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

1/5

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）

新春新文芸坐バラゴンまつり＋1

2019年 ◆ 1月号

フランケンシュタイン対地底怪獣〈バラゴン〉
（1965/93分/35mm）監：本多猪四郎 22:30〜
フランケンシュタインの怪獣 サンダ対ガイラ（1966/88分/35mm）監：本多猪四郎
怪獣総進撃（1968/89分/35mm）出：ゴジラ、バラゴン、モスラ、キングギドラ、ラドン、他
ゴジラ・モスラ・キングギドラ 大怪獣総攻撃（2001/105分/35mm）出：バラゴン 〜5:20（予定）
1/12

世界の映画作家Vol. 205

1/19 『サスペリア』
リメイク版公開記念

明けましておめでとうございます

22:45〜
〜5:00（予定）

鮮血の貴公子 ダリオ・アルジェント

特別料金 一般2600円、前売・友の会2400円

サスペリア PART2〈劇場公開版〉
（1975・伊/106分/BD）出：デヴィッド・ヘミングス 22:15〜
サスペリア（1977・伊/99分/BD）出：ジェシカ・ハーパー、アリダ・ヴァリ
インフェルノ
（1980・米＝伊/107分/BD）出：リー・マクロスキー、アイリーン・ミラクル
フェノミナ（1984・伊/111分/BD）出：ジェニファー・コネリー、
ドナルド・プレザンス 〜6:00（予定）

新文芸坐
矢田庸一郎 関口芳雄
梅原浩二 花俟良王 後藤佑輔
柳原弘 小澤麻梨子 山下萌 松田恵里加 青山貴昭 濱本栄紀
泉未来 星野依子 西川由里子 多田優香 平山晋也 藤井叶衣 新井暁介

1/26 新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 111 押井守映画祭2019 第二夜〈天使のたまご&御先祖様〉編
特別料金 一般3000円、前売・友の会2800円
トークショー 押井守監督、
小黒祐一郎さん（アニメスタイル）、他予定

22:30〜

天使のたまご（1985/75分/35mm）原案：押井守、天野喜孝 声：根津甚八、兵藤まこ
OVAシリーズ『御先祖様万々歳！』全6話（1989〜1990/DVD）声：勝生真沙子、古川登志夫
他1本
《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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日頃より、新文芸坐をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。
2018年は、とても思い出深い上映会を行うことができました。森田芳光監督作品の全作上映会で
す。全28本を制作年順に上映し各作品の上映終了後に、森田芳光監督夫人で映画プロデューサー・
三沢和子さんと、ライムスター宇多丸さんのトークショーを行うという、今までに例のない上映会とな
りました。ご来場いただいたお客様に加え、この企画の話を当館に持ってきてくださった三沢和子さ
んと、ぴあの皆様、そしてお忙しいスケジュールを調整していただき、毎回心躍る楽しいトークをして
くださった宇多丸さんに心よりお礼を申し上げます。
この上映会を通して、森田監督作品に多くの再発見をされた方は少なくなかっただろうと思いま
す。また映画を作ること、そして映画を見ることとは、といった根源的な問いに胸を熱くした方もいた
のではないでしょうか。映画ファンの様々な思いが混然一体となり、ある時、劇場の空間に不思議な
一体感が出来上がったように思えました。
わたしたちは2019年も、映画が上映され、映画を見ていただくことが、かけがえのない人生の喜
び、新鮮な驚きや発見に満ちた体験となるような場でありたいと心より願います。

アピチャッポン 幽玄の詩 2019

世紀の光（2006・タイ＝仏＝豪/105分/DCP）
ブンミおじさんの森（2010・英＝タイ、他/123分/35mm）
光りの墓（2015・タイ＝英、他/122分/DCP）

◆

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15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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1月号
新春興行

追悼 ニコラス・ローグ

1/1（火）〜31（木）

魅惑のシネマクラシックス Vol. 29

1/19
（土）

★各作品2日間上映日があります（ラスト1本割引適用作品が変わります）

1/1 アラビアのロレンス（1962・英/226分/DCP/途中休憩あり）
（火） ※途中休憩あり・ラスト1本割引なし
2
アラビアのロレンス
（水）
※途中休憩あり・ラスト1本割引なし
3
（木）
4
（金）
5
（土）
6

㊐
7
（月）
8
（火）
9
（水）
10
（木）
11
（金）
12
（土）

大いなる幻影（1937・仏/114分/DCP）
フレンチ・カンカン（1955・仏/105分/35mm）
恐怖の報酬（1953・仏/152分/DCP）
悪魔のような女（1955・仏/117分/DCP）
ミツバチのささやき（1973・スペイン/99分/DCP）
エル・スール（1983・スペイン＝仏/95分/DCP）
グロリア（1980・米/121分/DCP）
こわれゆく女（1974・米/147分/35mm）
皆殺しの天使（1962・メキシコ/94分/BD）
ビリディアナ（1961・メキシコ/92分/BD）
フレンチ・カンカン
大いなる幻影
悪魔のような女
ア 恐怖の報酬（1953）
ン エル・スール
コ
ー ミツバチのささやき
ル こわれゆく女
グロリア
ビリディアナ
皆殺しの天使

（終映20:10）
11:30／16:00
（終映22:30）
9:50／14:10／18:30
10:00／14:15／18:30
（終映22:30）
12:15／16:30／20:45
12:25／17:30
（終映22:20）
10:15／15:20／20:25
10:10／14:05／18:00
（終映21:40）
12:15／16:10／20:05
12:35／17:40
（終映22:30）
9:55／15:00／20:05

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

新春に血がたぎる！ 傑作犯罪アクション2本立て
ザ・アウトロー（2018・米/140分/DCP）
1
／
13

㊐
〜
16
︵
水
︶

1
／
17
︵
木
︶
〜
18
︵
金
︶
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監督：クリスチャン・グーデガスト 出演：ジェラルド・バトラー、カーティス・"50 Cent"・ジャクソン
■頭脳派強盗団とクセ者刑事たちの息詰まる攻防を、丁寧な人間描写とリアルな銃撃戦で描く重厚作。

デス・ウィッシュ（2018・米/107分/DCP/ R15+ ）

監督：イーライ・ロス 出演：ブルース・ウィリス、ヴィンセント・ドノフリオ
■70年代の名作『狼よさらば』を、敬意と愛情をもって現代にリメイクした復讐アクションの快作！
デス・ウィッシュ
ザ・アウトロー

13:05／17:50
10:30／15:15／20:00
（終映22:20）

ザ・アウトロー
15（火）・16（水） デス・ウィッシュ

9:30／13:55／18:20
12:00／16:25／20:50
（終映22:35）

1/13

㊐・14 ㊊

ケネディ暗殺、湾岸戦争…、混乱の歴史の裏側で
バグダッド・スキャンダル（2018・デンマーク、他/106分/DCP）

監督：ペール・フライ 出演：テオ・ジェームズ、ベン・キングズレー、ジャクリーン・ビセット
■2002年、湾岸戦争後のイラクで起こった、国連による大規模汚職事件を描く社会派サスペンス。

LBJ ケネディの意志を継いだ男（2016・米/97分/DCP）

監督：ロブ・ライナー 出演：ウディ・ハレルソン、マイケル・スタール＝デヴィッド
■ケネディ暗殺直後に大統領に就任し、混乱と葛藤の中で差別撤廃に尽力したリンドン・B・ジョンソンを描く。

1/17（木）・18（金）
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バグダッド・スキャンダル
LBJ ケネディの意志を継いだ男

10:30／14:35／18:40
12:40／16:45／20:50
（終映22:30）

WALKABOUT 美しき冒険旅行（1971・英/100分/BD）
12:35／17:05
地球に落ちて来た男（1976・英/139分/DCP）
10:00／14:30／19:00（終映21:20）

『美しく、狂おしく 岩下志麻の女優道』刊行記念

清純、華麗、妖艶 デビュー60年 女優・岩下志麻 さまざまな貌で魅せる
1/20

㊐

21
（月）
22
（火）
23
（水）
24
（木）
25
（金）
26
（土）
27

㊐
28
（月）
29
（火）

心中天網島（1969/103分）
はなれ瞽女〈ごぜ〉おりん（1977/117分）

10:10／15:20
12:20／17:25（終映19:25）
★12:20の回終了後（14:30頃）、岩下志麻さんのトークショー 聞き手：春日太一さん（時代劇・映画史研究家）

五瓣の椿（1964/163分）
雪国（1965/113分）
古都（1963/105分）
暖春（1965/93分）
婉〈えん〉という女（1971/123分）
宴（1967/100分）
疑惑（1982/127分）
内海の輪（1971/103分）
魔の刻（1985/111分）
北の蛍（1984/124分）
好人好日（1961/88分）
秋刀魚の味（1962/113分）
七つの顔の女（1969/87分）
その人は女教師（1970/93分）
極道の妻たち（1986/120分）
極道の妻たち 最後の戦い（1990/116分）
桜の樹の下で（1989/110分/ R15+ ）
この子の七つのお祝いに（1982/111分）

10:00／15:10
13:05／18:15（終映20:10）
12:30／16:25
10:45／14:40／18:35（終映20:10）
11:40／15:55
（終映19:55）
9:45／14:00／18:15
11:35／15:50
（終映19:55）
9:40／13:55／18:10
11:45／16:00
（終映20:05）
9:30／13:45／18:00
10:10／14:05／18:00
12:00／15:55／19:50（終映21:45）
9:45／13:10／16:35
11:25／14:50／18:10（終映19:45）
10:30／15:10
12:55／17:35（終映19:35）
11:55／16:00
9:50／13:55／18:00（終映19:50）

※全作品35mmプリント上映

ジョン・カーペンター VS 『マンディ 地獄のロード・ウォリアー』

【特別レイトショー/1本立て】
1/20

（1988・米/96分/DCP）
㊐ 〜 22（火） ゼイリブ〈製作30周年記念HDリマスター版〉

23（水）〜 25（金）
27

㊐ 〜 29（火）

遊星からの物体X〈デジタル・リマスター版〉（1982・米/109分/DCP/ PG12 ）
マンディ 地獄のロード・ウォリアー（2017・ベルギー/121分/DCP/ R15+ ）

20:55（終映22:30）
（終映22:30）
20:40
20:30（終映22:30）

【特別料金/1本立て】一般1500円、学生1400円、友の会・シニア1100円
※上映当日朝から入場整理番号付きの当日券を販売します ※開場は各日開演15分前 ※1/26（土）の上映はございません

イングマール・ベルイマン 101年目の風景
1/30
（水）
31
（木）
以降

※全作品DCP上映

夏の夜は三たび微笑む（1955・スウェーデン/110分）
10:25／14:30／18:35
夏の遊び（1951・スウェーデン/98分）
12:40／16:45／20:50（終映22:30）
第七の封印（1956・スウェーデン/97分）
11:40／15:20／19:00
（終映22:30）
魔術師（1958・スウェーデン/99分）
9:50／13:30／17:10／20:50

仮面/ペルソナ、沈黙、処女の泉、鏡の中にある如く、冬の光・野いちご、リヴ&イングマール あ
る愛の風景、叫びとささやき、ファニーとアレクサンデル
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