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。
◆

通常料金

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）

華麗！ワイルド！スポーティ！ 近未来ディストピア 発汗フェスタ！
サルート・オブ・ザ・ジャガー（1989・米/104分/BD）出演：ルトガー・ハウアー
22:30〜
リベリオン（2002・米/106分/35mm）出演：クリスチャン・ベイル
クロウ/飛翔伝説（1994・米/102分/BD）出演：ブランドン・リー
バトルトラック（1982・新西/93分/BD）出演：マイケル・ベック
〜5:55（予定）
★【ご入場特典】
『サルート・オブ・ザ・ジャガー』
『クロウ/飛翔伝説』のポストカードセットをプレゼント！
（250部限定）
3/4

3/11

ライアン・ゴズリング PART2

きみに読む物語（2004・米/123分/DCP）共演：レイチェル・マクアダムス
ラースと、
その彼女（2007・米/106分/35mm）共演：エミリー・モーティマー
ラブ・アゲイン（2011・米/118分/35mm）共演：エマ・ストーン
ドライヴ（2011・米/100分/DCP）共演：キャリー・マリガン
没後10年/『実相寺昭雄 才気の伽藍（がらん）』刊行記念

2016年は以下のような結果となりました。
ご投票いただいたみなさま、
ありがとうございました！
＜邦画＞

〜6:15（予定）

実相寺昭雄 特撮オールナイト 第2夜

22:30〜

TVシリーズ『怪奇大作戦』
（11968-1969/BD）
〈恐怖の電話〉
〈死神の子守唄〉
〈呪いの壺〉
〈京都買います〉
TVシリーズ『シルバー仮面』（1971-1972/BD）〈ふるさとは地球〉〈青春の輝き〉〈冷血星人の呼び声〉〈見知らぬ町に追われて〉〈燃える地平線〉
劇映画『実相寺昭雄監督作品ウルトラマン』
（1979/102分/35mm）
〜5:45（予定）

3/19㊐ 『バッドエンドの誘惑』
（真魚八重子・著）刊行記念 日曜日の夜に観る「厭な映画」オールナイト
特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
トークショー 真魚八重子さん（映画評論家）、中原昌也さん（ミュージシャン・作家）、田野辺尚人さん（別冊「映画秘宝」編集長） 22:15〜
偽りなき者（2012・丁/115分/DCP）出演：マッツ・ミケルセン
だれのものでもないチェレ（1976・洪/90分/35mm）出演：ジュジャ・ツィノコッツィ
クリムゾン・ピーク（2015・米/119分/DCP）出演：ジェシカ・チャステイン
SCUM/スカム（1979・英/97分/BD）出演：レイ・ウィンストン
〜6:35（予定）
※友の会DM記載の情報と異なります。何卒ご了承ください。

3/25 新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 91 今 敏監督の 感染する サイコサスペンス『妄想代理人』
特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
22:30〜
トークショー 企画中
《新文芸坐友の会
会員募集のお知らせ》
TVシリーズ『妄想代理人』
（2004/BD）全13話一挙上映
〜5:45（予定）
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。
原作
・総監督：今
敏 声：能登麻美子、桃井はるこ、
関俊彦、飯塚昭三、内海賢二
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。
新文芸坐シネマテークVol.
14 街と劇場とのあいだに 〜マティアス・ピニェイロとシェイクスピアの女たち〜
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。
3/17（金） フランスの王女（2014/67分/BD）監督：マティアス・ピニェイロ 開場19:30 開映19:45（講義終了22:00頃）
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。
4/7（金） ビオラ（2012/63分/BD）監督：マティアス・ピニェイロ
開場19:30 開映19:45（講義終了22:00頃）
特典⑤ 毎月スケジュール表を郵送いたします。

【特別料金】
一般1500円、
学生1400円、
前売・シニア・友の会1300円
★各日、映画終了後に映画批評家・大寺
◆入会金2000円
◆更新料1000円
（1年間有効）
（要 会員証。ポイントは繰り越され、
さらに1ポイント加算。）
眞輔さんによる講義（60分程度）がございます ※当日は整理番号順でのご入場となります ※整理番号付き前売
◆ 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。
券は当館窓口のみにて販売
共催：Indie Tokyo 協力：碓井千鶴、アテネ・フランセ文化センター、Happy Tent
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「新文芸坐ベストテン2016」発表!!

22:00〜

特別料金 一般3000円、前売・友の会2800円
トークショー ひし美ゆり子さん（女優）、三輪ひとみさん（女優・予定）、樋口尚文さん（映画評論家・監督）

◆

新文芸坐のお客様の投票で決まる「新文芸坐ベストテン」。

今夜、お前とゴズリネッサンス

特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円

3/18

2017年 ◆ 3月号

＜洋画＞

01位：この世界の片隅に

01位：ハドソン川の奇跡

02位：シン・ゴジラ

02位：トランボ ハリウッドに最も嫌われた男

03位：永い言い訳

03位：スポットライト 世紀のスクープ

04位：湯を沸かすほどの熱い愛

04位：ヘイトフル・エイト

05位：海よりもまだ深く

05位：キャロル

06位：君の名は。

06位：シング・ストリート 未来へのうた

07位：怒り

07位：サウルの息子

08位：淵に立つ

08位：ルーム

09位：リップヴァンウィンクルの花嫁

09位：オデッセイ

10位：ヒメアノ〜ル

10位：ブルックリン
（有効投票数124票）

ベストテン入りした作品はもとより、惜しくも選外となった作品も今後の番組編成の参考とさせていただきます。
どうぞお楽しみに！

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。
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。
上映中は携帯電話の電源はお切りください。
●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。
● 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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3/1 御用牙（1972/東宝/90分）
シー ︶
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（水） 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） ス
18
ニ ︵
浪人街（1990/松竹/118分）
10:15／14:25／18:35
2
スュ 土
（木） 無宿（1974/東宝/96分）
︶
（終映22:30） ー ー
12:35／16:45／20:55
パ・
燃えつきた地図（1968/東宝/115分）
10:10／14:20／18:30
3
ワ
ー
（金） 顔役（1971/東宝/98分）
（終映22:30） ソ ー
12:30／16:40／20:50
ニル
※作品はすべて35mmプリント上映
ッド
ク・
【特別上映/1本立て】モーニング＆レイトショー
﹄タ
ワ
ヒッチコック/トリュフォー（2015・米＝仏/80分/DCP/ドキュメンタリー）
3
ー
／
監督：ケント・ジョーンズ 出演：マーティン・スコセッシ、デヴィッド・フィンチャー、黒沢清
ズ
4
︵
特別料金 一般1500円、学生・シニア・友の会1100円（招待券使用不可）
﹄ 3/19
土

3月号

3/1（水）〜31（金）

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

問答無用！痛快エンタメDAYS
スター・トレック BEYOND（2016・米/123分/DCP/2D・字幕）

監督：ジャスティン・リン 出演：クリス・パイン、ザカリー・クイント、サイモン・ペッグ
■初心者でも面白いと大好評のリブート第3作。今回は才人S・ペッグが脚本も担当している。

キング・オブ・エジプト（2016・米/127分/DCP/2D・字幕）

監督：アレックス・プロヤス 出演：ニコライ・コスター＝ワルドー、ブレントン・スウェイツ
■個性派監督の美意識に貫かれた痛快娯楽大作。人類の命運をかけた景気のいい神々の抗争だ！
3/16（木）

スター・トレック BEYOND
キング・オブ・エジプト

13:15／18:00
10:55／15:40／20:25
（終映22:30）

17（金）

スター・トレック BEYOND
キング・オブ・エジプト

9:50／14:30
12:10／16:50
（終映18:55）

18（土）

キング・オブ・エジプト
スター・トレック BEYOND

12:25／17:10
10:10／14:55／19:40
（終映21:45）

※3/17（金）はシネマテーク開催のため夜の回はございません ※日によって上映時間・上映順が異なりますのでご注意ください

『無冠の男 松方弘樹伝』
（松方弘樹［著］、伊藤彰彦［著］）刊行記念

追悼 松方弘樹 演じた! 作った! 撮った!
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3/4（土）
【モーニングショー】

ヒッチコック/トリュフォー

10:30
（終映11:55）

【モーニングショー】
5 ㊐・6（月）

ヒッチコック/トリュフォー

9:45
（終映11:05）

7（火）〜9（木）
【レイトショー】

ヒッチコック/トリュフォー

人ってこうして生きていく… 人生を描く師弟競演
海よりもまだ深く（2016/117分/DCP）★文テン5位
3
／
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︵
土
︶
〜
9
︵
木
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★
21:10
（終映22:30） ４
／
２
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キ
ン
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監督・脚本：西川美和
・
海よりもまだ深く
12:45／17:20
オ
3/4（土）
永い言い訳
15:05／19:40
（終映21:45） ブ
・
海よりもまだ深く
13:55／18:20
5 ㊐・6（月）
永い言い訳
11:40／16:05／20:30
（終映22:35） エ
ジ
海よりもまだ深く
12:00／16:25
プ
7（火）〜9（木）
永い言い訳
9:45／14:10／18:35
（終映20:40） ト
﹄
3/10（金）〜13（月）＜東京アニメアワードフェスティバル＞
絶
叫
上
映
詳細は公式HPをご確認ください
開
催
https://animefestival.jp/ja/
決
定
！

監督・脚本：是枝裕和 出演：阿部寛、樹木希林、真木よう子、小林聡美、池松壮亮

永い言い訳（2016/124分/DCP）★文テン3位

★キネ旬5位
出演：本木雅弘、竹原ピストル、池松壮亮、黒木華、深津絵里

作家の視点で描く「母」とその家族
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（火）
22
（水）
23
（木）
24
（金）
25
（土）
26
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27
（月）
28
（火）

山河ノスタルジア（2015/中＝日＝仏/125分/DCP/ PG12

29
（水）

母の残像（2015/ノルウェー、他/109分/DCP）

30
（木）

）
監督：ジャ・ジャンクー 出演：チャオ・タオ、チャン・イー、リャン・チントン
■別れて暮らす母と子を主軸に描く、移ろいゆくこの世界と人間の過去・現在・未来。
監督：ヨアキム・トリアー 出演：ガブリエル・バーン、ジェシー・アイゼンバーグ、イザベル・ユペール
■戦争写真家の母の突然の死。残された父と息子たちの再生を、知られざる母の葛藤と共に描く。
3/14（火）・15（水）
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山河ノスタルジア
母の残像

9:40／14:00／18:25
12:00／16:25／20:45
（終映22:35）

31
（金）

恐喝こそわが人生（1968/松竹/90分）
893愚連隊（1966/東映/88分）
★13:55〜

中島貞夫監督のトークショー

映画をこよなく愛した最後のスター
10:20／14:45／18:20
12:15／16:40／20:15（終映21:45）

仁義なき戦い（1973/東映/99分）
10:10／14:25／18:35
首領を殺った男（1994/東映/117分）
12:15／16:25／20:35（終映22:30）
雲の剣 風の剣（1963/東映/80分）
9:40／13:00／16:20／19:35
秘剣破り（1969/KADOKAWA/90分）
11:15／14:35／17:55／21:05（終映22:35）
不良街（1972/東映/88分）
12:10／15:40／19:10
やくざGメン 明治暗黒街（1965/東映/88分）
10:30／14:00／17:30／21:00（終映22:30）
眠狂四郎 円月殺法（1969/KADOKAWA/82分） 9:40／12:55／16:10／19:25
眠狂四郎 卍斬り（1969/KADOKAWA/88分） 11:15／14:30／17:45／21:00（終映22:30）
水戸黄門 助さん格さん大暴れ（1961/東映/91分）
11:40／15:20／19:00
（終映22:30）
次郎長三国志（1963/東映/102分）
9:45／13:25／17:05／20:45
仁義なき戦い 頂上作戦（1974/東映/101分）
9:40／14:15／18:05
仁義なき戦い 完結篇（1974/東映/99分）
11:35／16:15／20:05（終映21:45）
★13:25〜

高田宏治さん（脚本家）のトークショー

修羅の群れ（1984/東映/122分）
13:15／18:00
最後の博徒（1985/東映/125分）
10:55／15:40／20:25（終映22:30）
流れ板七人（1997/東映/114分）
11:25／15:15／19:00
（終映22:35）
テキヤの石松（1976/東映/91分）
9:40／13:30／17:20／21:05
仁義と抗争（1977/東映/90分）
11:45／15:25／19:05
広島仁義 人質奪回作戦（1976/東映/90分）
10:00／13:40／17:20／21:00（終映22:30）
十三人の刺客（2010/東宝/141分/ PG12 ）
12:20／17:35
（終映22:35）
真田幸村の謀略（1979/東映/148分）
9:40／14:55／20:05
天国の大罪（1992/東映/114分）
13:15／18:00
藏（1995/東映/131分）
10:50／15:35／20:20（終映22:30）
時代劇は死なず ちゃんばら美学考（2015/85分/吉本興業/DCP/ドキュメンタリー）
11:45/15:25/19:05
（終映22:30）
OKITE やくざの詩（2003/105分/東映ビデオ）
9:45/13:25/17:05/20:45
※記載のない作品はすべて35mmプリント上映
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