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

3/3

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）
アチラとコチラの境界線

ひな祭りだよ！境い目キワキワナイト

怪物はささやく
（2016・米＝西/109分/DCP）監督：J・A・バヨナ
ザ・ゲート（1987・加/85分/BD）出演：スティーヴン・ドーフ
ネオン・デーモン（2016・米＝仏/118分/DCP）監督：N・W・レフン
ヘル・レイザー（1987・英/95分/BD）原作・監督：クライヴ・バーカー
3/10

世界の映画作家Vol. 198 ウォン・カーウァイ

2018年 ◆ 3月号

た。TAAFは昨年からここ池袋に引っ越し、TAAF2018で通算5回目の開催となりま

22:30〜

す。池袋の映画館5館を始めとし、区民ひろばやサンシャインシティ噴水広場等のご協
力も得て、昨年以上の盛り上がりをみなさんにお届けします。■新文芸坐では、短編・
長篇のコンペティション作品を中心に上映会を催します。分かり易く楽しい作品から、

〜5:50（予定）

ちょっと考えさせる作品…日本でもよくニュースに登場するようになった、老人問題を取

「HiGH&LOW THE MOVIE」3部作一挙上映 応援 オールナイト

り上げたもの…等、バラエティに富んでいます。■3DCGの表現の進歩は目覚ましいも

（全席指定・21:45開場）
HiGH&LOW THE MOVIE（2016/129分/DCP）
22:15〜
HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY（2017/124分/DCP）
HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION（2017/118分/DCP） 〜5:45（予定）
※発声・拍手・サイリウムOKの「応援上映」です ※参加ご希望の方は事前に劇場ロビー・HPの注意事項をご確認ください
※途中の休憩は各回30分ございます（外出可）

のがありますが、今年は人形のストップモーション作品が頑張っています。是非当劇場
に足を運んで、世界のアニメーションの「今」を見て頂きたいと思います。■それぞれの
作品の上映時には、短いですが制作者の挨拶があります。また、同じ作品ですが、コン
ペティションの選考委員の解説付きプログラムも用意してあります。海外からもたくさん
のクリエーターが来日するので、是非彼らとの交流も試みて下さい。■楽しい映画祭に

企画中

して頂けるよう、新文芸坐友の会の方々には当日券の特別割引も実施します。劇場で
お会いしましょう。

3/31 新文芸坐×アニメスタイル セレクションvol. 101 100回記念シリーズ Best of Best②

『ジャイアントロボ THE ANIMATION 地球が静止する日』

特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
トークショー 企画中

OVA『ジャイアントロボ THE ANIMATION 地球が静止する日』全7話一挙上映

（1992〜1998/BD）総監督：今川泰宏 原作：横山光輝 声：山口勝平、島本須美志

《新文芸坐友の会 会員募集のお知らせ》

22:30〜
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東京アニメアワードフェスティバル2018 フェスティバルディレクター 竹内孝次

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。
●
●

〜5:55（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。
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。

pdf.indd 1

通巻348号

弥生三月、今年も東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）の季節がやって来まし

特別料金 3500円均一

3/24

◆

東京アニメアワードフェスティバル2018

〜6:05（予定）

Quizas Quizas Quizas

恋する惑星（1994・香/103分/BD）出演：トニー・レオン、フェイ・ウォン
天使の涙（1995・香/99分/BD）出演：レオン・ライ、
ミッシェル・リー、金城武
ブエノスアイレス（1997・香/96分/BD）出演：レスリー・チャン、
トニー・レオン
花様年華（2000・香/98分/BD）出演：トニー・レオン、
マギー・チャン
3/17

22:30〜

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

2018/02/27 0:47

2018/02/27 0:46

3月号
3
／
1
︵
木
︶
〜
5
︵
月
︶

3/1（木）〜30（金）

【特別興行】
『あゝ、荒野』前後篇2本立て5時間一挙上映！
あゝ、荒野 前篇（2017/157分/DCP/ R15+ ） あゝ、荒野 後篇（2017/147分/DCP/ R15+ ）
監督：岸善幸 原作：寺山修司 出演：菅田将暉、ヤン・イクチュン、ユースケ・サンタマリア
■2020年の東京五輪後を舞台に、ボクシングを通して交錯する二人の男の運命を鮮烈に描く。

3/1（木）・2（金）
3（土）・4

㊐

5（月）

あゝ、荒野 前篇
あゝ、荒野 後篇

10:00／15:30
12:50／18:20
（終映20:45）

あゝ、荒野 前篇
あゝ、荒野 後篇

10:30／16:15
13:30／19:15
（終映21:40）

あゝ、荒野 前篇
あゝ、荒野 後篇

10:00／15:30
12:50／18:20
（終映20:45）

【特別料金（2本立て）】一般1800円、学生1700円、シニア・友の会1500円 / ラスト1本1300円（シニア・友の会1200円） ※特別興行につき、各種招待券・前売券は使用不可

レイトショー/1本立て
3
／
1
・
2
・
5

鉱 ARAGANE（2015・ボスニア・ヘルツェゴビナ＝日/68分/DCP）

監督：小田香 監修：タル・ベーラ
■地下300メートルの炭鉱。ヘッドライトの僅かな光を頼りに作業する人々を追うドキュメンタリー。

鉱 ARAGANE
開場21:10 開映21:25
（終映22:35）
3/1（木）・2（金）・5（月）
【特別料金】一般1200円、学生1100円、友の会・シニア1000円 ※上映当日の朝から入場整理番号付きのチケットを販売します

緊急上映 追悼・川地民夫

3/6 陽のあたる坂道（1958/209分）
（火） ※途中休憩あり ※ラスト1本割引なし
7
（水）
8
（木）

狂熱の季節（1960/76分）
黒い太陽（1964/95分）
花と怒涛（1964/92分）
懲役太郎 まむしの兄弟（1971/87分）

※全作35mmプリント上映

（終映22:30）
10:30／14:35／18:40
12:10／15:40／19:10
（終映22:25）
10:20／13:50／17:20／20:50
11:50／15:25／19:00
（終映22:25）
10:10／13:45／17:20／20:55

東京アニメアワードフェスティバル2018
世界のアニメーションが池袋に集結！ 新文芸坐会場では短編・長編のコンペティション作品を中心に上

3/9（金） 映します。「新文芸坐友の会」の方は、当館で上映される多くの作品で200円の割引が適用されます。
〜 12（月） ※当館の通常の上映と異なります。詳細は「東京アニメアワードフェスティバル2018」公式HP
（http://animefestival.jp/ja/）にてご確認ください。

その道中は険しく、尊い
3
／
13
︵
火
︶
〜
17
︵
土
︶

ドリーム（2017・米/127分/DCP）
オリエント急行殺人事件（2017・米/114分/DCP）
ドリーム
3/13（火）〜 16（金）オリエント急行殺人事件

9:40／14:05／18:25
12:00／16:20／20:40
（終映22:35）

ドリーム
オリエント急行殺人事件

12:05／16:40
10:00／14:35／19:10
（終映21:05）

17（土）

女優人生70年企画 『凛たる人生 映画女優 香川京子』刊行記念 香川京子映画祭
溝口健二、小津安二郎、成瀬巳喜男、黒澤明……、日本映画の黄金時代を、名匠、巨匠監督たちと歩んだ映画女優・香川京子の軌跡をたどる

3/18

㊐

19
（月）

pdf.indd 2

山椒大夫（1954/124分/35mm）
森と湖のまつり（1958/113分/★）

9:45／15:15
（終映19:40）
12:20／17:45
★12:20の回終了後（14:25頃）香川京子さんのトークショー 聞き手：立花珠樹さん（共同通信社編集委員）

東京のヒロイン（1950/94分/DVD）
窓から飛び出せ（1950/88分/BD）
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9:55／13:20／16:45
（終映20:00）
11:40／15:05／18:30

■
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／
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︵
土
︶
〜
毎
年
春
恒
例
の
特
集

︻
気
に
な
る
日
本
映
画
達
︿
ア
イ
ツ
ラ
﹀

２
０
１
７
︼
開
催
予
定

20
（火）
21

㊌
22
（木）
23 ◆
（金）
24
（土）
25

㊐
26
（月）
27
（火）
28
（水）
29
（木）

何故彼女等はそうなったか（1956/81分/DVD）
しいのみ学園（1955/100分/DVD）
杏っ子（1958/109分/35mm/★）
おかあさん（1952/98分/35mm）

9:45／13:15／16:45
11:20／14:50／18:20（終映20:00）

11:45／16:25
（終映20:05）
9:45／14:35／18:25
★11:45の回終了後（13:45頃）香川京子さんのトークショー 聞き手：立花珠樹さん（共同通信社編集委員）

ひめゆりの塔（1953/127分/35mm）
ともしび（1954/97分/16mm）
悪い奴ほどよく眠る（1960/151分/35mm）
どん底（1957/125分/35mm）
驟雨（1956/90分/35mm）
銀座化粧（1951/87分/BD）
大江戸の侠児（1960/87分/★）
かげろう笠（1959/87分/35mm）
女の暦（1954/100分/DVD）
早乙女家の娘たち（1962/99分/35mm）
東京物語（1953/136分/DCP）
青銅の基督（1955/108分/35mm）
まあだだよ（1993/134分/35mm）
式部物語（1990/113分/35mm）
赤い鯨と白い蛇（2005/102分/35mm）
東南角部屋二階の女（2008/104分/35mm）
赤ひげ（1965/185分/35mm）

30 ◆
（金） ※途中休憩あり ※ラスト1本割引なし

11:45／16:00
9:55／14:10／18:25（終映20:00）
12:15／17:30
9:55／15:10／20:25（終映22:30）
9:45／13:05／16:25
11:25／14:45／18:05（終映19:30）
11:25／14:45
9:45／13:05／16:20（終映17:45）
12:15／16:15
10:10／14:10／18:10（終映20:00）
10:50／15:35
（終映20:05）
13:30／18:15
10:45／15:35
13:25／18:15（終映20:10）
9:45／13:50
（終映17:40）
11:50／15:55
9:45／13:15／16:45（終映20:00）

★＝提供：東京国立近代美術館フィルムセンター ※レイトショー開催のため、夜の上映はございません（3/23を除く）
◆【3/23（金）・30（金）は特別料金】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）

【レイトショー/1本立て】新文芸坐 夜フェス！
すばらしき映画音楽たち（2016・米/93分/DCP）■18（日）■24（土）

■ハリウッド映画を彩ってきた映画音楽と名作曲家たちにスポットを当てた珠玉のドキュメンタリー。

ソウル・ステーション/パンデミック（2016・韓/92分/DCP）■19（月）■21（水・祝）

■『新感染 ファイナル・エクスプレス』の監督が、感染拡大の恐怖をアニメーションで描く衝撃の前日譚。

ネバーエンディング・ストーリー【特別料金①】（1984・西独＝英/94分/BD）■20（火）■27（火）
■M・エンデの名作を映画化し、80年代に一世を風靡したあのファンタジー大作がスクリーンに甦る！

我は神なり（2013・韓/101分/DCP）■22（木）

■『新感染〜』以前はアニメ作品の監督だったヨン・サンホが名声を確立した、異色社会派サスペンス。

立ち去った女【特別料金②】（2016・比/228分/DCP）※途中休憩なし ■25（日）■29（木）

■無実の罪で30年投獄された女が犯人を追う。驚異の長回しで人間の本質を炙り出す3時間48分の陶酔。

レディ・ガイ（2016・米/96分/DCP）■26（月）■28（水）■30（金）

■凄腕の殺し屋の男が、陰謀により性転換手術で女に…。巨匠が描く奇想天外サスペンスアクション！

3/18 ㊐ すばらしき映画音楽たち

20:25〜22:00

25 ㊐

立ち去った女

18:30〜22:20

19（月） ソウル・ステーション/パンデミック 20:45〜22:15

26（月） レディ・ガイ

20（火） ネバーエンディング・ストーリー 20:45〜22:20

27（火） ネバーエンディング・ストーリー 20:50〜22:25

21 ㊌

ソウル・ステーション/パンデミック 20:50〜22:20

28（水） レディ・ガイ

20:45〜22:20
20:55〜22:30

22（木） 我は神なり

20:45〜22:25

29（木） 立ち去った女

18:30〜22:20

24（土） すばらしき映画音楽たち

20:15〜21:50

30（金） レディ・ガイ

20:45〜22:20

※上映当日朝から、整理番号付きの当日券を販売します（前売券はございません） ※開場は上映開始15分前。入場
は整理番号順となります（全席自由です） ※3/23（金）のレイトショー上映はございません
【通常料金】一般1200円、学生1100円、友の会・シニア1000円【特別料金①】一般1500円、学生1400円、友の会・シニア1200円
【特別料金②】一般2200円、学生・友の会・シニア1500円 ※招待券使用不可
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