毎週土曜深夜

オールナイト・スケジュール

18 歳未満の入場不可。 ◆ 終映時間は予定です。混雑や予告編等の上映で変更となる場合があります。
◆ 前売券はチケットぴあでも購入可（P コード：597-069）友の会会員の方は当館でお求めください。
◆ 全席自由。開場時間（原則、開演の15 分前）にチケット記載の整理番号順でご入場いただきます。
◆

一般2300円、友の会・前売2100円（券番号順にご入場いただきます）

通常料金

2/4

集合！カーペンターズ！ 世界の映画作家Vol. 180

ジョン・カーペンターまつり2017

【入場者特典】
ジョン・カーペンター監督ポストカード（非売品）
ダーク・スター（1974・米/83分）出演：ブライアン・ナレル、
ドレ・バヒッチ
22:30〜
ゼイリブ（1988・米/96分）出演：ロディ・パイパー、メグ・フォスター
パラダイム（1987・米/103分）出演：ドナルド・プレザンス、ジェームソン・パーカー
ゴースト・オブ・マーズ（2001・米/115分）出演：アイス・キューブ、ジェイソン・ステイサム 〜5:50（予定）

2017年 ◆ 2月号

守ってくれなくたって平気だもん！

東京アニメアワードフェスティバル2017

本当は強いアーロン・エッカート

世界侵略：ロサンゼルス決戦（2011・米/116分/DCP）共演：ミシェル・ロドリゲス 22:00〜
陰謀のスプレマシー（2012・米、他/105分/BD）共演：オルガ・キュリレンコ
エンド・オブ・ホワイトハウス（2013・米/120分/DCP）共演：ジェラルド・バトラー
エンド・オブ・キングダム（2016・米/99分/DCP）共演：ジェラルド・バトラー 〜6:00（予定）
2/18

通巻335号

東京アニメアワードフェスティバル（略称：TAAF）と言っても、まだ新文芸坐の観客のみなさんには
馴染みがないかもしれない。今春から、池袋を中心に催されることになった長篇・短篇アニメーション
の国際コンペティションを中心に据えたアニメーションの映画祭である。そのルーツは古く、2002年の東
京国際アニメフェアにある。
コンペティションの他にも、アニメ オブ ザ イヤーという昨年度国内で上映・放映された作品、約550
タイトルから、ファンの投票で『アニメファン賞』を決める部門もある。
まさに、
『東京が、世界のアニメーションのハブ（拠点）になる。』というコピーのとおり、世界のアニ
メーション、日本のアニメの代表作が一堂に集まるフェスティバルだ。
ここ新文芸坐では、コンペティション部門の短篇34作品、長篇4作品が上映される。内容も技術も素
晴らしい。特に短篇は、見る・聴くことでストーリーを味わうだけでなく、肌の感触や臭いまでも連想で
きるような力作揃いだ。とにかく、一見の価値あり。是非、ご来場賜りたし。

※全作品監督・脚本・音楽：ジョン・カーペンター ※全作品BDでの上映
2/11

◆

新文芸坐×アニメスタイル セレクション 予定

東京アニメアワードフェスティバル2017 フェスティバルディレクター

2/25 世界の映画作家Vol. 181 それは輝きのとき

竹内孝次

エリック・ロメール

海辺のポーリーヌ（1983・仏/91分/DCP）出演：アマンダ・ラングレ、アリエル・ドンバール 22:45〜
緑の光線（1985・仏/94分/DCP）出演：マリー・リヴィエール、
リサ・エレディア
満月の夜（1984・仏/101分/DCP）出演：パスカル・オジェ、チェッキー・カリョ
レネットとミラベル/四つの冒険（1986・仏/99分/DCP）出演：ジェシカ・フォルド 〜5:50（予定）

東京アニメアワードフェスティバル2017
当館でも開催決定！ご期待ください！
東京・池袋

2017.3.10（Fri）−3.13（Mon）
《新文芸坐友の会 会員募集のお知らせ》

新文芸坐では、友の会会員を随時募集しております。お申し込みは受付にて承ります。
特典① 入会時にご招待券を1枚プレゼント（特別興行・オールナイトにはご利用できません）。
特典② ご入場料金が割引になります。
特典③ 有料入場ごとに1ポイント
（オールナイト2ポイント）加算、8ポイントでご招待券を1枚プレゼント。
特典④ 毎月「ファミリー券」
（ご本人以外に3名様まで友の会割引）を郵送いたします。
特典⑤ 毎月スケジュール表を郵送いたします。
◆入会金2000円
（1年間有効）◆更新料1000円（要 会員証。ポイントは繰り越され、
さらに1ポイント加算。）
◆ 会員証の譲渡及び貸与はできません。ご本人のみ有効とさせていただきます。
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東京アニメアワードフェスティバル2017開催概要
名称：東京アニメアワードフェスティバル2017（TAAF2017）
開催日：平成29年3月10日（金）〜13日（月）
会場：東京・池袋
主催：東京アニメアワードフェスティバル実行委員会・一般社団法人日本動画協会
共催：東京都 特別協賛：豊島区
＜お問い合わせ＞
社会状況により急遽スケジュールが変更となる場合がございます。
何卒ご了承ください。
東京アニメアワードフェスティバル実行委員会事務局

上映開始30分後の客席へのご入場、酒気帯びでのご入場、酒類の持ち込みはご遠慮ください。
〒101-0021 東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX4F
●上映中は携帯電話の電源はお切りください。
公式HP：http://animefestival.jp/ja/
●古い作品は映像や音声の状態が悪い場合がございます。何卒ご容赦ください。
E-mail：info@animefestival.jp
● 映画パンフレットの販売は、おひとり1冊とさせて頂く場合があります。
●

ご入場
料 金

◆ 一般1300円 ◆ 学生1200円 ◆友の会1050円 ◆シニア・障がい者・小学
生以下（3歳以上）1050円 ◆ラスト1本850円（友の会・シニアは800円）

池袋東口
徒歩3分

感動はスクリーンから

東京都豊島区東池袋1- 43 - 5マルハン池袋ビル3F 電話03（3971）9422 www.shin-bungeiza.com
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■

2月号

2/1（水）〜3/3（金） ３

魅惑のシネマ・クラシックス Vol. 22 鮮烈アラカルト！
2/1（水）
2（木）
3（金）

※ラスト1本割引なし

4（土）
5

㊐

6（月）
7（火）
8（水）
9（木）
10（金）
11

2/5

㊐

2
／
12

㊐
〜
14
︵
火
︶

㊏

グラン・ブルー（1988・仏＝伊/137分/35mm）
12:25／17:35
（終映22:30）
レオン 完全版（1994・仏＝米/133分/DCP）
9:55／15:05／20:15
バグダッド・カフェ ニュー・ディレクターズ・カット版（2008・独/108分/DCP） 9:45／14:05／18:25
ベティ・ブルー 愛と激情の日々（1986・仏/121分/BD/ R18+ ） 11:50／16:10／20:30（終映22:30）
ラストエンペラー（1987・伊＝中/163分/DCP/ PG12 ） 9:50／13:00／16:10／19:20（終映22:15）
ラストエンペラー ※ラスト1本割引なし
9:45／12:45／15:50／18:55（終映21:45）
特別企画 ビートルズvsストーンズ！ UKロック、夢の頂上対決！
（別項参照）
ラストエンペラー ※ラスト1本割引なし
9:50／13:00／16:10／19:20（終映22:15）
ザ・ドライバー（1978・米/89分/BD）
12:00／15:30／19:00
バニシングIN60 （1974・米/98分/BD） 10:10／13:40／17:10／20:40（終映22:20）
殺しが静かにやって来る（1968・伊/102分/BD）
11:40／15:20／19:00
続・荒野の用心棒（1966・伊/92分/BD） 9:55／13:35／17:15／20:55（終映22:25）
火の馬（1964・ソ連/92分/BD）
10:00／13:10／16:20／19:30
（終映22:30）
ざくろの色（1969・ソ連/73分/BD）
11:45／14:55／18:05／21:15
ホドロフスキーの虹泥棒（1990・英/92分/DCP） 10:15／14:25／18:35
サンタ・サングレ 聖なる血（1989・伊/122分/BD） 12:10／16:20／20:30（終映22:30）
ジェイコブス・ラダー（1990・米/114分/BD）
12:35／17:00
（終映21:15）
エンゼル・ハート（1987・米/113分/BD）
10:30／14:55／19:20

ビートルズvsストーンズ！ UKロック、夢の頂上対決！
ザ・ローリング・ストーンズ シャイン・ア・ライト（2008・米/122分/35mm）
13:05／★17:55
ザ・ビートルズ EIGHT DAYS A WEEK 〜The Touring Years（2016・英/140分/DCP） 10:30／15:20／★20:10（終映22:30）
★＝各作品最終回は拍手・発声が可能です（クラッカーなどの鳴り物は不可）。静かに観賞されたい方は他の回をご利用ください。

ある天文学者の恋文（2016・伊/122分/DCP）

監督：ジュゼッペ・トルナトーレ 音楽：エンニオ・モリコーネ 出演：ジェレミー・アイアンズ、オルガ・キュリレンコ
■教授と秘密の愛を育む教え子が突如彼の死を知らされる。そして届く教授からのメッセージ……。

ベストセラー 編集者パーキンズに捧ぐ（2015・英/104分/DCP）

監督：マイケル・グランデージ 出演：コリン・ファース、ジュード・ロウ、ニコール・キッドマン
■出版社に持ち込まれた荒削りな大著を発端に始まる作家トマス・ウルフと名編集者の葛藤と絆の物語。
ある天文学者の恋文
ベストセラー 編集者パーキンズに捧ぐ

9:55／14:10／18:25
12:15／16:30／20:45
（終映22:30）

レイトショー／緊急追加上映
2/15
（水）
16
（木）

マジカル・ガール（2014/西/127分/DCP/【PG12】）
ロブスター（2015/愛蘭、他/118分/DCP/【R15＋】）
ロブスター
マジカル・ガール

※2本立て通常料金（ラスト一本割引あり）
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※開場：両日17:30予定

18:00
（終映22:30）
20:30
18:00
（終映22:30）
20:25
※上映順が異なるのでご注意ください
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1997年に亡くなった三大映画スター

没後20年 三船敏郎・勝新太郎・中村錦之助
2/15
（水）

関の彌太ッぺ（1963/東映/89分）
家光と彦左と一心太助（1961/東映/93分）

10:15／13:50
12:05／15:40（終映17:15）

16
（木）

若き日の次郎長 東海の顔役（1960/東映/88分）
森の石松 鬼より恐い（1960/東映/96分）

10:10／13:50
12:00／15:40（終映17:15）

17
（金）

※レイトショー開催のため夜の回はございません。ご了承ください。

※レイトショー開催のため夜の回はございません。ご了承ください。

風林火山（1969/東宝/165分/途中休憩あり）
幕末（1970/東宝/120分）
鮫（1964/東映/165分）

18
（土） ※ラスト1本割引なし
19

㊐
20

㊊
21
（火）
22
（水）
23
（木）
24
（金）
25
（土）

11:55／17:20
9:40／15:05／20:30（終映22:30）
（終映21:45）
9:45／12:50／15:55／19:00

柳生一族の陰謀（1978/東映/130分）
12:20／17:30
（終映22:30）
赤穂城断絶（1978/東映/159分）
9:30／14:40／19:50
銀嶺の果て（1947/東宝/88分）
11:45／15:25／19:05
（終映22:30）
黒帯三国志（1956/東宝/96分）
9:55／13:35／17:15／20:55
暗黒街の対決（1960/東宝/95分）
11:30／15:15／19:00
（終映22:30）
男対男（1960/東宝/90分）
9:45／13:30／17:15／21:00
暴れ豪右衛門（1966/東宝/100分）
10:30／14:35／18:40
戦国無頼（1952/東宝/105分/★）
12:35／16:40／20:45（終映22:30）
待ち伏せ（1970/東宝/117分）
9:45／14:05／18:25
座頭市と用心棒（1970/東宝/116分）
11:55／16:15／20:35（終映22:30）
荒木又右衛門 決闘鍵屋の辻（1952/東宝/82分/★）
11:45／15:25／19:05
或る剣豪の生涯（1959/東宝/111分）
9:40／13:20／17:00／20:40（終映22:30）
生きものの記録（1955/東宝/103分）
12:35／17:35
用心棒（1961/東宝/110分）
10:30／15:30／19:45（終映21:35）
★トークショー

14:40〜

司葉子さん（女優）・野上照代さん（元黒澤組プロダクション・マネージャー）

特別料金 一般1500円、学生1400円、友の会・シニア1100円（ラスト1本：一般・学生1100円、友の会・シニア1000円
26

㊐
27
（月）
28
（火）
3/1
（水）
2
（木）
3
（金）

酔いどれ天使（1948/東宝/98分）
野良犬（1949/東宝/120分）
★トークショー

13:45〜

9:40／14:35／18:45
11:35／16:30／20:35（終映22:35）
中島丈博さん（映画監督・脚本家）・野上照代さん

特別料金 一般1500円、学生1400円、友の会・シニア1100円（ラスト1本：一般・学生1100円、友の会・シニア1000円

座頭市あばれ火祭り（1970/東宝/96分）
11:30／15:15／19:00
（終映22:30）
新座頭市 破れ！唐人剣（1971/東宝/94分）
9:40／13:25／17:10／20:55
座頭市御用旅（1972/東宝/90分）
12:00／15:35／19:10
新座頭市物語 折れた杖（1972/東宝/92分）
10:15／13:50／17:25／21:00（終映22:30）
御用牙（1972/東宝/90分）
12:10／15:40／19:10
御用牙 かみそり半蔵地獄責め（1973/東宝/89分） 10:30／14:00／17:30／21:00（終映22:30）
浪人街（1990/松竹/118分）
10:15／14:25／18:35
無宿（1974/東宝/96分）
12:35／16:45／20:55（終映22:30）
燃えつきた地図（1968/東宝/115分）
10:10／14:20／18:30
顔役（1971/東宝/98分）
12:30／16:40／20:50（終映22:30）
★＝東京国立近代美術館フィルムセンター提供作品

※作品はすべて35mmプリント上映
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