
ビヨンド  クルーレス  引用リスト

邦題原題 製作年 監督 劇場公開／未公開
1999 ギル・ジャンガー 未公開
2004 ゲイリー・ウィニック 未公開
2002 マイケル・レーマン 未公開
2000 マイケル・デイヴィス 未公開
2002 ーーーーーー 未公開
2004 マーク・ロスマン 未公開
1998 サラ・ケルノチャン 未公開
1997 アレックス・シシェル 未公開
2006 ニック・カサヴェテス 未公開
1999 サム・メンデス UIP
2002 Jordan Brady 未公開
1998 トニー・ケイ 日本ヘラルド映画
1999 ポール・ワイツ 日本ヘラルド映画
2001 ジェームズ・B・ロジャーズ Ｕｎｉ＝ＵＩＰ
2005 スティーヴ・ラッシュ ※オリジナルビデオ作品
2006 ジョー・ナスバウム ※オリジナルビデオ作品
2002 モーガン・Ｊ・フリーマン 未公開
1999 Jean-Pierre Marois 未公開

1995 クレイグ・シンガー　 未公開
1998 ラリー・クラーク 松竹富士
2001 ピーター・ハウイット FOX
1998 ブライアン・シンガー 松竹富士
2002 ガイ・ファーランド ※テレビ映画
1995 スコット・カルヴァート アスミック
2001 ヘンリー・ビーン 未公開
1999 ダニエル・マイリック／ エドゥアルド・サンチェス アスミック・エース＝クロックワークス＝松竹
2002 ジョン・ストックウェル ギャガ・コミュニケーションズ
2000 ジョー・バーリンジャー 日本ビクター＝Ｋ２エンタテインメント
1999 マイケル・マイナー 未公開
2000 Peter Sheridan 未公開
1996 ステイシー・コクラン ギャガ・コミュニケーションズ
2000 ロバート・イスコヴ 未公開
1999 キンバリー・ピアース FOX
2000 ペイトン・リード 東宝東和
2004 デイモン・サントステファーノ ※オリジナルビデオ作品
2003 Noah Buschel 未公開
2001 ブレア・ヘイズ 未公開
2001 ラリー・クラーク アミューズピクチャーズ
1999 ジェイミー・バビット 未公開
2002 イーライ・ロス アートポート
1998 ハリー・エルフォント 未公開
2000 ジェフリー・ライト 未公開
2002 ジョナサン・フレイクス 未公開
1995 エイミー・ヘッカリング Ｐａｒ＝ＵＩＰ
2004 サラ・シュガーマン 未公開
1996 アンドリュー・フレミング ＣＯＬＴＲＩ
2001 ジョン・ストックウェル 未公開
2000 ロブ・シュミット アミューズピクチャーズ
2002 タムラ・デイヴィス ギャガ・コミュニケーションズ
1999 ロジャー・カンブル ＳＰＥ
2000 ロジャー・カンブル ※テレビ映画
2004 スコット・ジール ※オリジナルビデオ作品
1993 アラン・シャピロ 東宝東和
2005 ウェス・クレイヴン ギャガ・コミュニケーションズ
1998 ダン・ローゼン ポニーキャニオン
2002 ピーター・ケア ギャガ＝ヒューマックス
2004 トマス・ヴィンターベア ワイズポリシー＝シネカノン
2000 ーーーーーー 未公開
1998 デヴィッド・ナッター 未公開
2001 Ｒ・Ｄ・ロブ クロックワークス
2001 リチャード・ケリー アスミック・エース＝ポニーキャニオン
1995 グレッグ・アラキ アミューズ
2000 Kris Isacsson 未公開
2003 ベルナルド・ベルトルッチ 日本ヘラルド映画
1999 ジョン・シュルツ 未公開
1999 アレクサンダー・ペイン 未公開
2003 ガス・ヴァン・サント 東京テアトル＝エレファント・ピクチャー
1995 アラン・モイル ＷＢ
2004 ジェフ・シェイファー 未公開
1997 マルコ・ブランビヤ ＣＯＬＴＲＩ
1998 ロバート・ロドリゲス ギャガ＝ヒューマックス
1996 ジェームズ・フォーリー 未公開
2000 ジェームズ・ウォン ギャガ＝ヒューマックス
1998 アンドリュー・ガーランド、トッド・フィリップス 未公開
2003 マーク・Ｓ・ウォーターズ ブエナビスタ
1996 マシュー・ブライト 未公開
1999 マシュー・ブライト トリック・ベイビー・プロジェクト
2001 トミー・オヘイヴァー 未公開
2001 テリー・ツワイゴフ アスミック・エース
2000 ジョン・フォーセット 未公開
2004 ブレット・サリヴァン 未公開
1998 ジョナサン・カーン 未公開
2004 ルーク・グリーンフィールド 未公開
2001 ダニエル・サックハイム ＳＰＥ
1997 ブライアン・ロビンス 未公開
1997 ガス・ヴァン・サント 松竹富士
2000 デイヴィス・グッゲンハイム ワーナー・ブラザース

恋のからさわぎ
13 ラブ 30 サーティン・ラブ・サーティ
恋する40days
Hな彼女の見つけ方 マシューの童貞卒業物語
aardvark
シンデレラ・ストーリー
ガールズ・ルール！ 100％おんなのこ主義
All Over Me
アルファ・ドッグ 破滅へのカウントダウン
アメリカン・ビューティー
American Girl
アメリカン・ヒストリーＸ
アメリカン・パイ
アメリカン・サマー・ストーリー
アメリカン・パイ in バンド合宿
アメリカン・パイ in ハレンチ・マラソン大会
アメリカン・サイコ２
American Virgin

Animal Room
アナザー・デイ・イン・パラダイス
サベイランス　-監視-
ゴールデンボーイ
ダイナマイト・グラフティ
バスケットボール・ダイアリーズ
the believer
ブレア・ウィッチ・プロジェクト
ブルークラッシュ
ブレアウィッチ２
The Book of Stars 
Borstal Boy 
BOYS
理想の恋人を見つけるための７つのジンクス
ボーイズ・ドント・クライ
チアーズ！
チアーズ！２
Bringing Rain 
バブル・ボーイ
ＢＵＬＬＹ　ブリー
Ｇｏ！Ｇｏ！チアーズ
キャビン・フィーバー
待ちきれなくて…
インシデント
タイムマイン
クルーレス
彼女は夢見るドラマ・クイーン
ザ・クラフト
クレイジー／ビューティフル
クライム・アンド・パニッシュメント
ノット・ア・ガール
クルーエル・インテンションズ
クルーエル・インテンションズ２
クルーエル・インテンションズ3
ダリアン
ウェス・クレイヴン’ｓ　カースド
デッドマンズ・カーブ
イノセント・ボーイズ
DEAR WENDY　ディア・ウェンディ
Dirty Girls
洗脳
あのころ僕らは
ドニー・ダーコ
ドゥーム・ジェネレーション
Down to You 
ドリーマーズ
ニコルに夢中
ハイスクール白書　優等生ギャルに気をつけろ！
エレファント
エンパイア レコード
ユーロトリップ
エクセス・バゲッジ／シュガーな気持ち
パラサイト
悪魔の恋人
ファイナル・デスティネーション
Frat House
フォーチュン・クッキー
連鎖犯罪／逃げられない女
トリック・ベイビー　
恋人にしてはいけない男の愛し方
ゴーストワールド
ジンジャー　スナップス
ウルフマン リターンズ
ガールズ・ガールズ
ガール・ネクスト・ドア
グラスハウス
グッド・バーガー
グッド・ウィル・ハンティング／旅立ち
ゴシップ
ガンモ

10 Things I Hate About you
13 Going on 30
40 Days and 40 Nights
100 Girls
aardvark
a cinderella story
all I wanna do
All Over Me
alpha dog
american beauty
American Girl
american history X
american pie
american pie 2
american pie presents band camp
american pie presents the naked mile
american psycho Ⅱ all american girl
American Virgin

Animal Room
another day in paradise
antitrust
apt pupil
bang bang you're dead
the basketball diaries
the believer
the blair witch project
blue crush
book of shadows: blair witch2
The Book of Stars 
Borstal Boy 
boys
boys and girls
boys don't cry
bring it on
bring it on again
Bringing Rain 
bubble boy
bully
but I'm a cheerleader
cabin fever
can't hardly wait
cherry falls
clockstoppers
clueless
confessions of a teenage drama queen
the craft
crazy/beautiful
crime＋Punishment in suburbia
crossroads
cruel intentions
cruel intentions 2
cruel intentions 3
the crush
cursed
the curve
the dangerous lives of altar boys
dear wendy
dirty girls
disturbing behavior
don's plum
donnie darko
the doom generation
Down to You 
the dreamers
drive me crazy
election
elephant
empire records
eurotrip
excess baggage
the faculty
fear
final destination
Frat House
freaky friday
freeway
FREEWAY II: CONFESSION OF A TRICK BABY
get over it
ghost world
ginger snaps
Ginger Snaps 2: Unleashed 
girl
the girl next door
the glass house
good burger
good will hunting
gossip
gummo 1997 ハーモニー・コリン ケイブルホーグ
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1995 イアン・ソフトリー 未公開
1998 スティーヴ・マイナー パイオニアＬＤＣ
1995 ジョー・チャペル 未公開
2001 ダニエル・ウォーターズ 未公開
2000 マーク・ピズナルスキー ＦＯＸ
2002 ジェームズ・コックス 未公開
2002 Paul F. Ryan 未公開
2005 ジャウマ・コレット＝セラ ワーナー
2003 クレア・キルナー 未公開
1999 ジャスティン・ケリガン オンリー・ハーツ＝日本トラステック
1997 ジム・ギレスピー ＣＯＬＴＲＩ
1996 ビリー・ホプキンス 未公開
1998 ダニー・キャノン ＣＯＬＴＲＩ
1999 ロッドマン・フレンダー 未公開
1994 アンソニー・ドレイザン 未公開
2000 メアリー・ランバート 未公開
2006 ニック・ハラン 未公開
1999 ダーレン・スタイン ＳＰＥ
2001 ヴィクター・サルヴァ ギャガ＝ヒューマックス
2003 ヴィクター・サルヴァ ＦＯＸ
2001 ハリー・エルフォント 未公開
2001 ジョン・ダール FOX
2002 ラリー・クラーク クライドフィルムズ
1995 ラリー・クラーク 松竹富士
2001 マイケル・クエスタ 未公開
2002 モイセス・カウフマン 未公開
2000 エイミー・ヘッカリング ＳＰＥ
2003 Troy Byer 未公開
1997 ロジャー・クリスチャン 未公開
2004 ヤコブ・アーロン・エステス 東北新社
2004 マーク・ウォーターズ ＵＩＰ
2002 バーベット・シュローダー ワーナー
2004 グレッグ・アラキ 2005年の東京国際レズビアン&ゲイ映画祭
2004 ジャレッド・ヘス 未公開
1999 ラージャ・ゴスネル ＦＯＸ
2002 ゾーイ・クラーク・ウィリアムズ 未公開
2002 エド・デクター 東宝東和
2001 Joel Gallen 未公開
1997 グレッグ・アラキ パイオニアＬＤＣ

O 2001 ティム・ブレイク・ネルソン ギャガ＝ヒューマックス
1998 ドン・ルース 未公開
2002 ジェイク・カスダン 未公開
2000 ジョー・バーリンジャー/ブルース・シノフスキー　 未公開
2003 フェントン・ベイリー ワイズポリシー
1998 ゲイリー・ロス ギャガ・コミュニケーションズ＝ヒューマックス
2001 ゲイリー・マーシャル ブエナ
2001 エーリク・ショルビャルグ アートポート
2002 アダム・ラーソン・ブローダー、 アンソニー・アブラムス 未公開
1999 カット・シア ギャガ・コミュニケーションズ＝ムービーテレビジョン
2002 ディラン・キッド　 未公開
1996 バズ・ラーマン ＦＯＸ
2002 ロジャー・エイヴァリー ギャガ・コミュニケーションズ
1998 ウェス・アンダーソン 未公開
2001 トーマス・カーター 東宝東和
2004 ブライアン・ダネリー 未公開
2000 キーネン・アイヴォリー・ウェイアンズ ヘラルド
2002 ラージャ・ゴスネル ワーナー
1996 ウェス・クレイヴン アスミック
1994 ジェフリー・レヴィ アスミック
2002 メラニー・メイロン　 未公開
1999 ロバート・イスコヴ 松竹
2006 アンディ・フィックマン 未公開
2000 ロブ・コーエン Ｕｎｉ＝ＵＩＰ
2002 Dewey Nicks 未公開
1998 ジェームズ・メレンディノ ポニーキャニオン＝スローラーナー
1998 タマラ・ジェンキンス 未公開
2002 サム・ライミ ＳＰＥ
2002 ジョナス・アカーランド 東芝エンタテインメント
2001 トッド・ソロンズ シネカノン
1996 リチャード・リンクレイター 未公開
2001 フランシーン・マクドゥガル 未公開
2002 ジョン・ポルソン ＦＯＸ
2001 ジェイ・ロウィ 未公開
2001 Christina Wayne 未公開
1999 ケヴィン・ウィリアムソン アスミック・エース
2003 マーカス・ニスペル 日本ヘラルド映画
1994 キム・ヘンケル 大映
2003 キャサリン・ハードウィック メディア・スーツ
1993 グレッグ・アラキ スタンス・カンパニー
1992 デヴィッド・リンチ パイオニアＬＤＣ＝アミューズ＝ヘラルド提供／ヘラルド
2003 マシュー・ライアン・ホーグ アスミック・エース
2001 トム・マクローリン 未公開
1998 ジェイミー・ブランクス 東宝東和
2000 ジョン・オットマン パイオニアＬＤＣ
2001 ジェイミー・ブランクス 未公開
2002 ウォルト・ベッカー　 未公開
2006 モート・ネイサン 未公開
1999 ブライアン・ロビンス Ｐａｒ＝ＵＩＰ
1999 ソフィア・コッポラ 東北新社
1999 ニック・ハラン ＳＰＥ
2002 スティーヴン・Ｔ・ケイ ※TV映画
2000 デヴィッド・レイナー 未公開
1998 マイケル・スタインバーグ　 未公開
1998 ジョン・マクノートン ＣＯＬＴＲＩ
2001 アルフォンソ・キュアロン ギャガ・コミュニケーションズ

サイバーネット
ハロウィンＨ２０
ハロウィン６／最後の戦い
Happy Campers
愛ここにありて
Highway
Home Room
蝋人形の館
ラブ・スクール
ヒューマン・トラフィック
ラストサマー
プラトニック・ゲーム
ラストサマー２
アイドル・ハンズ
詐欺／イマジナリークライム
ダークサマー
It's a Boy Girl Thing 
ハード・キャンディ
ジーパーズ・クリーパーズ
ヒューマン・キャッチャー／JEEPERS CREEPERS 2
プッシーキャッツ
ロードキラー
ＫＥＮ　ＰＡＲＫ　ケン パーク
ＫＩＤＳ／キッズ
L.I.E.
ララミー・プロジェクト
恋は負けない
Love Don't Cost a Thing
トラブルボーダー
さよなら、僕らの夏
ミーン・ガールズ
完全犯罪クラブ
ミステリアス・スキン
ナポレオン・ダイナマイト
２５年目のキス
ベスト・フレンド
ニュー・ガイ
Not Another Teen Movie
ノーウェア
Ｏ〔オー〕
熟れた果実
オレンジカウンティ
Paradise Lost 2: Revelations
パーティ★モンスター
カラー・オブ・ハート
プリティ・プリンセス
私は「うつ依存症」の女
Pumpkin
キャリー２
Roger Dodger
ロミオ＆ジュリエット
ルールズ・オブ・アトラクション
天才マックスの世界
セイブ・ザ・ラストダンス
セイブド！
最終絶叫計画
スクービー・ドゥー
スクリーム
Ｓ.Ｆ.Ｗ.
Slap Her, She's French!
シーズ・オール・ザット
アメリカン・ピーチパイ
ザ・スカルズ／髑髏（ドクロ）の誓い
Slackers 
ＳＬＣ（ソルト・レイク・シティ）　ＰＵＮＫ!!!
Ｆカップの憂うつ
スパイダーマン
ＳＰＵＮ　スパン
ストーリーテリング
SubUrbia
クライムチアーズ
プール
フラッシュバック
Tart
鬼教師ミセス・ティングル
テキサス・チェーンソー
悪魔のいけにえ／レジェンド・オブ・レザーフェイス
サーティーン　あの頃欲しかった愛のこと
トータリー・ファックト・アップ
ツイン・ピークス／ローラ・パーマー最期の７日間
１６歳の合衆国
アンディ・ガルシア　沈黙の行方
ルール
ルール２
バレンタイン
Van Wilder: Party Liaison
Van Wilder 2: The Rise of Taj 
バーシティ・ブルース
ヴァージン・スーサイズ
ヴァーチャル・セクシュアリティ
ウェイステッド　私たちの最悪な一年
学園天国
Wicked
ワイルドシングス
天国の口、終りの楽園。
ゼロ・デイ

hackers
halloween H20:20 years later
Halloween: The Curse of Michael Myers
Happy Campers
here on earth
highway
Home Room
house of wax
how to deal
human traffic
I know what you did last summer
I love you, I love you not
I still know what you did last summer
Idle Hands
Imaginary Crimes
the in crowd
It's a Boy Girl Thing 
Jawbreaker
Jeepers Creepers
Jeepers Creepers Ⅱ
Josie and the Pussycats
joy ride
ken park
kids
L.I.E.
the laramie project
loser
Love Don't Cost a Thing
masterminds
mean creek
mean girls
murder by numbers
Mysterious Skin
Napoleon Dynamite
never been kissed
new best friend
the new guy
Not Another Teen Movie
nowhere

the opposite of sex
orange county
Paradise Lost 2: Revelations
party monster
PLEASANTVILLE
THE PRINCESS DIARIES
prozac nation
Pumpkin
the rage: carrie 2
Roger Dodger
Romeo + Juliet
the rules of attraction
rushmore
save the last dance
saved!
scary movie
scooby doo
scream
S.F.W.
Slap Her, She's French!
she's all that
she's the man
the skulls
Slackers 
SLC Punk!
Slums of Beverly Hills
spider-man
spun
storytelling
SubUrbia
SUGAR & SPICE
swimfan
tangled
Tart
teaching mrs. Tingle
THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE
texas chainsaw massacre: the next generation
thirteen
Totally F***ed Up
twin peaks: fire walk with me
the united states of leland
the unsaid
urban legend
urban legend:final cut
valentine
Van Wilder: Party Liaison
Van Wilder 2: The Rise of Taj 
varsity blues
the virgin suicides
Virtual Sexuality
wasted
whatever it takes
Wicked
wild things
y Tu Mama Tambien
Zero Day 2003 ベン・コッチオ 未公開

邦題原題 製作年 監督 劇場公開／未公開
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