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）

世界の映画作家vol. 200 追悼 エルマンノ・オルミ
特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
22:30〜
トークショー 大寺眞輔さん
（映画批評家）
木靴の樹（1978・伊/187分/DCP）出演：ルイジ・オルナーギ、オマール・ブリニョッリ
聖なる酔っぱらいの伝説（1988・伊＝仏/128分/BD）出演：ルトガー・ハウアー
緑はよみがえる（2014・伊/76分/DCP）出演：クラウディオ・サンタマリア
〜5:00（予定）
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2018年 ◆ 6月号

贅沢な日常

新文芸坐 昭和ガメラまつり 2018

す。新文芸坐で働いていると、滅多にスクリーンで観ることの出来ない貴重な映画が上映
される機会が、いつものなんてことない日常としてやって来ます。■そんな贅沢な日常に
すっかり慣れてしまった私は「この映画は滅多に観られない名作だ！出勤前に観なくて
は！」と思いながら、いざその日になったら寝坊して見逃してしまうなんてことがしょっ

俳優やめるなんて言うなよ！ 顔圧！ニコケイ ナイト2！
オレの獲物はビンラディン（2016・米/92分/DCP）監督：ラリー・チャールズ
22:15〜
ヴェンジェンス（2017・米/99分/DCP）監督：ジョニー・マーティン
キング・ホステージ（2017・米/97分/DCP）監督：スティーヴン・C・ミラー
パシフィック・ウォー（2016・米/129分/DCP）監督：マリオ・ヴァン・ピーブルズ 〜6:00（予定）
6/16

ちゅうで「私は名画を観て豊かな時間を過ごすより、二度寝する時間を選んでしまった、
情けない…」なんて後悔する、贅沢でもったいない日々を送っています。■今月も上映ス
ケジュールと自分のスケジュール帳とを見合わせて鑑賞予定を立てます。うーん…6月も魅
力的な映画が目白押しで迷ってしまうな。久々にオールナイトを観てみようかな。エルマン
ノ・オルミ監督の作品は昨年新文芸坐で上映していたこともあって思い入れがあるんだ

グレタ・ガーウィグ 正直で、不器用で、チャーミング！

な。ガメラは平成ガメラの思い出が強いけど、本家の昭和ガメラも気になる。グレタ・ガー

ハンナだけど、生きていく！
（2007・米/83分/BD）監督：ジョー・スワンバーグ
22:30〜
フランシス・ハ（2012・米/86分/DCP）監督：ノア・バームバック
マギーズ・プラン 幸せのあとしまつ（2015・米/DCP）監督：レベッカ・ミラー
20センチュリー・ウーマン（2016・米/119分/DCP）監督：マイク・ミルズ
〜5:50（予定）

新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 104 東映長編の名作
特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円
22:30〜
トークショー 叶精二さん
（映像研究家）、小黒祐一郎さん（アニメスタイル）
わんぱく王子の大蛇退治＊（1963/86分）監督：芹川有吾 声：住田知仁、岡田由起子
太陽の王子 ホルスの大冒険（1968/82分）監督：高畑勲 声：大方斐紗子、平幹二朗
長靴をはいた猫（1969/80分）監督：矢吹公郎 声：石川進、藤田淑子、榊原るみ
どうぶつ宝島（1971/89分）監督：池田宏 声：松島みのり、天地総子、小池朝雄 〜5:55（予定）
＊提供：国立映画アーカイブ ※全作品35mmプリント上映

ウィグ特集はおしゃれで共感出来て楽しめそう。ここはあえての顔圧！ニコケイナイト2！
にしようか…。なんて考えるのは楽しい時間です。
（予定通りに行かないのがいつもの私
なのだけど）■こうして選んだ映画が、心の奥底に触れ、人生の道筋を少し変えてしまう

6/30

《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 毎月スケジュール表をお送りします ※DM「要」の方のみ
特典⑤ 毎月「ファミリー券」
（ご本人以外3名様まで友の会割引）※DM「要」の方のみ
◆入会金 DM郵送「要」2200円／
「不要」1800円
◆更新料
（要会員証、ポイント繰越＋1P）DM郵送「要」1200円／「不要」800円
◆ 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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通巻351号

新文芸坐ほど、あらゆるジャンルの名作を網羅し上映している映画館は他に無いと思いま

大怪獣ガメラ（1965/78分/35mm/第1作）出演：船越英二、山下洵一郎
22:45〜
大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン（1966/101分/35mm/第2作）出演：本郷功次郎
大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス（1967/87分/35mm/第3作）出演：本郷功次郎
ガメラ対宇宙怪獣バイラス（1968/72分/35mm/第4作）出演：本郷功次郎 〜5:00（予定）

6/23

◆

なんてことが、もしかしたらあるかもしれない。そんな可能性を多く秘めた、新文芸坐とい
う空間にいられる時間を大切にしたいと思います。

（中村悦子）

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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6月号
否定と肯定（2016・英＝米/110分）
女神の見えざる手（2016・仏＝米/132分）

6/1（金）
2（土）
3

㊐・4（月）

6/1（金）〜30（土）
9:45／14:15
※シネマテーク開催のため
夜の回はございません
（終映18:30）
11:50／16:20

女神の見えざる手
否定と肯定

12:40／17:20
（終映21:45）
10:35／15:15／19:55

女神の見えざる手
否定と肯定

13:00／17:45
（終映22:15）
10:50／15:35／20:20

新文芸坐シネマテークVol. 22 知られざるアントニオーニ
6/8（金）

愛と殺意（1950・伊/98分/DVD）
椿なきシニョーラ（1953・伊/101分/BD）

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1800円、学生1700円、前売・シニア・友の会1500円 ★各日、映画終了後に映画批評家・大寺眞輔さんの講義（50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 ※今回に限り各種招待券はご利用いただけません 共催：Indie Tokyo
1963年（昭和38年）6月5日
『高校三年生』レコード発売記念
6/5
（火）
6
（水）
7
（木）
8
（金）
9
（土）

舟木一夫特集 スクリーンで観る青春歌謡、永遠の輝き

北国の街（1965/92分）
高校三年生（1963/84分）
夢のハワイで盆踊り（1964/94分）
高原のお嬢さん（1965/93分）
友を送る歌（1966/77分）
哀愁の夜（1966/85分）
夕笛（1967/91分）
絶唱（1966/98分）
いつか来るさよなら（1969/88分）
その人は昔（1967/100分）
※全作品35mmプリント上映

特別レイトショー/1本立て
6/5（火）
6（水）
7（木）

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

※レイトショー開催のため、夜の回の上映はございません

夜フェス！カリスマ・ライブムービー編

ストップ・メイキング・センス（1984・米/88分/BD）
ジギー・スターダスト（1973・英/90分/DCP）
プリンス/サイン・オブ・ザ・タイムズ（1987・米/84分/BD）

開場20:15

（終映22:00）
開映20:30

開場20:15

（終映22:00）
開映20:30

開場20:15

（終映21:55）
開映20:30

6/16
（土）

㊐
18
（月）
19
（火）
20
（水）
21
（木）
22
（金）

23
（土）

㊐
25
（月）
26
（火）
27
（水）
28
（木）

特別料金：一般1300円、学生1200円、シニア・友の会・前売1100円
※当日は券記載の整理番号順でのご案内となります ※招待券は「友の会招待券」のみご利用可
6/10

㊐・11（月）

デトロイト（2017・米/142分）
12:55／17:45
ロープ/戦場の生命線（2015・スペイン/106分） 10:50／15:40／20:30（終映22:20）

ロープ/戦場の生命線
12（火）・13（水）
デトロイト
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13:15／18:00
（終映22:30）
10:40／15:25／20:10

梶芽衣子映画祭
★ 9:50

14:35／18:05

★11:45

16:25／19:55（終映21:25）

★11:45の回終了後（13:25頃）、梶芽衣子さん舞台挨拶
★印の回のみ（舞台挨拶含む）セットで全席指定・特別料金（一般1500円、友の会・シニア1200円） 前売券は6/2（土）より当館・ぴあで発売

女囚さそり 第41雑居房（1972/89分）
女囚さそり けもの部屋（1973/87分）
青春前期 青い果実（1965/84分/DVD）
太陽が大好き（1966/92分/DVD）
日本最大の顔役（1970/88分）
日本残侠伝（1969/95分）
女番長 野良猫ロック（1970/81分）
野良猫ロック ワイルドジャンボ（1970/85分）
野良猫ロック マシン・アニマル（1970/82分）
野良猫ロック 暴走集団 71（1971/87分）
無宿（1974/96分）
反逆のメロディー（1970/84分）
動脈列島（1975/121分）
曽根崎心中（1978/112分）

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

【特別イベント/完全入替・全席指定】 開場18:45 開演19:00（終映21:30）

梶芽衣子さん舞台挨拶＋ライブ映像『梶芽衣子 Concert at ReNY』
（70分）特別上映

修羅雪姫（1973/97分）
11:40／15:20／19:00
（終映22:25）
修羅雪姫 怨み恋歌（1974/90分）
9:55／13:35／17:15／20:55
仁義なき戦い 広島死闘篇（1973/100分）
11:30／15:15／18:55
（終映22:30）
やくざの墓場 くちなしの花（1976/96分）
9:45／13:30／17:10／20:55
新仁義なき戦い 組長の首（1975/93分）
11:45／15:20／18:55
ジーンズブルース 明日なき無頼派（1974/91分） 10:00／13:40／17:15／20:50（終映22:20）
わるいやつら（1980/129分）
9:45／14:05／18:25
鬼平犯科帳（1995/105分）
12:05／16:25／20:45（終映22:30）
あゝひめゆりの塔（1968/125分）
9:50／14:10／18:30
子どものころ戦争があった（1981/101分）
12:15／16:35／20:50（終映22:30）
※特に表記のない作品は35mmプリント上映

『ストップ・メイキング・センス』スタンディング強制上映

★拍手・手拍子・歓声・合唱可 ★原則冒頭からお立ちいただきますが、その後の着席は自由です
※クラッカー等の鳴り物やサイリウムのご使用はご遠慮ください
（終映21:35）
※静かにご鑑賞されたい方は6/5（火）の上映をご利用ください 開場19:45 開映20:00

野良猫ロック セックスハンター（1970/86分）
女囚さそり 701号怨み節（1973/88分）

【特別料金・全席指定】一般2800円、友の会・シニア2500円 前売券は6/2（土）より当館・ぴあで発売
24

8（金）は「新文芸坐シネマテーク」のためございません。
9
（土）

悪女/AKUJO（2017・韓/124分/DCP/ R15+ ）
12:40／17:40
ブリムストーン（2016・蘭、他/148分/DCP/ R15+ ） 10:00／15:00／20:00（終映22:30）

CD『追憶』発売記念 & 梶芽衣子 著『真実』刊行記念

17

特別レイトショー/1本立て

6/1（金）

6/14（木）
・15（金）

緊急上映

追悼・西城秀樹

6/29
（金）

傷だらけの勲章（1986/116分/35mm）
愛と誠（1974/89分/35mm）

6/30
（土）

15時17分、パリ行き
スリー・ビルボード

11:20／15:10／18:55
（終映22:30）
9:40／13:30／17:15／21:00

6/30（土）〜 7/4（水）【事件が人を動かした…】
9:55／13:55／17:55
11:45／15:45／19:45（終映21:40）
★7/1以降の上映時間はお問合わせください
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