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）

世界にゾンビをありがとう 追悼 ジョージ・A・ロメロ
特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
トークショー 伊東美和さん
（特殊書店タコシェ店長）、山崎圭司さん（映画ライター）、
22:30〜
田野辺尚人さん（別冊映画秘宝編集長）
ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド（1968・米/96分/BD）出演：ジュディス・オディア
ゾンビ＜ディレクターズカット完全版＞（1978・米/139分/BD）出演：デヴィッド・エムゲ
サバイバル・オブ・ザ・デッド（2009・米=加/90分/35mm）出演：アラン・ヴァン・スプラング 〜5:20（予定）
9/2

9/9

世界の映画作家Vol. 190

2017年 ◆ 9月号

この秋はクラシック映画三昧

N・W・レフン PART2 極彩色の地獄巡り

ことなく、今も輝きを失わない名作たちをスクリーンでお楽しみください。

（2014/米/59分/BD） ※ドキュメンタリー 監督：リヴ・コーフィックセン 出演：N・W・レフン
22:45〜
オンリー・ゴッド（2013・丁抹/90分/DCP）出演：ライアン・ゴズリング
ネオン・デーモン（2016・米、他/118分）出演：エル・ファニング、キアヌ・リーヴス
ドライヴ（2011・米/100分/DCP）出演：ライアン・ゴズリング、キャリー・マリガン 〜5:40（予定）

9/28（木）〜10/7（土）

魅惑のシネマクラシックスVol. 24

黒沢清 驚愕の3年間 1997〜1999

10/8（日）〜21（土）

魅惑のシネマクラシックスVol. 25 ワーナー・ブラザース シネマフェスティバル PART 3
10/8（日）ベニスに死す／映画に愛をこめて アメリカの夜■10/9（月）・10（火）私は告白する／見
知らぬ乗客■10/11（水）風と共に去りぬ■10/12（木）スタア誕生／オズの魔法使■10/13（金）・
14（土）ゲッタウェイ／燃えよドラゴン■10/15（日）・16（月）欲望という名の電車／カサブランカ
■10/17（火）フランケンシュタインの逆襲／おかしなおかしな大追跡■10/18（水）スケアクロウ
／俺たちに明日はない■10/19（木）ライトスタッフ■10/20（金）・21（土）ドクトル・ジバゴ

追悼・中島春雄 ぼくらにゴジラをありがとう 〜黄金期の東宝怪獣映画で振り返る中島春雄の軌跡〜

ゴジラ（1954/97分/DCP）監督：本多猪四郎 出演：中島春雄（ゴジラ）
23:15〜
モスラ対ゴジラ（1964/89分/35mm）監督：本多猪四郎 出演：中島春雄（ゴジラ）
フランケンシュタイン対地底怪獣〈バラゴン〉
（1965/90分/35mm）出演：中島春雄（バラゴン）
フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ（1966/88分/35mm）出演：中島春雄（ガイラ） 〜6:10（予定）
9/23 新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 97 アニメファンなら観ておきたい200本 沖浦啓之と『人狼 JIN-ROH』

特別料金 一般2800円、前売・友の会2600円
トークショー 沖浦啓之監督、西尾鉄也さん（アニメーター）、小黒祐一郎さん（アニメスタイル）

特典①

22:30〜

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）。

大林宣彦映画祭2017アンコール
ワンダーナイト編
ご入場料金が割引になります。

特典③ 一般2600円、
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。
特別料金
前売・友の会2400円
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。 21:30〜
トークショー
高柳良一さん（『少年ケニヤ』）、樋口尚文さん（映画監督・映画評論家）
特典⑤ 毎月スケジュール表を郵送いたします。
『CONFESSION＝遥かなるあこがれギロチン恋の旅』
◆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。）
『HOUSE/ハウス』
『金田一耕助の冒険』
『少年ケニヤ』
〜5:30（予定）
◆ 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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※ワーナー・ブラザース特集のみ特別料金
一般：1500円、学生：1400円、友の会・シニア：1100円、ラスト1本：1100円（友の会・シニア1000円）

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。
●

日本アニメ
（ーター）
見本市/旅のロボから（2015/短編/HDD）声：山寺宏一
走れメロス（1992/107分/35mm）監督：おおすみ正秋 作画監督：沖浦啓之
《新文芸坐友の会
会員募集のお知らせ》
人狼 JIN-ROH（1999/98分/BD）
監督：沖浦啓之
キャラクターデザイン：西尾鉄也
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。
ももへの手紙
（2012/120分/35mm）
監督：沖浦啓之
声：美山加恋、優香 〜5:40（予定）
9/30
特典②

ヴィスコンティとイタリア映画の傑作たち

作品・日程は本紙スケジュール欄をご覧ください

CURE キュア（1997/111分/35mm）出演：役所広司、萩原聖人、
うじきつよし
22:30〜
蛇の道（1998/85分/35mm）出演：哀川翔、香川照之、柳ユーレイ、
下元史朗
蜘蛛の瞳（1998/83分/35mm）出演：哀川翔、ダンカン、大杉漣、菅田俊、寺島進
カリスマ（1999/104分/35mm）出演：役所広司、池内博之、洞口依子、風吹ジュン 〜5:40（予定）
9/17㊐

通巻342号

この秋、新文芸坐では二つのクラシック特集を行います。外国映画は日本での上映権
が切れるとスクリーンで上映することはできません。ぜひこの機会に、歴史に埋もれる

マイ・ライフ・ディレクテッド・バイ・ニコラス・ウィンディング・レフン

9/16 『散歩する侵略者』公開記念

◆

●

ご入場
料 金

◆ 一般1350円 ◆ 学生1250円 ◆友の会1100円 ◆シニア・障がい者・小学
生以下（3歳以上）1100円 ◆ラスト1本900円（友の会・シニアは850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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9/1 八月はエロスの匂い（1972/73分）
別
（金） エロスは甘き香り
（終映22:10）
（1973/75分）
11:40／14:45／17:50／20:55
レ
イ
もっとしなやかに もっとしたたかに（1979/98分）
9:45／13:50／17:55
2
ト
（土） 十八歳、
（終映21:45） シ
海へ（1979/110分）
11:45／15:50／19:55
ョ
ー
︼

9月号

9/1（金）〜30（土）

没後20年 藤田敏八 あの夏の光と影は〜 20年目の八月

新作『花筐/HANAGATAMI』完成記念！
ワンダーランドの映画作家

9/3

㊐

4
（月）
5
（火）
6
（水）

大林宣彦映画祭2017

可愛い悪魔（1982/112分/16mm/TV作品）
異人たちとの夏（1988/108分/35mm）

★12:55の回終了後（14:55頃）秋吉久美子さんトークショーあり

12:55／17:55
（終映22:00）
10:40／15:45／20:00

淀川長治物語・神戸篇 サイナラ（2000/106分/35mm）
13:20／18:00
（終映22:25）
青春デンデケデケデケ（1992/135分/35mm）
10:50／15:30／20:10
廃市（1984/105分/16mm）
12:45／17:45
はるか、ノスタルジィ（1993/165分/35mm）
9:40／14:40／19:40（終映22:30）
日本殉情伝 おかしなふたり ものくるほしきひとびとの群（1988/109分/35mm）
13:15／18:00
（終映22:30）
北京的西瓜（1989/135分/35mm）
10:45／15:30／20:15
麗猫伝説（1998/93分/16mm/TV作品）
10:45／14:40／18:35
恋人よ われに帰れ LOVER COMEBACK TO ME＊（1983/106分/BD/TV作品） 12:40／16:35／20:35（終映22:20）

7
（木） ＊
『恋人よ〜』は上映を目的とした素材ではないため、途中CM該当部分に黒味（無音の黒い画面）が入ります。
また、途中で上映素材（ディスク）の入替時間をいただきますことをご了承ください。
8
（金）
9
（土）
10

㊐
11
（月）
12
（火）
13
（水）

マヌケ先生（1998/89分/35mm）
理由（2004/160分/35mm）

12:40／17:15
（終映22:30）
9:45／14:25／19:50

★17:15の回終了後（19:00頃）寺島咲さんのトークショーあり

ねらわれた学園（1981/90分/DCP）
時をかける少女（1983/105分/DCP）
あした（1995/141分/35mm）
ふたり（1991/150分/35mm）

10:10／14:05／18:00
（終映21:40）
12:05／16:00／19:55

★13:30の回終了後（16:10頃）中江有里さんのトークショーあり

10:45／17:00
（終映22:15）
13:30／19:45

あの、夏の日 〜とんでろ じいちゃん〜（1999/123分/35mm） 13:05／17:50
（終映22:25）
女ざかり（1994/118分/35mm）
10:45／15:30／20:15
姉妹坂（1985/102分/35mm）
13:20／18:00
野ゆき山ゆき海べゆき＜カラー版＞（1986/135分/35mm） 10:45／15:25／20:05（終映22:25）
彼のオートバイ、彼女の島（1986/90分/35mm）
10:30／14:20／18:10
（終映22:30）
天国にいちばん近い島（1984/102分/35mm）
12:25／16:15／20:50
★18:10の回終了後（20:00頃）高柳良一さんのトークショーあり

14
この空の花 長岡花火物語（2012/160分/DCP） 10:25／13:30／16:35／19:40（終映22:30）
（木） ※ラスト1本割引なし
【短編】喰べた人（1964/23分/16mm）

15
（金）

【短編】EMOTION＝伝説の午後＝いつか見たドラキュラ（1967/38分/16mm） 11:35／17:30

瞳の中の訪問者（1977/100分/35mm）
HOUSE ハウス（1977/88分/35mm）

★13:00の回終了後（15:00頃）大場久美子さんのトークショーあり
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13:00／18:55
（終映22:30）
9:55／15:50／21:00
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16
（土）
17

さびしんぼう（1985/112分/35mm）
転校生（1982/113分/35mm/＊）
野のなななのか（2013/171分/DCP）※ラスト1本割引なし

12:55／17:20
10:45／15:10／19:35（終映21:30）

9:45／12:50／16:40／19:40（終映22:30）
★12:50の回終了後（15:50頃）常盤貴子さんのトークショーあり

㊐

★すべてのトークショーの聞き手は樋口尚文さん（映画監督・映画評論家）
＊＝提供：東京国立近代美術館フィルムセンター

9/18

㊊

20
〜
（水）

9/21
（木）
22
（金）
23
（土）

おじさんが、追う！逃げる！
潜入者（2015・英/127分/DCP）
10:10／14:20／18:30
ブラッド・ファーザー（2016・仏/88分/DCP/ PG12 ）12:40／16:50／21:00（終映22:30）

最新・山田洋次アワー
家族はつらいよ（2016/108分/DCP）
家族はつらいよ2（2017/113分/DCP）
家族はつらいよ
家族はつらいよ2
家族はつらいよ
家族はつらいよ2

9/22（金）
23（土）

㊐

11:50／15:55
（終映19:50）
9:45／13:50／17:55
10:30／14:45
12:40／16:55（終映18:50）

【特別上映 1本立て】ジョージ・A・ロメロ 追悼レイトショー
ダーク・ハーフ（1993・米/122分/BD）
開場20:15 開映20:30
モンキー・シャイン（1988・米/113分/BD）
開場19:30 開映19:45
【特別料金】1300円均一

9/24

9:50／14:10／18:25
12:05／16:20／20:35（終映22:30）

25
〜
（月）

26
27
〜
（火） （水）

※当日は整理番号順でのご入場となります

終映22:30
（予定）
終映21:40
（予定）

※前売券あり

ソイツはいったい何者だ！？
哭声／コクソン（2016・韓/156分/DCP）
12:25／17:35
スプリット（2017・米/117分/DCP）
10:15／15:25／20:35（終映22:30）
スプリット
12:35／17:40
（終映22:30）
哭声／コクソン
9:45／14:50／19:55

ヴィスコン ティと イタリア 映 画 の 傑 作 たち
9/28
（木）

自転車泥棒（1948/88分/BD）
10:15／14:25／18:35
郵便配達は二度ベルを鳴らす＜デジタル修復版＞（1942/126分/DCP）11:55／16:05／20:15（終映22:30）
（終映19:00）
甘い生活（1959/175分/35mm）
9:45／12:55／16:05

29
（金） ※ラスト1本割引なし

30
甘い生活
（土） ※ラスト1本割引なし

※レイトショーのため夜の回なし

（終映16:25）
10:00／13:20

※別興行のため夕方以降の上映なし

■10/1（日） カサノバ＜HDリマスター版＞、8 1/2 ■ 2（月）・3（火） ルートヴィヒ＜デジタル修復版＞
■ 4（水） 若者のすべて＜デジタル完全修復版＞ ■ 5（木） 揺れる大地＜デジタル修復版＞、家族の肖像
＜デジタル完全修復版＞ ■ 6（金）・7（土） 山猫＜4K修復版＞
【特別レイトショー】幽幻道士＜キョンシーズ＞応援上映
9/30（土）

〜邪魔する奴は道連れだ！〜
幽幻道士＜キョンシーズ＞【日本語吹替・デジタルリマスター版】
（1985・台/94分/BD）

17:30開場

18:00開演 19:50終了予定

【全席指定・特別料金】1300円均一 ※発声・コスプレ、鳴り物の持込可（クラッカーは20発まで）の上映です
※着替え・メイクスペースはありません ※必ず劇場または当館HPの注意事項をご確認の上ご参加ください
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