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ア！

記事アップしました。

 #⿈秋⽣( #アンソニー・ウォ
ン)主演ドラマ『 #四樓的天
堂』、ヴァンパイア映画『 #
詭祭』、新⼈監督たちの短編

など、今年も期待度が⾼いラ

インナップで

す。asianparadise.net/2021/08/
post-4… 
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王育麟（ワン・ユーリン）監督の新作台湾映画『動物感傷

の清晨』クランク・イン！

『⽗の初七⽇（原題：⽗後七⽇）』『アリフ・ザ・プ

リン(セ)ス（原題：阿莉芙）』の王育麟（ワン・ユー
リン）監督の新作『動物感傷の清晨』が、今⽇クラン

クインしました。

本作は配達員とセックスワーカーの⼥性の出会い、フ

ィリピン⼈移⺠労働者の恋を中⼼に殺⼈事件がからむ

という物語。

クランクインのセレモニーには、王育麟監督はじめ、キャストの喜翔（シー・シ

ャン）、王⾃強（ワン・ズーチャン）、そして主役の若⼿である王允之（ワン・

ユンジー）と⽇本⼈俳優福地祐介らが参加しました。

本作は、台北を舞台に、台湾、⽇本、フィリピンの男

⼥が繰り広げるロマンティックなストーリー。

監督は激動の世界で孤独の唯⼀の慰めとなる愛の物語

と、荒廃する街の虚しさの中、誰もが望む魂の出⼝を

探す旅を描きたいと語っています。

また、俳優が⾃分の体で語ることを重視し、台詞を減

らし、エロティシズムの探求もするということです。

コロナ渦において、濃密なシーンもある為俳優には3ヶ⽉の訓練期間を設け、感
染予防対策の上無事に撮影が終わることをプロジェクトの皆が願っています。

なお、本作では『Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀』
など布袋戯の製作会社霹靂国際マルチメディアが、初

めて投資に参加することも台湾では話題になっていま

す。

そして、『マンダレーへの道（原題：再⾒⽡城）』の

⿈茂昌（パトリック・ホアン）、『⽗の初七⽇』や

『天⿓⼀座が⾏く（原題：⿓⾶鳳舞）』の詹婷怡（ニコル・ジャン）がエグゼク

ティブ・プロデューサーをつとめ、来年公開予定ということです。

多くの登場⼈物を動かす群像劇の巧い王育麟監督が、今度はどんなラブストーリ

ーと⼈間ドラマを⾒せてくれるのか、楽しみです。

『動物感傷の清晨』

監督：王育麟（ワン・ユーリン）

出演：福地祐介、王允之（ワン・ユンジー）、喜翔（シー・シャン）、尹馨（イ

ン・シン）、王⾃強（ワン・ズーチャン）、莊益增（ジュアン・イーゼン）

2022年台湾で公開予定

★リンクは有り難いのですが、写真や記事の転載は固くお断りします。

2021/08/12 台湾, 映画 | 固定リンク 
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最近の記事

台北電影節のラインナップ第⼀弾発表 

話題のドラマ2作の1・2話がワールド
プレミア！

王育麟（ワン・ユーリン）監督の新作

台湾映画『動物感傷の清晨』クラン

ク・イン！

台湾ドラマ『華燈初上』Netflix独占
で全世界配信！

⾹港映画『花椒(ホアジャオ)の味（原
題：花椒之味）』11⽉公開！

侯孝賢（ホウ・シャオシェン）監督を

追ったドキュメンタリー映画『HHH:
侯孝賢デジタルリマスター版』9⽉公
開！

Podcast『⼣霧花園』の林書宇（ト
ム・リン）監督インタビュー！

『⼣霧花園（ゆうぎりかえん）』初⽇

オンライン舞台挨拶

台湾映画『怪怪怪怪物!（原題：報告
⽼師！怪怪怪怪物！）』7⽉28⽇から
GYAO!で無料配信！

Podcast この夏の台湾映画+α公開ラ
ッシュ！気ままにトーク〜後編

Podcast 台湾映画『親愛なる君へ』
の莫⼦儀（モー・ズーイ）インタビュ

ー！
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ココログ）ブログパーツ「検索

フレーズランキング 」の提供終
了について(9/21更新)

ココログ）独⾃ドメイン Aレコ
ード対応の12⽉10⽇終了につい
て（11/13更新）
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