送
出演：青山草太/小川信行/長谷部瞳/ショーン・ニコルス/

満島ひかり/宍戸開/桜井浩子/二瓶正也/黒部進
『第16話 わたしはだあれ？』監督・特技監督：三池崇史
『第31話 燃えつきろ! 地球！！』監督：梶研吾　特技監督：髙野敏幸

7 / 22, 23ウルトラマンゼロ
THE MOVIE
超決戦！ベリアル銀河帝国
2010年/日本/100分/松竹　監督・脚本：アベユーイチ
出演：小柳友/濱田龍臣/土屋太鳳/平泉成/きたろう/ベンガル

キングコングの逆襲 ＋短編1本
1967年/日本/104分/東宝/35mm　監督：本多猪四郎　特技監督：円谷英二
出演：宝田明/浜美枝/ローズ・リーズン/リンダ・ミラー /天本英世/田島義文/堺左千夫


