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日本映画クラシックス Japanese Classics

地獄の警備員［デジタルリマスター版］
The Guard From Underground
[2K Digitally Remastered Version]

日本 Japan
[1992/97min/Japanese]

監督：黒沢 清
Director: Kurosawa Kiyoshi

世界が注目する黒沢清監督の本格恐怖映
画。監督が在籍した製作会社ディレクター
ズ・カンパニー最後の作品をネガから初
デジタル化！ 本作では映画愛に溢れる
若い才能がスタッフとして多数参加した。

特別寄稿

マヌエラ・マルテッリ
『1976』
を振り返って

A full-blown horror film by world-renowned
director Kurosawa Kiyoshi with many
young talents as staff. This is the Director’s
Company’s last film, digitized from the negative
for the first time.

Special Contribution by Manuela Martelli: Looking Back on 1976
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（翻訳 赤塚成人）
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アジアの未来

Asian Future

World Premiere

蝶の命は一日限り

Butterflies Live Only One Day

イラン Iran
[2022/77min/Farsi, Mazani]

監督：モハッマドレザ・ワタンデュースト
Director: Mohammadreza Vatandoust

かたくなに沈黙を貫き、誰とも話さない
老女。彼女の唯一の望みは、湖に浮か
ぶ島への立ち入り許可を得ること。そこ
には彼女を待っている人がいる。しかし、
13 年経っても入島許可が下りず、彼女は
ある手段に訴える…。
An old woman who has taken a vow of silence
and talks to no one. She only has one big goal;
to receive the government’s permission to enter
the island. Someone is waiting for her there. But
after thirteen years, entry permit was not granted
to her. She’s searching for a way until…

ワールド・フォーカス World Focus
Asian Premiere

波が去るとき

When the Waves Are Gone

フィリピン／フランス／デンマーク／ポルトガル
The Philippines/France/Denmark/Portugal

[2022/188min/Filipino]

監督：ラヴ・ディアス
Director: Lav Diaz

優秀な捜査官として麻薬戦争の際に任務
を忠実に遂行し、やがて心身に深いダメ
ージを負った男をめぐる魂の葛藤の物語。
『 立ち去った女 』（16）のラヴ・ディア
スの最新作。ヴェネチア映画祭で上映。
Lieutenant Hermes Papauran is a first-hand
witness of the murderous anti-drug campaign
that his institution is implementing. The atrocities
are corroding him physically and spiritually.

