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）

新文芸坐×よしもと映画大学 品川ヒロシのオールナイトシアター&トーク
特別料金 3000円均一（友の会2500円）
トーク① （30分/品川ヒロシ監督・宮川大輔さん、庄司智春さん
［品川庄司］） 22:30〜
Zアイランド（2015/108分/DCP）監督：品川ヒロシ 出演：哀川翔、宮川大輔、大悟
トーク② （30分/品川監督・宮川さん・庄司さん）
Zアイランド〜関東極道炎上篇〜（2015/15分×4話/BD）監督：品川ヒロシ
トーク③ （15分/品川監督）
新感染 ファイナル・エクスプレス（2016・韓/118分/DCP）監督：ヨン・サンホ
〜5:30（予定）
トーク④ （20分/品川監督）
※トークの時間・登壇者は変更になる可能性がございます
7/7

世界の映画作家Vol. 201 夏の夜のタルコフスキー
惑星ソラリス（1972・ソ連/165分/35mm）出演：ナターリヤ・ボンダルチュク
鏡（1974・ソ連/108分/35mm）出演：マルガリータ・テレホワ
ノスタルジア（1983・伊＝ソ連/126分/DCP）出演：オレグ・ヤンコフスキー

2018年 ◆ 7月号

男臭ヴィンヴィン！ 絶叫カオスオールナイト2

特別料金 3000円均一（全席指定）

開場22:00

トリプルX：再起動（2017・米/DCP）出演：ヴィン・ディーゼル
エクスペンダブルズ2（2012・米/DCP）出演：シルヴェスター・スタローン
マグニフィセント・セブン（2016・米/DCP）出演：デンゼル・ワシントン

新文芸坐、全面禁煙化への動き
この条例は「屋内での受動喫煙による健康影響を未然に防止し、誰もが快適に過ごせる
街を実現するため、 人 に着目した都独自の新しいルールを構築していくこと」を目的と
し、映画館を含む「多数の者が利用する施設」では、屋内禁煙とするか、喫煙専用室を
設けることを義務付けています。
新文芸坐では、十年以上も前になりますが、ロビーに喫煙専用室を設置しました。しか

22:30〜

し、入り口がロビー中央付近にあり、喫煙専用室の出入りの際、タバコの煙がロビーに漏
れ出るという問題があります。

〜5:40（予定）

当館では、この問題を解決するため、喫煙専用室を移設することを検討しましたが、当
館の構造上、移設はかなり難しいという結論になりました。
現状の受動喫煙への対応としましては、当館が入っている3階部分を全面的に屋内禁

22:30〜

煙とすることを選択しようと考えています。遅くとも9月には、これを実施したいと考え、も

〜5:30（予定）

ろもろの調整作業を開始しています。

※発声・コスプレ・鳴り物の持込可（クラッカーは30発まで） ※着替え・メイクスペースはありません ※必ず劇場掲出・HPの注意事項をご確認ください 企画協力：V8japan

7/21
7/28

開場21:30
カンフー・ヨガ（2017・中＝印/107分/DCP）
バーフバリ 伝説誕生（2015・印/138分/DCP）
バーフバリ 王の凱旋〈インターナショナル版〉
（2017・印/141分/DCP）

22:00〜

《新文芸坐友の会 会員募集のお知らせ》

〜5:45（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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高いのですが、東京都の「受動喫煙防止法」の主旨を真摯に受け止めた対応策であるこ
とを、どうかご理解いただきたいと思います。

（新文芸坐・支配人

矢田庸一郎）

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。
●

※発声・コスプレ・鳴り物の持込可（クラッカーは30発まで） ※着替え・メイクスペースはありません ※必ず劇場掲出・HPの注意事項をご確認ください 企画協力：V8japan
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これにより喫煙をするお客様にはご不便をお掛けしてしまうことになる公算が非常に

企画中
ヨガの呼吸で王を讃えよ！
『カンフー・ヨガ』&『バーフバリ』絶叫オールナイト
新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 105

特別料金 3000円均一（全席指定）

通巻352号

東京都では6月27日に「受動喫煙防止条例」が成立しました。東京都の資料によると、

7/14

7/15㊐

◆

●

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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7月号
6
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︵
水
︶

6/30（土）〜7/31（火）

事件が人を動かした…
15時17分、パリ行き（2018・米/94分/DCP）
スリー・ビルボード（2017・英＝米/116分/DCP）★アカデミー主演女優賞、助演男優賞
6/30（土）
7/1

㊐

2（月）・3（火）

15時17分、パリ行き
スリー・ビルボード

9:55／13:55／17:55
11:45／15:45／19:45
（終映21:40）

15時17分、パリ行き
スリー・ビルボード

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

スリー・ビルボード
15時17分、パリ行き

10:20／14:25／18:30
12:40／16:45／20:50
（終映22:25）

スリー・ビルボード
15時17分、パリ行き
※別興行のため夜の上映がございません

4（水）

【特別レイトショー】
『ヴァレリアン

9:50／13:45
12:00／15:55
（終映17:30）

千の惑星の救世主』Blu-ray&DVD 発売記念応援上映

7/4 19:00開場 19:30開演（21:45終映） 主催：TCエンタテインメント ★入場料金無料（事前登録制）
（水） 応募・イベント詳細・問合せは http://everevo.com/event/44482 まで

7
／
5
︵
木
︶
〜
9
︵
月
︶

想いが道を切り拓く傑作ファンタジー
シェイプ・オブ・ウォーター（2017・米/124分/DCP/ R15+ ）★アカデミー作品賞
KUBO/クボ 二本の弦の秘密（2016・米/103分/DCP/字幕版）★英国アカデミー長編アニメ賞
7/5（木）・6（金）

シェイプ・オブ・ウォーター
KUBO/クボ 二本の弦の秘密

9:55／14:10／18:25
12:15／16:30／20:45
（終映22:30）

7（土）

KUBO/クボ 二本の弦の秘密
シェイプ・オブ・ウォーター

13:00／17:20
10:40／15:05／19:25
（終映21:30）

KUBO/クボ 二本の弦の秘密
シェイプ・オブ・ウォーター

9:55／14:10／18:25
11:55／16:10／20:25
（終映22:30）

8

㊐・9（月）

『三船敏郎、この10本』刊行記念

16

㊊
17
（火）
18
（水）
19
（木）

或る剣豪の生涯（1959/111分）
無法松の一生（1958/104分）

東京の恋人（1952/96分）
吹けよ春風（1953/82分）
天下泰平（1955/93分）
続天下泰平（1955/79分）
上意討ち 拝領妻始末（1967/121分）
侍（1965/121分）
日本誕生（1959/180分/途中休憩あり）

20
（金） ※ラスト1本割引なし
21
（土）
22

㊐
23
（月）
24
（火）
25
（水）

MIFUNE：THE LAST SAMURAI（2018/80分/ドキュメンタリー/DCP）9:45〜11:10頃

※特に表記のない作品は35mmプリント上映

7/10
（火）
11
（水）
12
（木）
13
（金）
14
（土）
15

㊐

pdf.indd 2

※イベント上映開催のため夜の上映はありません

婚約指環〈エンゲージリング〉
（1950/96分/★）
下町〈ダウンタウン〉
（1957/58分）
男はつらいよ 知床慕情（1987/107分）
座頭市と用心棒（1970/116分）
静かなる決闘（1949/95分）
醜聞〈スキャンダル〉
（1950/105分）
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9:45／13:35
（終映17:10）
11:45／15:35
13:00／16:10／19:20
（終映22:15）
11:40／14:50／18:00／21:10
13:50／17:55
（終映21:45）
11:40／15:50／19:50
14:00／17:50
（終映21:30）
12:05／15:55／19:45

12:00／15:35／19:10（終映22:30）

★＝提供：国立映画アーカイブ

7/26（木）
・27（金）
・29

㊐

モーニングショー/1本立て
ゴッホ 最期の手紙（2017・英＝ポーランド/96分/DCP/字幕版）

監督：ドロタ・コビエラ 声：ダグラス・ブース
■天才画家ゴッホの死の真相に迫る、
「動く油絵」のみで構成された異色アートミステリー。

※ 7/28（土）の上映はございません

ゴッホ 最期の手紙

9:55
（終映11:30）

【特別料金】一般1200円、学生1100円、友の会・シニア1000円

7/18（水）・20（金）・21（土）

14:15／18:20
（終映22:10）
12:15／16:20／20:25

13:50／18:20
11:35／16:05／20:35（終映22:35）

7/12 18:10開場 18:30開映（終映22:00）【特別料金】3000円均一（友の会ポイントなし・招待券利用不可）
（木） ※劇場窓口での販売はございません。詳細、問合せは http://pppproject2018.peatix.com まで

7/15㊐・16㊊・17（火）
14:15／18:20
（終映22:10）
12:05／16:10／20:15

12:00／15:25／18:50
13:55／17:20／20:45（終映22:05）

【特別レイトショー】映画『ちょっとの雨ならがまん』
『ファー・イースト・ベイビーズ』先行上映イベント

7/10（火）・11（水）・13（金）・14（土）・19（木）・24（火）・25（水）

蜘蛛巣城（1957/110分）9:45〜11:35頃
酔いどれ天使（1948/98分）9:45〜11:30頃
ジャコ萬と鉄（1949/91分）
どぶろくの辰（1962/115分）
ゲンと不動明王（1961/102分）
奇巌城の冒険（1966/103分）
暗黒街の対決（1960/95分）
妻の心（1956/97分）

12:10／15:35／19:10
14:00／17:35／21:10（終映22:30）

日本海大海戦（1969/127分）
12:10／16:50
ハワイ・ミッドウェイ大海空戦 太平洋の嵐（1960/118分）
14:40／19:20（終映21:20）
風林火山（1969/165分/途中休憩あり）
12:25／17:20
荒木又右衛門 決闘鍵屋の辻（1952/81分/★）
10:50／15:45／20:40（終映22:00）
連合艦隊司令長官 山本五十六（1968/130分）
12:45／17:45
血と砂（1965/131分）
10:20／15:20／20:20（終映22:30）
赤毛（1969/116分）
13:55／18:20
新選組（1970/121分）
11:40／16:05／20:30（終了22:30）
お吟さま（1978/153分）
13:30／18:05
銀嶺の果て（1947/88分）
11:50／16:25／21:00（終映22:30）

永遠の映画スター 三船敏郎 没後20年 / 映画デビュー70年記念上映会

【モーニングショー（1本立て）】全日9:45〜 【特別料金】一般1500円、学生1400円、友の会・シニア1100円

★14:00／18:40

（終映22:30）
12:00／ 16:40／20:45
★14:00の回終了後（16:00頃）、三船史郎さん・高田雅彦さん（『三船敏郎、この10本』著者）のトークショー

7
／
26
︵
木
︶
〜
29

㊐

遂に名画座降臨！ 2本立てで讃えよ！ ※7/28（土）オールナイトイベントあり
バーフバリ 伝説誕生（2015・印/138分/DCP/ R15+ ）
バーフバリ 王の凱旋〈インターナショナル版〉
（2017・印/141分/DCP）
7/26（木）・27（金）
・29
28（土）のみ

㊐

バーフバリ 伝説誕生
バーフバリ 王の凱旋

12:20／17:35
15:00／20:10
（終映22:30）

バーフバリ 伝説誕生
バーフバリ 王の凱旋

10:20／15:40
13:05／18:25
（終映20:45）

二枚目は笑顔で殺す
7/30
（月）
31
（火）
以降

青葉繁れる（1974/87分）
沖田総司（1974/92分）
激突！若大将（1976/88分）
がんばれ！若大将（1975/90分）

草刈正雄スペシャルッ！

12:00／15:35／19:10
10:15／13:50／17:25／21:00（終映22:30）
12:00／15:35／19:10
10:15／13:50／17:25／21:00（終映22:30）

■汚れた英雄 ■復活の日 ■エスパイ ■0093 女王陛下の草刈正雄 ■神田川 ■あにいもうと、他
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