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）

『映画のキャッチコピー学』
（樋口尚文・著）出版記念 恐怖映画の呼び込み術
特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
トークショー 樋口尚文さん（映画評論家・映画監督）、田野辺尚人さん（別冊映画秘宝編集長） 22:30〜
サスペリア（1977・伊/99分/BD）
「決してひとりでは見ないでください」
テンタクルズ（1977・伊/102分/BD）
【トレンブルサウンド/音響効果とネーミング】
丑三つの村（1983/106分/35mm）
「皆様方よ、
今に見ておれで御座居ますよ」〜5:00（予定）
2/10 世界の映画作家Vol. 197 エリック・ロメール「喜劇と格言劇」
より
海辺のポーリーヌ（1983・仏/95分）出演：アマンダ・ラングレ、アリエル・ドンバール 22:30〜
満月の夜（1984・仏/101分）出演：パスカル・オジェ、チェッキー・カリョ
緑の光線（1985・仏/99分）出演：マリー・リヴィエール、
リサ・エレディア
友だちの恋人（1987・仏/104分）出演：エマニュエル・ショーレ、ソフィ・ルノワール 〜5:55（予定）
※全作品デジタルリマスター版DCPでの上映
2/11㊐ 「HiGH&LOW THE MOVIE」3部作一挙上映オールナイト
特別料金 3500円均一 （開場22:00）
HiGH&LOW THE MOVIE（2016/129分/DCP）
22:30〜
T
OU
HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY（2017/124分/DCP）
D
L
HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION（2017/118分/DCP）
〜5:45（予定）
SO
※連休中日（日曜日）のオールナイト上映です ※途中の休憩は各回30分ございます（外出可） ※オールナイト上映につき18歳未満の方はご入場できません
2/17 突き抜けた面白さをあなたに… 第7回 極端映画祭
【相手が極端！】シンクロナイズドモンスター
（2016・加/110分）出演：アン・ハサウェイ 22:15〜
【音圧が極端！】グッド・タイム
（2017・米/100分）出演：ロバート・パティンソン
【視野が極端！】ハードコア
（2016・露＝米/96分）出演：シャールト・コプリー
【姉妹が極端！】セブン・シスターズ
（2016・英、他/123分）出演：ノオミ・ラパス
〜6:10（予定）
2/24 新文芸坐×アニメスタイル セレクションvol. 100 100回記念シリーズ Best of Best ①
特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
22:30〜
トークショー 片渕須直監督、
佐藤順一監督、小黒祐一郎さん（アニメスタイル）
ボビーに首ったけ（1985年/44分/35mm）監督：平田敏夫 声：野村宏伸、根津甚八
迷宮物語（1987/50分/35mm）監督：大友克洋、川尻善昭、
りんたろう
劇場版 ユンカース・カム・ヒア（1995・100分/35mm）監督：佐藤順一 声：押谷芽衣
アリーテ姫（2000/115分/35mm）監督：片渕須直 声：桑島法子、小山剛志 〜5:25（予定）
2/3

《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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新文芸坐ベストテン2017 投票開始！
今年も恒例「新文芸坐ベストテン（文テン）」の季節がやってまいりました。
世の中にはいろいろな映画ベストテンがあり、著名人や映画評論家が選ぶもの
や、映画業界人が選ぶもの、特定の会員が選ぶものなど、選者は様々です。文テ
ンは当館のお客様が選ぶベストテンです。映画ファンのベストテンといってもいい
かもしれません。
ロビーに投票用紙がございますので、昨年（2017年）に新作映画として公開さ
れた映画の中から、日本映画と外国映画をそれぞれ最大10作品選んでご投票く
ださい。お一人一票、どなたでも投票可能です。また新文芸坐友の会会員の方
は、インターネットからでも投票いただけます。新文芸坐オフィシャルサイトからご
投票ください。投票（ネット投票も含む）していただいた友の会会員の中から抽選
で3名様にご招待券をプレゼントいたします。
後日集計してベストテンを発表し、当館の番組編成の参考とさせていただきま
す。どうぞ奮ってご投票ください。
★投票受付期間：2018年 2/1 〜 2/28
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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2/1（木）〜28（水）

大映女優祭 in 新文芸坐 百 花 繚 乱
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夜はいじわる（1961/99分/35mm）
11:30／15:15／19:00
（終映22:30）
氷壁（1958/96分/35mm）
9:40／13:25／17:10／20:55
穴（1957/102分/35mm）
11:30／15:15／19:00
（終映22:30）
足にさわった女（1960/85分/35mm）
9:50／13:35／17:20／21:05
女経〈じょきょう〉
（1960/100分/BD）
11:20／14:55／18:25
（終映21:40）
女妖〈じょよう〉
（1960/86分/35mm）
9:40／13:15／16:50／20:15
赤い天使（1966/95分/35mm）
11:40／15:20／19:00
（終映22:30）
爛〈ただれ〉
（1962/88分/35mm）
10:00／13:40／17:20／21:00
細雪〈ささめゆき〉
（1959/105分/35mm）
11:30／15:15／19:00
夜の蝶（1957/90分/35mm）
9:45／13:30／17:15／21:00（終映22:30）
女の賭場（1966/84分/35mm）
9:40／12:55／16:10／19:25
セックスチェック 第二の性（1968/89分/35mm） 11:15／14:30／17:45／21:00（終映22:30）
女の教室（1959/88分/35mm）
10:45／14:45／18:45
（終映22:30）
貴族の階段（1959/116分/35mm）
12:35／16:35／20:35
怪談 雪女郎（1968/79分/35mm）
9:50／12:55／16:10／19:25
（終映22:30）
大魔神（1966/84分/35mm）
11:20／14:35／17:50／21:05
高校生ブルース（1970/83分/35mm）
12:10／15:40／19:10
（終映22:30）
しびれくらげ（1970/93分/35mm）
10:25／13:55／17:25／20:55

ワーナー・ブラザース シネマフェスティバル PART 4
2/10
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砂漠の流れ者/ケーブル・ホーグのバラード（1970-1991・米/121分/35㎜）
12:15／17:05
何がジェーンに起ったか？（1962・米/134分/35㎜） 9:50／14:40／19:30（終映21:45）
マッドマックス（1979・豪/93分/DCP/ R15+ ）
10:30／14:15／18:00
マッドマックス2（1981・豪/95分/DCP/ R15+ ） 12:25／16:10／19:55（終映21:30）
マッドマックス 怒りのデスロード（2015・米/120分/DCP/ R15+ ） 9:45／14:05／18:25
ブレードランナー ファイナル・カット（1982-2007・米/117分/DCP） 11:55／16:15／20:35（終映22:30）
インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア（1994・米/123分/35mm） 9:45／14:05／18:25
（終映22:30）
アリスの恋（1974・米/112分/35mm）
12:00／16:20／20:40
ナチュラル・ボーン・キラーズ（1994・米/118分/35mm） 9:45／14:15
フルメタル・ジャケット（1984・米/117分/DCP/ R15+ ） 12:05／16:35（終映18:30）

※新文芸坐シネマテーク開催のため夜の上映はございません

ナチュラル・ボーン・キラーズ
12:30／17:05
（終映21:25）
フルメタル・ジャケット
10:20／14:55／19:30
翼よ！ あれが巴里の灯だ（1957・米/138分/35mm）
12:25／17:30
オーシャンと11人の仲間（1960・米/130分/35mm） 10:00／15:05／20:10（終映22:20）
ガープの世界（1982・米/137分/35mm）
13:00／17:50
ビッグ・ウェンズデー（1978・米/119分/35mm）10:50／15:40／20:30（終映22:30）
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10:50／14:50／18:50（終映22:30）

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

新文芸坐シネマテークVol. 20
2/16（金）
2/23（金）

シングル・ガール（1995・仏/90分/DVD）
いつか会える（2004・仏/95分/DVD）

ブノワ・ジャコ

開場19:00

開映19:15（講義終了22:00頃）

開場19:00

開映19:15（講義終了22:00頃）

【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
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
券を当館窓口のみで販売中 共催：Indie Tokyo アンスティチュ・フランセ日本

策を練るか、筋を通すか
関ヶ原（2017/149分/DCP）

監督：原田真人 原作：司馬遼太郎 出演：岡田准一、役所広司、平岳大、有村架純、東出昌大
■「関ヶ原の戦い」で石田三成はなぜ徳川家康に敗れたか…？豪華キャストで描く歴史スペクタクル。
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アウトレイジ 最終章（2017/104分/DCP/ R15+ ）

監督：北野武 出演：ビートたけし、西田敏行、大森南朋、ピエール瀧、塩見三省、松重豊、大杉漣
■終結した大抗争後も底なし沼に蠢く裏社会の男たち。謀略と血に彩られたシリーズ最終作！

関ヶ原
21（水）・22（木） アウトレイジ 最終章

12:50／17:50
10:45／15:45／20:45（終映22:35）

23（金）

関ヶ原
9:30／14:05
アウトレイジ 最終章
12:10／16:45（終映18:30）
※新文芸坐シネマテーク開催のため夜の上映はございません

24（土）

関ヶ原
10:00
アウトレイジ 最終章
12:55（終映14:40）
※「アウトレイジ」3部作一挙上映開催につき夜の回はございません

特別興行「アウトレイジ」3部作一挙上映

今回の上映作品には原版に相応の経年劣化がございます。ご了承ください。

魅惑のシネマ・クラシックスVol. 27

ジャイアンツ（1956・米/201分/35mm）
※途中休憩あり ※ラスト1本割引なし

20
（火）

2/24
（土）

アウトレイジ（2010/109分/35mm/ R15+ ）共演：椎名桔平、加瀬亮、小日向文世
アウトレイジ ビヨンド（12012/112分/ R15+ ）共演：西田敏行、三浦友和、中野英雄
アウトレイジ 最終章（2017/104分/DCP/ R15+ ）共演：西田敏行、大森南朋、ピエール瀧

【全席指定・特別料金】3000円均一（友の会3ポイント）／開場15:10 開映15:30
本：北野武 出演：ビートたけし ※各回休憩が20分程度ございます（外出可）

終映21:35／全作監督・脚

アクション！さあ音楽を鳴らせ！
アトミック・ブロンド（2017/米/115分/DCP/ R15+ ）
2
／
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監督：デヴィッド・リーチ 出演：シャーリーズ・セロン、ジェームズ・マカヴォイ、ジョン・グッドマン
■MI6の密命を帯びた凄腕エージェントの前に刺客たちが立ち塞がる…。セロンの渾身アクションに驚愕！

ベイビー・ドライバー（2017/米/113分/DCP）

監督：エドガー・ライト 出演：アンセル・エルゴート、ケヴィン・スペイシー、リリー・ジェームズ
■天才的な運転技術を持つ「逃し屋」の青年の茨の道。音楽と融合したカーチェイスに世界が拍手喝采！
25

㊐

アトミック・ブロンド
9:55／14:15
ベイビー・ドライバー
12:10／16:30（終映18:25）
※『ベイビー・ドライバー』絶叫上映開催につき夜の回はございません

アトミック・ブロンド
26（月）〜 28（水） ベイビー・ドライバー

9:45／14:00／18:20
11:55／16:15／20:35（終映22:30）

特別興行 Blu-ray&DVDリリース記念 『ベイビー・ドライバー』爆走絶叫上映
開場19:00 開映19:30 終映21:35
㊐ ベイビー・ドライバー

2/25

【全席指定・特別料金】1500円均一 ※発声・拍手・鳴り物OKのイベント上映です ※冒頭7分間は原則スタンディン
グでのご鑑賞をお願いします ※参加ご希望の方は必ず劇場またはHPの注意事項をお読みください
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