制御不能の官能。

俳優に人物を与えて観察する！俳優とともに駆け抜ける 走りながらひた
すら撮る その独特な映画作法で産み出してきた内田伸輝作品は︑一部か
ら︑熱狂的な支持を受けてきた︒
ひしめく競合を押え︑第 回東京フィルメックス最優秀作品賞を受賞した
﹃ふゆの獣﹄で︑その恐るべき才能は︑国内外の映画人︑映画ファンの知る
ところとなった︒そして今︑
﹃ふゆの獣﹄で内田は劇場デビューをかざる︒
その公開を記念して︑数々の映画賞を受賞した内田作品の中から長編二作
品を特別上映︒長編ドキュメンタリー﹃えてがみ﹄
︑初の長編劇映画﹃かざ
あな﹄︒長編劇映画二作目であり劇場デビュー作となる﹃ふゆの獣﹄公開を
記念して︑これまで映画祭やイベントでしか見ることができなかった﹃えて
がみ﹄
﹃かざあな﹄が劇場初上映される︒制御不能の官能︒

内田伸輝監督最新作『ふゆの獣』公開記念

!!!
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えてがみ

Pictorial Letters

2002｜DV｜カラー｜95min.

泣いて叫んで吐いて、また筆を持つ。
出会った人達の似顔絵を葉書に描い
て送るナベと、俳優志望のヨシタケの共同生活。
ナベのテンションとペース
が、ヨシタケを追いつめる。
いくつもの季節とロケーションでナベを撮り続け
たドキュメンタリー。
初長編。
PFF アワード 2003 審査員特別賞受賞、第 28 回香港国際映画祭スペシャルメンション、第１回 SKIP シティ
国際 D シネマ映画祭 長編コンペティション部門、2004 ニッポンコネクション他 正式上映
監督・撮影・編集：内田伸輝 音楽：中津昌彦 製作：ブラザーズ企画
渡邊慎一郎、渡邊慎太郎、渡邊頴子
映像工房 NOBU

出演：鍋山晋一、飯島功丈、

かざあな

Kazaana

2007｜DV｜カラー｜94min.

どろどろの恋愛模様にのたうつカメラ。
肉体と言葉と重苦しい感情や記憶
を持て余す男女が、役者の身体を通して生活し呼吸する。
移ろう人心の
交差、
時間、
光、
風、
声、
皮膚感覚の映像が機微を映す。
初の長編劇映画。
第 8 回 TAMA NEW WAVE コンペティショングランプリ・女優賞、ひろしま映像展 2008 グランプリ・
企画脚本賞・演技賞 三部門受賞、PFF アワード 2008 審査員特別賞受賞、バンクーバー国際映画祭コ
ンペティション部門他 正式上映

!!

監督・構成・プロット・撮影・編集：内田伸輝 キャストダイアローグ：鍋山晋一、秋桜子、
山内洋子、

赤穂真文、
内田伸輝 音楽：斉藤哲也 スチール：斎藤 文 演出補佐：鍋山晋一 制作：ブラザーズ企画
出演：鍋山晋一、秋桜子、
山内洋子、赤穂真文
映像工房 NOBU

配給：マコトヤ 協力・作品窓口：ぴあフィルムフェスティバル事務局 more info. http://www.loveaddiction.jp/

1 回上映

えてがみ 7/24 7/26 7/28

ふゆの獣のチケット持参で 1000 円

※すべて税込

新宿駅東南口・大塚家具手前

www.ks-cinema.com

03
（3352）
2471

【入替制】

当日料金：一般・学生：1300 円、小人・シニア 1000 円

■ 名古屋シネマスコーレ 7/19(水)より7/22(金)まで ［えてがみ：7/19 7/20 かざあな：7/21 7/22］ 連日20:20より1回上映 052-452-6036 http://www.cinemaskhole.co.jp/
■ 京都みなみ会館 8/2(火)より8/7(日)まで ［えてがみ：8/2 8/4 8/6 かざあな：8/3 8/5 8/7］ 075-661-3993 http://kyoto-minamikaikan.jp/

ふゆの獣
より

！
7/23 (土)解禁！

連日昼12時より かざあな 7/23 7/25 7/27 7/29

7/2(土) 公開！連日夜21:10より１回上映
新宿駅東口・伊勢丹メンズ館隣 B1F
03(3352)1846

http://www.ttcg.jp

他全国続々

映画史上最も暴力的で、
最も美しい恋愛映画『ふゆの獣』
にたくさんの方からコメントをお寄せいただきました。

愛する人を求めながら、愛されることを求めて走り続ける。
とじない物語が行方を求めている。
映画館を出た後も、
あの男と女がどこへ行くのか気になり続けています。
まるで、私の行方を思うように。
■渡辺真起子

女優

2010年東京フィルメックスのコンペ作品としてこの作品にはじめて出会った時、
ある戦慄が体中を駆けめぐった。
「クマさん
（神代さん）
の再来のようだ！」
と感じた。
しかし
『ふゆの獣』
は、
ロマンポルノより遥かにきびしい条件のもとで
つくられ乍ら、
もっと高みを目指している。
■白鳥あかね 脚本家・スクリプター

映画は中古車を買うくらいの金額で作られているが、
その魅力は全く損なわれていない。
美しく控え目に、
かつ静かに、
愛が人々にもたらす混乱を表現する。

育って来た環境で、人格が作られて行くと言います。
■Bas Raijmakers “STBY Magazine”
その人格の歯車が合わなかった時、
「アベック モン マリ」
と
「レザボア・ドッグス」
を融合させた、
人間のエゴが表面化し、
オレの好きな種の名作を思い出したなあ…。
修復出来ない事態をまねく時もあります。
４人の男女の身勝手な四つ巴合戦の恋愛バトルがとても怖かったし、
私はこの映画で、恋愛と言う誰もが持つ葛藤と、
どこか滑稽で面白おかしく観させてもらいました。
個々の俳優さんがとても生き生きしていて、
その人間の内面を描きたかったのです。

内田伸輝

■寺島進 俳優

第11回東京フィルメックス最優秀作品賞受賞
ロッテルダム国際映画祭2011コンペティション正式上
映 ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2011招待 大阪アジアン映画祭2011特別招待 香港国際映画
祭2011 Indie Power部門正式上映 ニッポンコネクション2011 Nippon Cinema部門正式上映 台
北映画祭2011 Panorama Voices from Asia部門正式上映 JAPAN CUTS 2011(米国 ニュー
ヨーク)正式上映 サントペテルブルグ国際映画フォーラム2011 Wind from the East部門正式上映

特 別 鑑 賞 券1, 5 0 0円 絶 賛 発 売 中！
！※劇場窓口でお買上の方に特製ポストカード付！

■ 初日舞 台 挨 拶 有 【当日料金】一般・学生：1300 円、小人・シニア：1000 円

新 宿 駅 東 口・伊 勢 丹 メ ン ズ 館 隣 B 1 F

全席指定／入替制 03（3352）1846
http://www.ttcg.jp

7/9
7/30

（土）テ ア ト ル 梅 田

名古屋シネマスコーレ

（土）京都シネマ
より

緊急公開！

連日夜21時10分より
1 回上映

www.loveaddiciton.jp
より

より

7/2 (土)

自分自身も刺激になったし、
力強い映画でした！
オレはこの映画に出会えてラッキーです。

神戸アートビレッジセンター 他 続々全国公開

