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

3/2

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「昭和ガメラ」オールナイト！ これがガメラだ！

ガメラ対大悪獣ギロン（1969/82分/35mm）出：ガメラ、ギロン、宇宙ギャオス
22:30〜
ガメラ対大魔獣ジャイガー（1970/83分/35mm）出：ガメラ、ジャイガー、小ジャイガー
ガメラ対深海怪獣ジグラ（1971/88分/35mm）出：ガメラ、ジグラ、X1号
宇宙怪獣ガメラ（1980/91分/35mm）出：ガメラ、怪獣軍団、スーパーウーマン 〜5:00（予定）

2019年 ◆ 3月号

事件は列車で起きている！ ヤバイ列車終夜運転ナイト

スノーピアサー（2013/韓＝米＝仏/125分/DCP）出：クリス・エヴァンス
密偵（2016・韓/140分/DCP）出：ソン・ガンホ、コン・ユ、
イ・ビョンホン
新感染 ファイナル・エクスプレス（2016・韓/118分/DCP）出：コン・ユ
3/23

世界の映画作家Vol. 207

3/30

世界の映画作家Vol. 208

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。

途中入場について

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
暗い場所での転倒事故防止のため、

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

上映開始15分以降の途中入場はお断り
いたします。
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。

22:45〜

退出後の再入場について

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

〜5:50（予定）

退出後の再入場はお断り
しております。（オールナイトを除く）
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

春のうららのアンドレイ・タルコフスキー

アンドレイ・ルブリョフ
〈第1部・第2部〉
（1969・ソ連/182分/BD）
僕の村は戦場だった〈デジタルリマスター版〉
（1962・ソ連/91分/BD）
サクリファイス（1986・スウェーデン＝仏/149分/BD）

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

22:30〜

売店の営業時間について

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

最終回の上映開始
をもちまして売店業務は終了
します。
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

〜6:10（予定）

ヨルゴス・ランティモス 冷酷なコメディ

前売券、パンフレット、書籍、友の会手続きなどを終了いたします。（土曜を除く）
で3名様にご招待券をプレゼントいたします。

籠の中の乙女（2009・ギリシャ/96分/BD）出：クリストス・ステルギオグル
22:45〜
ロブスター（2015・ギリシャ、他/118分/DCP）出：コリン・ファレル、レイチェル・ワイズ
聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア（2017・英＝他/121分/DCP） 〜5:00（予定）
4/6

《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。

pdf.indd 1

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

喫煙について

す。どうぞふるってご投票ください。

全面禁煙
です。劇場３階ロビーの喫煙所は撤去いたしました。
★投票受付期間：2019年
2月28日まで

当館は

新生活応援企画 浮世の垢を一夜で落とす 強制善人化ナイト

ブリグズビー・ベア（2017・米/97分/DCP）出：カイル・ムーニー、
マーク・ハミル 22:30〜
500ページの夢の束（2017・米/93分/DCP）出：ダコタ・ファニング、
トニ・コレット
パディントン2（2017・英/104分/DCP）出：ベン・ウィショー（声）、サリー・ホーキンス
5パーセントの奇跡 〜嘘から始まる素敵な人生〜（2017・独/111分/DCP）出：コスティア・ウルマン 〜6:00（予定）
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通巻360号

新文芸坐ベス
トテン2018 投票開始！
重要なお知らせ

世界の映画作家Vol. 206 欲望と絶望 R・W・
ファスビンダーの世界
あやつり糸の世界〈第1部・第2部〉
（1973・西独/105分・107分/BD）
22:15〜
13回の新月のある年に（1978・西独/124分/DCP）出：フォルカー・シュペングラー
第三世代（1979・西独/109分/DCP）出：フォルカー・シュペングラー
〜6:20（予定）
3/9

3/16

◆

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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3月号

3/1（金）〜4/3（水）

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
3/1
（金）
2
（土）

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）

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

※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

3/3

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

㊐・4（月）

※特に表記のない作品は35mmプリント上映

爆走！ 70年代犯罪カーアクション名作2本立て！
ザ・ドライバー（1978・米/91分/BD）
12:35／16:25
（終映20:00）
フェラーリの鷹（1976・伊/101分/DCP）
10:30／14:20／18:10
特別レイトショー/1本立て

3/3

㊐・4（月） ロボコップ〈ディレクターズカット・4K版〉（1987・米/104分/DCP/

R15 +

） 開場20:30

（終映22:30）
開映20:45

【特別料金/1本立て】一般1800円、学生1600円、友の会・シニア1300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 ※当館は2Kでの上映となります

戦後、時代の荒波を乗り越えて…
北の桜守
（2018/126分/DCP）
3/5（火）〜 7（木）
焼肉ドラゴン（2018/127分/DCP）

9:45／14:35
（終映19:10）
12:15／17:05

【特別レイトショー/1本立て】東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）2019

TAAFグランプリ 2015〜2017

3/5（火）
6（水）
7（木）

前夜祭

ソング・オブ・ザ・シー 海のうた（2015年グランプリ/93分/DCP）
ロング・ウェイ・ノース（2016年グランプリ/81分/BD）

大人のためのグリム童話 手をなくした少女（2017年グランプリ/80分/DCP）
★終映後、後藤隆幸さん（アニメーター）・叶精二さん（映像研究家）のトークあり

東京アニメアワードフェスティバル（TAAF）2019
3/8（金）〜 11（月）

14
（木）

pdf.indd 2

17

㊐
18
（月）
19
（火）
20
（水）
21

㊍
22
（金）

★新文芸坐「友の会」割引がございます！
（割引については当館までお問合せください）

銀座化粧（1951/87分/BD）
めし（1951/97分）
おかあさん（1952/98分）
稲妻（1952/88分）
夫婦（1953/87分）
妻（1953/96分）
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11:45／15:25／19:05
（終映22:30）
9:45／13:25／17:05／20:45
11:30／15:10／18:50
（終映22:20）
9:50／13:30／17:10／20:50
11:40／15:20／19:00
（終映22:25）
9:50／13:30／17:10／20:50

山の音（1954/94分）
あに・いもうと（1953/86分/16mm）
放浪記（1962/123分）
晩菊（1954/101分）
流れる（1956/116分）
驟雨〈しゅうう〉
（1956/116分）
あらくれ（1957/121分）
鰯雲（1958/130分）
娘・妻・母（1960/122分）
妻として女として（1961/106分）

3
／
23
︵
土
︶
〜
26
︵
火
︶

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

※別番組上映のため、夜の回はございません。

女が階段を上る時（1960/111分）
秋立ちぬ（1960/79分）
乱れる（1964/98分）
ひき逃げ（1966/94分）
女の座（1962/111分）
女の歴史（1963/126分）

11:20／15:10／19:00
（終映22:30）
9:45／13:35／17:25／21:10
11:35／15:15／18:55
（終映22:25）
9:50／13:30／17:10／20:50

9:40／14:05／18:25
11:45／16:10／20:25（終映22:30）
※特に表記のない作品は35mmプリント上映

3/19（火）

18:45【特別レイトショー】
『桜桃の味』4Kニューマスター版特別試写会
詳細はこちらでご確認ください → https://everevo.com/event/48029 主催：TCエンタテインメント

善悪の境界とは…、緊迫の2部作一挙上映！
ボーダーライン（2015・米/121分/DCP/ R15+ ）
監督：ドゥニ・ヴィルヌーヴ

出演：エミリー・ブラント、ベニチオ・デル・トロ

ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ（2018・米/122分/DCP/ PG12
監督：ステファノ・ソッリマ

24

出演：ベニチオ・デル・トロ、ジョシュ・ブローリン

）

3/23（土）

ボーダーライン
ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ

12:35／17:15
10:20／15:00／19:40
（終映21:40）

㊐ 〜 26（火）

ボーダーライン
ボーダーライン：ソルジャーズ・デイ

9:40／14:00／18:25
11:50／16:15／20:40
（終映22:40）

魅惑のシネマ・クラシックスVol. 30

3/27
（水）
28
（木）
29
（金）

詳細は公式HPをご確認ください
» https://animefestival.jp/ja/

没後50年 名匠・成瀬巳喜男 戦後名作選
13
（水）

16
（土）

★終映後、井上俊之さん（アニメーター）のトークあり 聞き手：竹内孝次さん（TAAFフェスティバルディレクター）

開場19:45 開映20:00 ※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 【特別料金】一般1500円、学生1400円、友の会・シニア1100円

3/12
（火）

15
（金）

30
（土）
31

㊐
4/1
（月）
2
（火）
3
（水）

恋のエチュード（1971・仏/131分/35mm）
突然炎のごとく（1981・仏/106分）
太陽はひとりぼっち（1962・伊＝仏/124分/BD）
太陽がいっぱい 4Kレストア版（1960・仏＝伊/117分）
エヴァの匂い（1962・伊＝仏/113分/BD）
ダンケルク（1964・仏＝伊/124分）
哀しみのトリスターナ（1970・伊＝仏、他/100分）
昼顔（1967・仏＝伊/100分）

※別番組上映のため、夜の回はございません。

突然炎のごとく
恋のエチュード
太陽がいっぱい 4Kレストア版
太陽はひとりぼっち
ダンケルク
エヴァの匂い
昼顔
哀しみのトリスターナ

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

↓以降〈アンコール〉
↓

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

※各作品2日間上映がございます（ラスト1本割引適用作品が変わります） ※特に表記のない作品はDCP上映 ※『太陽がいっぱい 4Kレストア版』は当館では2Kでの上映です
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