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

9/7

一般2500円、友の会・前売2300円（9月より改定）

「別冊映画秘宝 平成大特撮1989-2019」刊行記念 平成大特撮オールナイト

特別料金 一般2800円、前売・友の会2600円
トークショー 品田冬樹さん（特殊造形家）、西川伸司さん（漫画家・デザイナー） 司会：円山剛士さん（特撮ライター）

2019年 ◆ 9月号

22:30〜

京都アニメーションの事件が発生して一ヶ月が経ちます。当館では4月のアニメスタイルオールナイト

5月に行われたオールナイト【初期の北野武 35mmフィルムで堪能する不穏と暴力の刹

で京都アニメーション製作の『リズと青い鳥』を上映したばかりでした。高校時代は『らき☆すた』や
那】はお陰様で満員御礼の完売でした。特に若い方に人気で、8/4（日）にはアンコール
『CLANNAD』、大学時代は『日常』や『氷菓』に夢中だったので、京アニ作品の上映が決まったと

として北野作品が昼の番組で組まれます。■新文芸坐に入って四年が経ち、
今回は『その男、凶暴につき』
『キッズ・リ
きはいつにも増して嬉しかったのを覚えています。
多くの映画人た
ターン』
『HANA-BI』の三本立て。
■ヤクザやチンピラを描きつつもその生態や心情
ちの追悼特集を経験しました。
誰かが亡くなるたび悲しみは尽きませんが、
今回の事件については、

★当日ご入場先着150名様に『平成大特撮新聞』をプレゼント！

橋口亮輔 他人を想う、ということ

悲しみにも怒りにも気持ちが定まらないまま一ヶ月が過ぎようとしています。
■先日、京アニが手掛け
を説明的に描くことはしない北野映画は、前提として若者も入門しやすいのかもしれま

たコメディ作品
パニック！ふもっふ』
を見返しました。久しぶりだったのもありますが、
あ
せん。その上『フルメタル・
「組織の中の個人」
や「はみ出し者／アウトサイダー」
や「法外での絆」と
まりのおもしろさに腹を抱えて笑いました。そうして笑い転げながら、京アニのアニメがどうしようも
いうヤクザ映画的主題は、最近の『万引き家族』や『新聞記者』、この間の吉本騒動な
なく好きであることを再認識でき、その気持ちが失われていないことに安心しました。■悲しいこと
ど最近の映画やニュースを見る限りでも、古いようでまだまだアクチュアルな主題が個
は容赦なく襲ってくる。心が折れることも、疲れることもある。それでも、作品が好きな気持ちだけは
別的には含まれているのだとわかります。
絶対に失ってなるものか、
と強く思うのです。 ■5月と8月の北野武番組の間に挟まれるよう
（浜本栄紀）

渚のシンドバッド（1995/129分/35mm）出：岡田義徳、草野康太、浜崎あゆみ 22:30〜
ハッシュ！
（2001/135分/35mm）出：田辺誠一、高橋和也、片岡礼子
ぐるりのこと。
（2008/140分/35mm）出：木村多江、
リリー・フランキー
〜5:50（予定）
※全作品監督・脚本：橋口亮輔
9/21

企画中

9/22㊐

「仁義なき戦い」5部作一挙上映【オールナイトの部】

に、7月には降旗康男監督の追悼特集が組まれ、高倉健らの出演したヤクザ映画もいく
つか上映されました。とても名画座らしい偶然。
毎日のように来ていただいている方に
料金改定のお知らせ
はミニ日本映画史講座のようなラインナップだったのかなと想像します。
特集のトリを
平素より当館をご利用頂き誠にありがとうございます。当館ではこれまで諸経費の値上がりを吸収すべく店舗努

※詳細は中面をご覧ください。
9/28

通巻366号

For 京都アニメーション
北野武アンコールに寄せて

ガンヘッド（1989/100分/35mm）監：原田眞人 特技監督：川北紘一
ガメラ2 レギオン襲来（1996/99分/35mm）監：金子修介 特撮監督：樋口真嗣
劇場版 超星艦隊セイザーX 戦え！ 星の戦士たち（2005/70分/35mm）監：大森一樹
大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE（2009/105分/BD）監：坂本浩一〜6:15（予定）
9/14

◆

力をしてまいりましたが、店舗努力だけではコスト増を吸収しきれない状況となり、やむを得ず料金を変更させ
飾るのは高倉健と北野武
（ビートたけし）が共演した『夜叉』
（1985）。健さんが最後

企画中

て頂きます。ご理解のほど宜しくお願い致します。今後ともさらなるサービス向上を努めて参りますので、引き続

のヤクザ役
（正確には元ヤクザ役）で、ビートたけしが初めてのヤクザ役で出演した作
きご愛顧頂けますよう重ねてお願い申し上げます。
品で、
この時にバトンが渡されたのかなと考えたくなります。
『この男、
凶暴につき』
◆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 が
◆ラスト１本900円
（友の会・シニアは850円）
公開されるのはこの4年後です。
（笠原伊織）
〈9/3（火）より〉

◆一般1450円◆学生1350円◆友の会1150円◆シニア・障がい者・小学生以下（３歳以上）
1200円
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。

特別レイトショー/1本立て
《新文芸坐友の会
会員募集のお知らせ》

新文芸坐シネマテークVol. 29 最強最高のクロード・シャブロル（前期）

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・オールナイトではお使いになれません）
特典② ご入場料金が割引になります
（通常1350円→1100円、
ラスト1本900円→850円）
9/13（金）
野獣死すべし（1969・仏＝伊/107分）
開場18:45
開映19:00（講義終了22:00頃）
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
9/20（金） 一寸先は闇（1971・仏＝伊/102分）
開場18:45 開映19:00（講義終了22:00頃）
◆入会金 1800円
（1年間有効）
9/27（金）
破局
（1970・仏＝伊＝ベルギー/120分）
◆更新料 800円
（要会員証/ポイ
ント繰越＋1P/1年間有効） 開場18:30 開映18:45（講義終了22:00頃）
【特別料金】
一般1900円、学生1800円、前売・シニア・友の会1700円 ※招待券使用不可 ★各日、映画終了後
※ファミリー券は2019年3月郵送をもちまして終了いたしました。
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は当館窓口・チケットぴあ
※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。
（Pコード：550-298）にて販売中
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※当日は整理番号順でのご入場となります

共催：Indie Tokyo

◆ラスト１本1000円（友の会・シニアは950円）

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。
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。
●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。
●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。
●ご入場
◆ 一般1350円 ◆ 学生1250円 ◆友の会1100円 ◆シニア・障がい者・小学
上映中は携帯電話の電源はお切りください。
●料
金 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）
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。
●

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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9/3（火）〜9/30（月）

魅惑のシネマ・クラシックス Vol. 33

9/3
（火）
4
（水）
5
（木）
6
（金）
7
（土）
8

㊐
9
（月）
10
（火）
11
（水）
12
（木）

特別レイトショー1本立て

9/5（木）・6（金）

ヒルコ/妖怪ハンター（1990/90分/35mm）

開場20:45

（終映22:30）
開映21:00

【特別料金】一般1400円、学生1300円、友の会・シニア1100円
※上映当日朝から当館窓口にて整理番号付き当日券を販売 ★各日先着100名様に『平成大特撮新聞』をプレゼント！

追悼・内田裕也 アンコール

9/14
（土）
15

㊐

水のないプール（1982/102分/35mm）
コミック雑誌なんかいらない！
（1986/127分/35mm）
水のないプール
コミック雑誌なんかいらない！

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

特別レイトショー〈新文芸坐×アニメスタイル 特別編〉 開場17:15

日本アニメーション映画史『白蛇伝』
『太陽の王子ホルスの大冒険』
9/14
（土）

17:30開映
白蛇伝（1958/81分/DCP）演出：藪下泰司 声：森繁久彌、宮城まり子
太陽の王子 ホルスの大冒険（1968/82分/35mm）演出：高畑勲
【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） 〜21:20（予）

【特別料金】一般2000円、前売・友の会1800円
※映画上映後にトークショーがございます（20:35頃から45分程度） ※当日は整理番号順でのご入場となります ※オールナイト興行ではありません
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26

（木）特別レイトショー／１本立て 企画中

「別冊映画秘宝 平成大特撮1989-2019」刊行記念レイトショー

★９／

13
（金）

ベルリン・天使の詩（1987・西独＝仏/127分/BD）
12:40／17:40
（終映22:25）
パリ、テキサス（1984・西独＝仏/146分/BD）
10:00／15:00／20:00
バンデットQ〈オリジナル全長版〉
（1981・英/116分/BD）
13:00／17:50
未知との遭遇〈ファイナル・カット版〉（1977＝2002・米/138分/DCP） 10:20／15:10／20:00（終映22:30）
暗殺の森〈デジタル・リマスター版〉（1970・伊＝仏＝西独/115分/DCP）
11:50／16:00
（終映20:00）
暗殺のオペラ〈デジタル・リマスター版〉
（1969・伊/99分/DCP） 10:00／14:10／18:20
エル・スール（1982・西＝仏/95分/DCP）
9:45／13:20／16:55
（終映20:20）
ミツバチのささやき（1973・西/99分/DCP）
11:30／15:05／18:40
パリ、テキサス
12:00／17:00
（終映21:45）
ベルリン・天使の詩
9:40／14:40／19:40
バンデットQ〈オリジナル全長版〉
12:45／17:40
（終映22:20）
未知との遭遇〈ファイナル・カット版〉
10:00／14:55／19:50
暗殺のオペラ〈デジタル・リマスター版〉
10:10／14:20／18:30
（終映22:25）
暗殺の森〈デジタル・リマスター版〉
12:10／16:20／20:30
エル・スール
10:40／14:35／18:30
（終映22:10）
ミツバチのささやき
12:40／16:35／20:30
ベルリン・天使の詩
12:40／17:40
（終映22:25）
パリ、テキサス
10:00／15:00／20:00
バンデットQ〈オリジナル全長版〉
12:45／17:40
（終映22:20）
未知との遭遇〈ファイナル・カット版〉
10:00／14:55／19:50
暗殺の森〈デジタル・リマスター版〉
10:00／14:10
（終映18:10）
暗殺のオペラ〈デジタル・リマスター版〉
12:20／16:30

★ 〈新文芸坐シネマテーク〉 開催。 オールナイト面に記載あり。

9月号

お父さんの復讐が始まる

特別モーニングショー/1本立て 【特別料金】一般1300円、学生1200円、友の会・シニア1000円

9/16 ㊊
〜 19（木）

切腹（1962/131分/35mm）監督：小林正樹

通常上映/2本立て（通常料金）

開場9:00

開映9:30（終映11:40）

ザ・フォーリナー/復讐者（2017・英＝中＝米/110分/DCP）
スノー・ロワイヤル（2019・米/119分/DCP/ PG12 ）

14:30／18:40
12:20／16:30／20:40（終映22:40）
※『スノー・ロワイヤル』初回の開場は12:00とさせていただきます

精緻と克明 鈴木英夫の手腕

9/20
（金）
21
（土）
23

㊊
24
（火）
25
（水）
26
（木）
27
（金）
28
（土）
29

㊐
30
（月）

彼奴を逃すな（1956/94分）
11:25／14:55
殺人容疑者（1952/80分/BD）
9:55／13:25／16:55（終映18:15）
殺人容疑者
11:40／15:05／18:30
彼奴を逃すな
9:45／13:10／16:35／20:00（終映21:40）
その場所に女ありて（1962/94分）
10:20／14:20／18:20
悪の階段（1965/104分）
12:20／16:20／20:20（終映22:05）
悪の階段
11:30／15:15／19:00
その場所に女ありて
9:40／13:25／17:10／20:55（終映22:30）
サラリーマン目白三平 亭主のためいきの巻（1960/79分）
12:10／15:35／19:00
やぶにらみニッポン（1963/89分）
10:15／13:40／17:05／20:30（終映22:00）
やぶにらみニッポン
11:35／15:05
サラリーマン目白三平 亭主のためいきの巻
10:00／13:30／17:00（終映18:20）
脱獄囚（1957/86分）
11:25／14:50
危険な英雄（1957/91分）
9:40／13:05／16:30（終映18:00）
危険な英雄
11:25／14:55／18:25
脱獄囚
9:45／13:15／16:45／20:15（終映21:40）
魔子恐るべし（1954/91分）
9:40
黒い画集 寒流（1961/96分）
11:25（終映13:00）
黒い画集 寒流
11:30／15:10／18:50
魔子恐るべし
9:45／13:25／17:05／20:40（終映22:10）
※特に表記のない作品は35mmプリント上映

【特別興行】
「仁義なき戦い」5部作一挙上映
9/22

㊐

【昼の部】開場9:40 開映10:00 終映19:40（予定）【全席指定・特別料金】3800円均一（友の会3ポイント）
【オールナイトの部】開場20:20 開映20:40 終映6:15（予定）【全席指定・特別料金】3500円均一（友の会3ポイント）

仁義なき戦い（1973）
仁義なき戦い 代理戦争（1973）
仁義なき戦い 完結篇（1974）

仁義なき戦い 広島死闘篇（1973）
仁義なき戦い 頂上作戦（1974）

※昼・オールナイト共に3本目終了後に30分の休憩あり（外出可能）

※それ以外の休憩は約15分

【特別興行】
「HiGH&LOW THE MOVIE」3部作一挙“応援上映”2019
開場13:30 開映14:00 終映21:30（予定）【全席指定・特別料金】3800円均一（友の会3ポイント）

9/29

㊐

HiGH＆LOW THE MOVIE（2016）
HiGH＆LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY（2017）
HiGH＆LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION（2017）

※発声、拍手、コスプレ、鳴り物OK（クラッカーはNG）のイベント上映です。静かにご覧になりたい方はご遠慮ください ※ご参加ご希望の方は必
ず当館HP・ロビーにある注意事項をお読みの上チケットをご購入ください ※各回30分程度の休憩がございます（DJプレイ予定、途中外出可）
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