
※本リリースの情報解禁は、5/29（金）AM6:00 以降にてお願い致します 
 

Covid-19 パンデミックに負けるな！日本公開をバックアップ 
ビー・ガン監督自ら作詞、ホアン・ジエ（『ロングデイズ・ジャーニー』主演）作曲・ヴォーカルによる 

チャリティーソングを日本ファンに向けて無料配信！ 
 

新公開日が 6 月 6 日(土)に決定！オンラインシアターでも同時公開 

ミニシアターからの推薦コメントも続々到着！ 
 

『凱里ブルース』 
 

平素よりお世話になっております。この度、シアター・イメージフォーラムほか

にて 4/18(土)の公開予定から 6月 6日(土)へと公開延期となっておりました映画

『凱里ブルース』につきまして、日本公開をバックアップするためのチャリティ

ーソングが期間限定で無料配信されますのでリリースさせていただきます。 

 

このチャリティーソング「Bi Gan Updated His MYSPACE」（右上・ジャケット表

面／右下・裏面）は、ビー・ガン監督自ら作詞を手掛け、監督の第二作で日本で

も公開中の『ロングデイズ ・ジャーニー この夜の涯へ』で主演したホアン・

ジエが作曲とヴォーカルを担当した楽曲です。Covid-19 によって２度に渡って延

期となっている本作の公開をバックアップするために、日本のファンに向けて期

間限定で無料ダウンロード配信されます。 

 

ダウンロード URL www.reallylikefilms.com/bigansong  

情報解禁日時以降に有効／ダウンロードにはパスワードが必要です 

「PWD:BGUHMS (Bi Gan Updated His MYSPACE の頭文字をとったもの)」 

 

映画監督や俳優がこうした応援メッセージを、詩や楽曲に託して届けようとする

のは稀で、ファンには「中国新世代の旗手としても名高いビー・ガン監督ならで

はの応援メッセージ」だと嬉しくなるような試みです。ゆったりとしたリズムの

中、ホアン・ジエの淡々と呟くようなヴォーカルが、先の見えない不安を癒すか

のように展開される約 7分半の静かなアンビエント調の楽曲は、映画館の再開を

待ちわびている日本のファンへのメッセージとして静かに響き、何度も聴きたく

なるような作品になっています 

 

今回、新たに推薦コメントも続々と到着しております。ブロードキャスターのピ

ーター・バラカンさんをはじめ、本作の上映館であり、Covid19 の影響で苦境に

立たされている全国のミニシアターのオーナー、支配人やプログラミングディレ

クターからも推薦コメントを頂きました。今後も上映館を中心に追加コメントが

寄せられる予定でオフィシャルサイトや twitter、FB、LINE で公開致します。 

 

なお、営業再開した六本木蔦屋書店では、6月 1日（月）から 30日(火)まで『凱里ブルース』のアートポスター展を

開催。中国人デザイナーのルー・ユンファンによる４種のポスターの展示とオリジナルプリントの受注販売を行って

います。 

また、本作は海外の映画祭での高い評価を受け、日本のメディアでも話題を呼んでおります。朝日新聞・毎日新聞・

日経新聞が一番大きな扱いで映画評を掲載。キネマ旬報が『ロングデイズ・ジャーニー』の表紙・巻頭グラビアで 9P

掲載したのに次いで、本作で再び 6P の特集を組むなど異例の扱いで取り上げてられております。 

 

なお、度重なる公開延期にも対応し、映画館と映画配給会社の共生が信条のオンラインシアター「LIVING ROOM 

THEATER / 架空映画館」でも 6月 6日(土)から同時(先行)公開することが決定しております。 

ぜひ、この機会に本リリースをご紹介頂けましたら幸甚です。何卒、よろしくお願い致します。 

 

※２ページ目以降に楽曲の詳細や、新着コメントについて掲載しております。 



 

 

『凱里ブルース』 中国新世代を代表するビー・ガン監督の原点！ 
 

ビー・ガン監督は 1989 年生まれで現在 31歳、中国貴州省凱里市出身の映画監督だ。日本では第二作目の『ロングデイズ ・ジャ

ーニー この夜の涯てへ』が先に劇場公開されて話題を呼んでいるが、本作『凱里ブルース』は監督が 26歳の時に撮影した長編

デビュー作となる。低予算での製作で出演者のほとんどが監督の家族や親戚、友人であり、故郷である凱里でロケを行った同作

は、瞬く間に各国の映画祭で評判を呼び、スイスのロカルノ国際映画祭でワールドプレミア上映されると新進監督賞と特別賞を受

賞。各国のメディアやジャーナリストから驚きと称賛を持って向かえ入れられた。その時の興奮を、後に新華社通信は「過去五年

で一番優れた中国国産映画」「中国映画を五十年進歩させる」と絶賛されたと伝えている。その後もフランス・ナント三大陸映画

祭で中国人としては、ホウ・シャオシェン監督の『恋恋風塵』（86年）以来となる黄金の熱気球賞〔グランプリ〕を受賞、さらに

中華圏のアカデミー賞とされる金馬奨では最優秀新人監督賞と FIPRESCI 賞に輝くなど圧倒的な才能を世界に見せつけた傑作であ

る。 
 

 

「凱里ブルース」ルー・ユンファン アートポスター展 
●会期：6月１日（月）から 6月 30日(火)まで 六本木蔦屋書店 HP：https://store.tsite.jp/roppongi/ 

●会場：六本木蔦屋書店 〒106-0032 東京都港区六本木 6-11-1 六本木ヒルズ 六本木けやき坂通り 2階フロア 

●フェア内容 

・ポスター展：ルー・ユンファンのデザインによる『凱里ブルース』ポスター４種を展示。オリジナルプリントの受注販売もあり

（3月 7日より実施中の『ロングデイズ ・ジャーニー』のポスター12種類も継続販売）。パンフレット及びポストカードの販売

も。 
 

※ルー・ユンファン : 1990 年中国湖北省荊州市出身。「凱里ブルース』のポスターデザインで一躍脚光を浴び、『となりのトトロ』や『万引き家

族』の中国版ポスターのデザインで知られるホアン・ハイの次にブレイクするデザイナーとして期待されている。『象は静かに座っている』の中

国版ポスターも彼の手によるもの。 

 

 

チャリティーソング「Bi Gan Updated His MYSPACE」歌詞（中国語） 

 

雾气浓到一定程度 
人就能体会深海 
 
那里每一种动物 
它的体积都小于孤独 
 
雾气散开的早晨 
人要捕捉更多的光线 
 
如果不停止伤心事 
眼泪会折损光线的大部分 
 

 

チャリティーソング歌詞（日本語訳） 

 

霧は幾らか濃くなり 

あなたが知りし深海 

 

そこに或るあらゆる動物 

孤独よりも都(ふつ)に小さし 

 

霧晴し朝 

皆人あまつさへ光を掴まんとせむ 

 

悲しみ止まずなら 

涙は大方の光を歪めんとせむ 

 

 

楽曲データ 

Music/Lyrics：Huang Jue/ Bi Gan 

Performer: Huang Jue 



Recording: Huang Jue 

SP: Dangmai Films 

Authorization Area: Japan 

Authorization period: One year since April 28th, 2020 

Authorized to ReallyLike Films LLC 

 

 

新着コメント 

ちょっと不思議な夢から目覚めた後の様に、 

どこまで理解できたかわからないけれど、 

そのイメージはずっと印象に残っている、そんな映画です。 

後半の長いノー・カットのシーンはすごい！ 

ピーター・バラカンさん (ブロードキャスター) 

 

これまでの中国映画が持っていた独特の湿度や情感を備えつつ、思わず唸ってしまう鮮烈な映像表現に不意を打たれる。 

昨年上映した『象は静かに座っている』とともに、ここに来て現れた中国の新たな才能に、すっかり魅了されました！ 

シアター・イメージフォーラム 山下宏洋さん 

 

心を射抜かれるような出会いはそうそうない。夢と現実、危うい境界線が取り払われ、スクリーンに吸い込まれてしまう快感、アカ

ン、言葉にできへん。観てほしい。 

シネ・ヌーヴォ 山崎紀子さん 

 

ぐるりと彷徨う時間旅行。登場人物と一緒に浮遊するカメラは私の視線。 

永遠に眺めていたいこの風景が、もう終わる事を悟った時、車窓に映る”時間“に向けてそっと涙を流した。 

京都みなみ会館 吉田由利香さん 

 

壁、天井、水槽の濁った水、舟板、指先、スクリーンに映し出されるすべてから、そこに積もった〈時間〉を感じる。行ったことのな

い場所、見聞きしたことのない景色、知り合ったことのない人々、それなのに何故こんなに胸を締め付けられるのか。浮遊する魂

のように家々の間を滑りゆくカメラは、まるで何世代も前の私の魂が見せている景色のようだ。自分の中に流れる悠久の時間に

そっと触れたような圧倒的体験！ 

元町映画館 林未来さん 

 

圧倒される映像で、彼岸と此岸の間にある小宇宙の中でぐるぐる回り続ける人たちの世界にいつしか引き込まれる。 

松本ＣＩＮＥＭＡセレクト 宮嵜善文さん 

 

これまで数多くの中国映画を見てきましたが、 

『凱里ブルース』の予告編を始めて見た時に、予告の情景が頭に残り、 

そして作品を見て、震えました。 

中国の新たな才能に、今後も期待しながら、また楽しみが増えました事を嬉しく思います。 

 宇都宮ヒカリ座  伊藤智章さん 

 

 

これまでに到着した推薦コメント 

ビー・ガンはこの先 20年間の映画界を牽引する監督の一人である。 
フィルムノワールの亡霊、ウォン・カーウァイの不機嫌なブルーズ、『めまい』とタルコフスキーの時間の洞窟、ホウ・
シャオシェンの長い出会い、アピチャッポンの神秘的な夢想。それらの光源は、ビーの映画館の鏡の間で反射する。 
ポン・ジュノ(映画監督) 
 

魂の彷徨に関する驚くべき処女作。 
時と出来事の連鎖、そして後悔の念が描き出す、その天才的かつ詩的な映画技で、 
凱里一帯を 40分のワンショットで追う。 
なぜ映画で？なぜ人生を？  
ギエルモ・デル・トロ（映画監督） 
 

もしも無鉄砲な初監督が、新作のほぼ半分近く、ある場所から別の場所（各々非常に離れた場所）へとカットしない
決断を勇気をもってくだしたとしたら？ その代わりに、めちゃくちゃ超越的な 1時間半のワンテイクをあえて強行
する選択をしたら？ 
その答えは十中八九、このビー・ガンの傑作である『凱里ブルース』になるでしょう。 
ワンテイクは、記憶に残る映像体験のつかの間の投影なのです。 
ジョナサン・デミ（映画監督・故人） 



 

「ロングデイズ・ジャーニー」が艶やかなメイクを拭いとりすっぴんになったような。 
「凱里ブルース」はそれゆえに作家の力強い個性と野心がむき出しで、地肌の息遣いに魅せられた。 
詩人の歩みに連れられ世界が拡がる快感！ 
深田晃司 (映画監督) 
 
 

このデビュー作一篇で「凱里」は私たちにとって聖地となる。 
スクリーンから殺到する圧倒的な才能に全身を貫かれた。 
矢野優 (「新潮」編集長） 
 
どう見てもカメラマン一人しかバイクには乗れないしそれがとても謎。だから中毒性があるんだよなこの人の映画っ
て。物語そのものよりも生きている映画を見せられてハラハラする感じ。 
中野裕之（映画監督・映像作家）   
 

第 68 回ロカルノ国際映画祭新進監督賞 & 特別賞受賞 
第 37 回ナント三大陸映画祭黄金の熱気球賞［グランプリ］受賞 

第 52 回金馬奨最優秀新人監督賞・FIPRESCI 賞受賞 
第 10 回アジアパシフィックスクリーンアワード ヤングシネマ賞受賞、第６回北京国際映画祭最優秀新人監督賞受賞 

第 14 回北京大学生映画祭最優秀芸術探究賞受賞、第７回中国映画監督協会賞最優秀新人監督賞受賞 

第 17 回中国映画メディア賞最優秀新人監督賞受賞、第 11 回中国ヤングジェネレーションフィルムフォーラム審査員特別賞受賞 

第 16 回ラス・パルマ国際映画祭グランプリ受賞、第１回迷影精神奨最優秀作品賞受賞 

第 22 回上海映画批評家協会賞トップテンフィルムズ選出・最優秀第一回長編作品賞・最優秀新人男優賞受賞 

第８回トップテン中国映画祭 トップテン作品選出・最優秀新人監督賞受賞 
 

 

『凱里ブルース』（読み：かいりブルース）［原題『路边野餐』］  

6 月 6 日（土）よりシアター・イメージフォーラム他全国順次公開 
オンラインシアター「LIVING ROOM THEATER / 架空映画館」でも 6月 6日(土)から同時(先行)公開 

（URL www.reallylikefilms.com/livingroomtheater） 
 

 

2015/中国/中国語・凱里市の方言/110 分/1:1,85/カラー/DCP/日本語字幕：五十嵐陽子/監修：河合彩子 

監督・脚本:ビー・ガン 撮影:ワン・ティアンシン 録音：リアン・カイ 美術：ズー・ユン 編集：クィン・ヤナン 音楽:リン・チャン  

出演:チェン・ヨンゾン/ヅァオ・ダクィン/ルオ・フェイヤン/シエ・リクサン/ルナ・クオックほか 

配給：リアリーライクフィルムズ+ドリームキッド 提供：ドリーム・キッド+miramiru+リアリー・ライク・フィルムズ 

【ストーリー】凱里の小さな診療室に身を置いて、老齢の女医と幽霊のように暮らすシェン。刑期を終えてこの地に帰還したときには、彼の帰りを待っていたは

ずの妻はこの世になく、しばらくして可愛がっていた甥も弟の策略でどこかへ連れ去られてしまった。シェンは甥を連れ戻すために旅に出る。そして辿り着いた

のは、ダンマイという名の、過去の記憶と現実と夢が混在する不思議な街だった… 
 

【パブリシティ】■プレイタイム（斉藤）■菅野祐治 

【配給・宣伝】 ■リアリーライクフィルムズ（沖田） 
 

本作 資料請求 問 合 、 問 合 尋 。 
速 連絡差 上 。 

 
※マルシーは《©Blackfin(Beijing)Culture & MediaCo.,Ltd – Heaven Pictures(Beijing)The Movie Co., - LtdEdward DING – BI Gan / ReallyLikeFilms 》です 

 
 

■HP: https://www.reallylikefilms.com/kailiblues  ■FB: https://www.facebook.com/リアリーライクフィルムズ-175688862949674/ 

■twitter: @longdays_bi_gan (https://twitter.com/longdays_bi_gan) ■YouTube:  http://urx3.nu/X29C 


