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）

もうすぐ開催「気になる日本映画達2016」番外編 真夜中を裂け！気になる"危険な"日本映画達2016
孤高の遠吠（2015/126分/BD）監督：小林勇貴 出演：渡辺優津紀、神尾和希 22:30〜
無垢の祈り
（2015/85分/BD）監督：亀井亨 出演：福田美姫、BBゴロー
KARATE KILL/カラテ・キル（2016/89分/DCP）監督：光武蔵人 出演：ハヤテ、紗倉まな
SHARING（2014/111分/BD）監督：篠崎誠 出演：山田キヌヲ、樋井明日香 〜6:05（予定）
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世界の映画作家Vol. 182

2017年 ◆ 4月号

今年の＜気になる日本映画達（アイツラ）＞は4/9から

敬虔、不敬虔、
ラース・フォン・トリアー

（日）より開催します。黒沢清・岩井俊二らベテランの最新作や、深田晃司・白石和彌・吉
田恵輔ら脂の乗った実力派監督、
『クズとブスとゲス』
『ケンとカズ』など気鋭の若手監督
の作品まで、今回も気になる アイツラ が勢揃いです。■「毎年、その年の顔とも言える
旬の俳優が現れる」と以前、＜気になる日本映画達＞のコラムで書きましたが、昨年の

4/15 『平成特撮世代』刊行記念 『ヤマトタケル』
と「平成ゴジラ」ナイト
特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
22:15〜
トークショー 中沢健さん
（『平成特撮世代』著者）、他
ヤマトタケル（1994/105分/35mm）出演：ウツノイクサガミ、
ヤマタノオロチ、他
ゴジラVSビオランテ（1989/105分/35mm）主演：ゴジラ 共演：ビオランテ
ゴジラVSキングギドラ（1991/102分/35mm）共演：キングギドラ、メカキングギドラ
ゴジラVSデストロイア（1995/103分/35mm）共演：デストロイア、ゴジラジュニア 〜6:30（予定）

顔 は何と言っても菅田将暉です。TVドラマやCMでの活躍も目立ちますが、映画出演
も2016年公開作が何と9本！ 今回上映する3作品『セトウツミ』
『二重生活』
『ディストラク
ション・ベイビーズ』をはじめ、
「デスノート」
「暗殺教室」といった人気シリーズの最新
作、ベストセラーの映画化『何者』
『ピンクとグレー』などいずれもヒット作や話題作ばか
り、しかも全て主要キャストでの出演です。その表現力で奇抜なキャラクターからシリア
スな役までこなし、作品の世界観を崩す事なく独特の存在感を放つ、今最も旬な俳優で

ジョニー・トー 華麗なる映画術

ホワイト・バレット（2016・香/88分/BD）出演：ルイス・クー、
ヴィッキー・チャオ
22:30〜
ヒーロー・ネバー・ダイ
（1998・香/97分/BD）出演：レオン・ライ、
ラウ・チンワン
香港、華麗なるオフィス・ライフ（2015・香/118分/BD）出演：チョウ・ユンファ
冷たい雨に撃て、約束の銃弾を（2009・香＝仏/108分/35mm）出演：ジョニー・アリディ 〜6:05（予定）
4/29 新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 92

「日本アニメ
（ーター）
見本市」より短編3作品（2015-2016）

22:45〜

（『POWER PLANT No.33』
『ヒストリー機関』
『機動警察パトレイバーREBOOT』）

『ペイル・コクーン』
（2005/23分）、
『イヴの時間 オリジナル版』
（2008-2009/109分）
『サカサマのパテマ』
（2013/99分）、
『アルモニ』
（2014/25分）
〜5:15（予定）
※上映順・上映素材未定

《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。
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

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〜
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はないでしょうか。■「新文芸坐ベストテン2016」にランクインした作品からは、8・9・10
位の『淵に立つ』
『リップヴァンウィンクルの花嫁』
『ヒメアノ〜ル』を上映。3位『永い言い
訳』と5位『海よりもまだ深く』は先日上映しましたので残りは5作品ですが、1位『この世
界の片隅に』と6位『君の名は。』に至っては異例の大ヒットで現在もロードショー中！ ま
たの機会に。
（後藤佑輔）

吉浦康裕の世界

特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
トークショー 吉浦康裕監督、
小黒祐一郎さん（アニメスタイル）

通巻337号

昨年の日本映画を振り返る、毎年春の恒例企画＜気になる日本映画達＞。今年は4/9

奇跡の海（1996・丁/158分/BD）出演：エミリー・ワトソン、ステラン・スカルスガルド 22:30〜
ダンサー・イン・ザ・ダーク（2000・丁/140分/35mm）出演・音楽：ビョーク
アンチクライスト（2009・丁、他/104分/BD）出演：シャルロット・ゲンズブール 〜5:45（予定）

4/22 世界の映画作家Vol. 183

◆

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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4/1（土）〜28（金）

遂に実現！ブリットポップ頂上対決
ブラー：ニュー・ワールド・タワーズ（2015・英/93分/BD）※ドキュメンタリー
オアシス：スーパーソニック（2016・英/122分/DCP）※ドキュメンタリー
ブラー：ニュー・ワールド・タワーズ
オアシス：スーパーソニック

4/1（土）

10:00／14:00／18:00
11:45／15:45／19:45
（終映21:45）

体感！アジアン・アクション最前線
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疾風スプリンター（2015・香＝中/125分/DCP）
ドラゴン×マッハ！（2015・香＝中/120分/BD）
疾風スプリンター
9:45／14:15
ドラゴン×マッハ！
12:00／16:30
（終映18:30）
※「キング・オブ・エジプト 絶叫上映」開催のため夜の回はございません

4/2 ㊐

疾風スプリンター
ドラゴン×マッハ！

3（月）〜5（水）

13:05／17:55
10:45／15:35／20:25
（終映22:30）

特別興行 キング・オブ・エジプト 絶叫上映
キング・オブ・エジプト（2016・米/127分/DCP/2D・字幕）全席指定・特別料金1300円均一

※絶叫・鳴り物・コスプレ可（着替え・メイクスペースはありません） ※当館ロビー・HPにて必ず注意事項を確認してください
4/2 ㊐

キング・オブ・エジプト

開場19:00

開映19:30
（終映21:50）

15
（土）
16

イレブン・ミニッツ（2015・波＝愛/81分/DCP/ PG12 ）監督：イエジー・スコリモフスキ
ダゲレオタイプの女（2016・仏＝白＝日/131分/DCP/ PG12 ）監督：黒沢清
4/6（木）

イレブン・ミニッツ
ダゲレオタイプの女

10:10／14:20／18:30
11:55／16:05／20:15
（終映22:25）

7（金）

ダゲレオタイプの女
11:20／15:15
イレブン・ミニッツ
9:45／13:45／17:40
（終映19:00）
※シネマテーク開催のため夜の回はございません ※この日だけ上映順が異なります

8（土）

イレブン・ミニッツ
ダゲレオタイプの女
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9:45／13:50／17:55
11:25／15:30／19:35
（終映21:45）

ラ

気になる日本映画達 2016
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（水）
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10:45／14:45／18:45
（終映22:30）
12:45／16:45／20:45

※上映順が前日と異なるのでご注意ください
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二重生活（2015/126分/ R15+ ）
葛城事件（2016/120分/ PG12 ）
月光（2016/111分）
ひかりをあててしぼる（2015/83分）

13:05／17:55
10:45／15:35／20:25（終映22:30）

13:00／18:15
10:10／★14:40／19:55（終映22:30）
★14:40の回終了後（17:25頃）、鈴木卓爾監督、大森立嗣監督のトークショー

11:30／15:10／★18:50
9:55／13:35／17:15／★21:00（終映22:35）
★『月光』18:50の回上映終了後、小澤雅人監督、佐藤乃莉さんの舞台挨拶
★『ひかりを〜』21:00の回上映前、坂牧良太監督、派谷恵美さん、永山たかしさんの舞台挨拶

ディストラクション・ベイビーズ（2016/108分/ R15+ ） 9:55／13:55／17:55
ヒメアノ〜ル（2016/99分/ R15+ ）
12:05／16:05／20:05（終映21:45）
『イップ・マン/継承』公開直前企画 ドニー・イェン/イップ・マンの歩み
イップ・マン 序章（2008・香/108分/35mm）
イップ・マン 葉問（2010・香港/109分/35mm）

4
／
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4/16 ㊐
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イップ・マン 序章
イップ・マン 葉問

10:00／14:05／18:20
12:00／16:15／20:30（終映22:20）

※当館での上映は1・2作目です。3作目（『イップ・マン/継承』）の上映はございません。

追悼 鈴木清順
4/23

㊐

24（月）

12:20／17:55
（終映22:30）
10:10／★14:55／20:30
★14:55の回終了後（17:05頃）、深田晃司監督、樋口尚文さん（映画評論家・映画監督）のトークショー

花芯（2016/95分/ R15+ ）
蜜のあわれ（2016/105分）
モヒカン故郷に帰る（2016/125分）
団地（2016/103分）
オーバー・フェンス（2016/112分）
だれかの木琴（2016/112分）
クズとブスとゲス（2015/141分）
ケンとカズ（2016/96分/ PG12 ）

12:45／17:45
10:15／15:15／20:15（終映22:30）

※4/1オールナイトにて関連企画「真夜中を裂け！気になる"危険な"日本映画達2016」あり

※特に表記のないものはDCP上映

13:05／17:55
（終映22:30）
10:35／15:25／20:15

後妻業の女（2016/128分/ PG12 ）
日本で一番悪い奴ら（2016/135分/ R15+ ）
セトウツミ（2016/75分）
ジョギング渡り鳥（2015/157分/BD）

21
リップヴァンウィンクルの花嫁（2016/180分） 9:45／13:00／16:15／19:30（終映22:30）
（金） ※ラスト1本割引なし

クリーピー 偽りの隣人（2016/130分）
淵に立つ（2016/日＝仏/119分）
淵に立つ
クリーピー 偽りの隣人

★12:30／17:35
10:10／15:15／19:35（終映21:40）
★12:30の回終了後（14:25頃）、白石晃士監督、森直人さん（映画評論家）のトークショー

別興行『イップ・マン 序章』
『イップ・マン 葉問』
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「11分間」と「永遠」の物語
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貞子vs伽椰子（2016/99分）
アイアムアヒーロー（2015/127分/ R15+ ）

25（火）
26（水）
27（木）
28（金）

調整中につき詳細は特集チラシやHPでご確認ください

清順美学・その胎動期から開花まで

関東無宿（1963/93分） 刺青一代（1965/87分）
河内カルメン（1966/89分） 俺たちの血が許さない（1964/97分）
裸女と拳銃（1957/88分） 暗黒の旅券（1959/89分）
青い乳房（1958/90分） すべてが狂ってる（1960/72分）
「13号待避線」より その護送車を狙え（1960/79分） 俺に賭けた奴ら（1962/90分）
恐怖劇場アンバランス「木乃伊の恋」（1973/45分/BD） 日曜恐怖シリーズ「穴の牙」（1979/45分/16mm）、他1本

以下 レイトショー（夜のみ）1本立て／特別料金：一般1200円、学生1100円、友の会・シニア1000円

9:45／14:00／18:20
（終映22:30）
12:05／16:25／20:45

4/29

㊏ 〜 5/1（月） ツィゴイネルワイゼン（1980/144分）

2（火）〜 4（木）
5（金）
6（土）〜 8（月）

9:45／14:05／18:25
（終映22:30）
12:00／16:20／20:40
9:45／14:00／18:20
（終映22:30）
12:15／16:30／20:55

陽炎座（1981/139分）

別興行のため上映はございません

夢二（1991/128分）
※特に表記ないものは35mmプリント上映

4/29

㊏ 〜 5/8（月）

魅惑のシネマクラシックスVol. 23 ワーナー・ブラザース編 予定
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