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

2/2

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）

平成最後の「平成ガメラ」オールナイト！

特別料金 一般2600円、友の会・前売2400円

トークショー 金子修介監督

聞き手：モルモット吉田さん（映画評論家）
ガメラ 大怪獣空中決戦（1995/95分/DCP）出：藤谷文子、中山忍
ガメラ2 レギオン襲来（1996/99分/DCP）出：水野美紀、永島敏行
ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒（108分/DCP）出：中山忍、前田愛
※全作監督：金子修介 脚本：伊藤和典 特撮監督：樋口真嗣
2/9

スクリーンで愛でる 俳優・星野源 アンコール！

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

22:30〜

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。

〜5:50（予定）

ロビーに投票用紙がございますので、昨年（2018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

闘え！いい男っ！ マックス・チャンを勝たせたい夜

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

グランド・マスター（2013・香/123分/DCP）監：ウォン・カーウァイ 共：トニー・レオン 22:30〜
ドラゴン×マッハ！
（2015・香＝中/120分/BD）監：ソイ・チェン 共：トニー・ジャー
イップ・マン 継承（2016・香＝中/105分/DCP）監：ウィルソン・イップ 共：ドニー・イェン 〜5:00（予定）

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。どうぞふるってご投票ください。

2/23 新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 112 SPECIAL PROGRAM 幻魔・妖獣・迷宮・AKIRA!!

特別料金 一般2800円、前売・友の会2600円
トークショー 企画中

妖獣都市（1987/82分/BD）監：川尻善昭 声：屋良有作、藤田淑子
幻魔大戦（1983/135分/DCP）監：りんたろう 声：古谷徹、小山茉美
迷宮物語（1987/50分/35mm）監：大友克洋、川尻善昭、
りんたろう
AKIRA（1988/124分/35mm）監：大友克洋 声：岩田光央、佐々木望
《新文芸坐友の会 会員募集のお知らせ》

21:45〜
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★投票受付期間：2019年 2月28日まで
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。
●
●

〜6:00（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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通巻359号

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。

ノン子36歳（家事手伝い）
（2008/105分/35mm）監：熊切和嘉 共：坂井真紀 22:45〜
箱入り息子の恋（2013/117分/DCP）監：市井昌秀 共：夏帆、森山良子、黒木瞳
地獄でなぜ悪い（2013/129分/DCP）監：園子温 共：長谷川博己、二階堂ふみ 〜5:05（予定）
2/16

◆

新文芸坐ベストテン2018 投票開始！

〜5:20（予定）

言葉と時間、自由と映画。エリック・ロメール & ホン・サンス

それから（2017・韓/91分/DCP）監：ホン・サンス 出：キム・ミニ
夜の浜辺でひとり
（2017・韓/101分/DCP）監：ホン・サンス 出：キム・ミニ
満月の夜（1984・仏/102分/DCP）監：エリック・ロメール
友だちの恋人（1987・仏/104分/DCP）監：エリック・ロメール
2/10㊐

2019年 ◆ 2月号

22:45〜

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

2019/01/24 15:12

2019/01/24 15:11

2月号

イングマール・ベルイマン 101年目の風景
1/30
（水）
31
（木）
2/1
（金）
2
（土）
3

㊐
4
（月）
5
（火）
6
（水）
7
（木）
8
（金）

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
（終映22:30）
夏の遊び（1951・スウェーデン/98分）
12:40／16:45／20:50
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（1967・スウェーデン/82分）
11:45／15:15
（終映18:30）
沈黙（1962・スウェーデン/96分）
9:55／13:25／16:55
処女の泉（1960・スウェーデン/89分）
11:40／15:05／18:30
（終映21:45）
鏡の中にある如く（1961・スウェーデン/89分）
10:00／13:25／16:50／20:15
冬の光（1962・スウェーデン/82分）
12:00／15:30／19:00
（終映22:15）
野いちご（1957・スウェーデン/91分）
10:15／13:45／17:15／20:45
鏡の中にある如く
12:00／15:30／19:00
（終映22:20）
処女の泉
10:20／13:50／17:20／20:50
魔術師
11:40／15:20／19:00
（終映22:25）
第七の封印
9:50／13:30／17:10／20:50
野いちご
9:45／13:00／16:15／19:30
（終映22:30）
冬の光
11:25／14:40／17:55／21:10
沈黙
11:50／15:25／19:00
（終映22:20）
仮面/ペルソナ
10:15／13:50／17:25／21:00
リヴ&イングマール ある愛の風景（2012・ノルウェー他/84分/ドキュメンタリー）
12:10／15:40／19:10
（終映22:25）
叫びとささやき（1973・スウェーデン/91分）
10:25／13:55／17:25／20:55

9（土）【1本立て/完全入替制・特別料金】一般2500円、学生2300円、前売・友の会・シニア2000円
※入場整理番号付き前売券を当館窓口のみで販売中
・
10 ㊐ ファニーとアレクサンデル（1982・スウェーデン他/311分/途中休憩あり） 10:00／16:15
（終映21:50）
※全作品DCP上映

2/15（金）

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（60分程度）がございます ※整理番号付き前売券を当館窓口・チケットぴあ（Pコード 559472）にて販売中 ※当日は整理番号順でのご入場となります 共催：Indie Tokyo

2
／
11

㊊
〜
13
︵
水
︶
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ドキドキの両極端へ！静と動の米国娯楽作
クワイエット・プレイス（2018・米/90分/DCP）
監督：ジョン・クラシンスキー

出演：エミリー・ブラント、ジョン・クラシンスキー

ミッション：インポッシブル/フォールアウト（2018・米/147分/DCP）
監督：クリストファー・マッカリー

2/11

㊊ 〜 13（水）
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出演：トム・クルーズ、ヘンリー・カヴィル

クワイエット・プレイス
ミッション：インポッシブル/フォールアウト

13:25／18:05
10:40／15:20／20:00
（終映22:30）

原作：池井戸潤

出演：長瀬智也、ディーン・フジオカ、高橋一生、深田恭子

検察側の罪人（2018/123分/DCP）
監督：原田眞人

原作：雫井脩介

出演：木村拓哉、二宮和也、吉高由里子、松重豊、山崎努

2/14（木）

空飛ぶタイヤ
検察側の罪人

9:35／14:00／18:25
11:45／16:10／20:35（終映22:40）

15（金）

空飛ぶタイヤ
検察側の罪人

9:45／14:15
12:00／16:25（終映18:30）

16（土）

空飛ぶタイヤ
検察側の罪人

12:30／17:10
10:00／14:45／19:25（終映21:30）

追悼・黒澤満 70年代以降、日本映画の新しい地平を拓き
多くの才能を輩出させた名プロデューサー
2/17

㊐

18
（月）
19
（火）

最も危険な遊戯（1978/89分）
殺人遊戯（1978/92分）

10:45／15:05／18:40
12:35／16:55／20:30（終映22:00）

Wの悲劇（1984/108分）
早春物語（1985/96分）
新宿純愛物語（1987/96分）
ラブ・ストーリーを君に（1988/104分）

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

※12:35の回終了後（14:15頃）、村川透監督のトークショー

※14:15の回終了後（16:15頃）仲村トオルさんのトークショー

10:20／14:15／19:00
12:20／17:05／20:50（終映22:35）

黒いドレスの女（1987/100分）
恋人たちの時刻（1987/99分）
化石の荒野（1982/123分）
薔薇の標的（1980/99分）
友よ、静かに瞑れ（1985/103分）
ア・ホーマンス（1986/99分）
俺達に墓はない（1979/92分）
蘇える金狼（1979/131分）
処刑遊戯（1979/100分）
野獣死すべし（1980/119分）

11:30／15:15／19:00
（終映22:30）
9:40／13:25／17:10／20:50

11:30／15:15／19:00
（終映22:30）
9:40／13:25／17:10／20:55

27
（水）

ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎哀歌〈エレジー〉（1986/98分）
ビー・バップ・ハイスクール 高校与太郎音頭（1988/95分）
あぶない刑事（1987/99分）
もっともあぶない刑事（1989/104分）
鉄と鉛 STEEL&LEAD（1997/97分）
JOKER ジョーカー（1996/96分/16mm）

28
（木）

俺っちのウエディング（1983/104分/★）
身も心も（1997/126分）

13:05／17:30
10:35／15:00／20:15（終映22:30）

行きずりの街（2010/123分）
カメレオン（2008/98分）
探偵物語（1983/111分）
蘇える優作 「探偵物語」特別篇（1998/107分）

9:55／14:10／18:25
12:20／16:35／20:50（終映22:30）

20
（水）
21
（木）
22
（金）
23
（土）
24

新文芸坐シネマテークVol. 26 ヴァレリアン・ボロフチク
ブランシュ（1971・仏/94分/BD）
愛の島ゴトー（1968・仏/89分/DVD）

監督：本木克英

2
／
14
︵
木
︶
〜
16
︵
土
︶

㊐

特別レイトショー/1本立て

2/1（金）

力演！熱演！ ジャニーズ看板役者で描く骨太人間ドラマ
空飛ぶタイヤ（2018/120分/DCP）

1/30（水）〜3/2（土）

25
（月）
26
（火）

3/1
（金）
2
（土）

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

12:55／17:55
10:45／15:45／20:00（終映22:00）
※12:55の回終映後（14:55頃）、丸山昇一さん（脚本）のトークショー

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

10:30／14:20／18:10
12:30／16:20／20:55（終映22:30）
※18:10の回終映後（20:05頃）、きうちかずひろ監督のトークショー

※17:30の回終映後（19:25頃）、荒井晴彦監督のトークショー

※12:40の回終了後（14:50頃）、根岸吉太郎監督のトークショ
★＝提供：国立映画アーカイブ

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

※特に表記のない作品は35mmプリント上映
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