
2023年1月
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火

2本立
　 A B  
　  【特集】深作欣二、アクションと情念 【特集】大森一樹の仕事  

通常上映・ 
特別上映　

① ③
「
仁
義
な
き
戦
い
」
五
部
作
一
挙
上
映

③  ⑦ ⑧ ⑨ ⑩  ⑩ ⑧ ⑫  ⑬ 貸館 ⑮  

ロッキーVSドラゴ：ROCKY IV 【特集】ウォン・カーウァイ
【特集】 
ウォン・ 

カーウァイ
 

ミーティン
グ・ザ・ビー

トルズ～
証人たち ディーバ

赤い唇
赤い影
赤い夜

 赤い唇 列車の娘
レイジング・ブル
グッドフェローズ

タクシードライバー
 

 アメリカン・
ユートピア 

<スタンディング>

大坪草次
郎追悼

ノルシュ
テイン  

② ④ ⑤ 貸館 ⑪  ⑭

ゴッドファーザー三部作 ロイドと 
キートン

終末の 
探偵 非公開

 レヴュース
タァライト 
<ライティング>

 幾多の北＋3

⑥ ⑥ ⑯
ファンタス
ティック・
プラネット

ファンタス
ティック・
プラネット

【特集】ベルイマン

オールナイト
       AN1  AN2
 城定秀夫  狂った世界

【2本立・他】 大森一樹の仕事 インディーズからメジャーへ B
1/21

（土）
ヒポクラテスたち（1980/126分/35mm）� 10:00
風の歌を聴け（1981/100分/35mm）� 12:35（終映14:25）

22
㊐

ゴジラVSビオランテ（1989/105分/35mm）� 10:00
ゴジラVSキングギドラ（1991/103分/35mm）� 12:15（終映14:00）

新たな編集、新たな興奮で、あのロッキー4が甦る！ ①
ロッキーVSドラゴ：ROCKY IV（2021・米/94分/DCP） 

監督・出演：シルべスター・スタローン　出演：ドルフ・ラングレン、タリア・シャイア
1/1 ㊐ � 18:35（終映20:15）

2（月）～ 4（水） � 20:45（終映22:25） 新春 無声映画・喜劇王祭り ハロルド・ロイドとバスター・キートン ④
ロイドの要心無用（1923/74分/BD/無声） 

監督：サム・テイラー、フレッド・ニューメイヤー　出演：ハロルド・ロイド

セブン・チャンス（1925/58分/BD/無声）監督・出演：バスター・キートン
【活弁付上映】『ロイドの要心無用』弁士：坂本頼光、『セブン・チャンス』弁士：澤登翠

1/7（土） 〈2本セット〉� 11:00（終映13:45）

ハードボイルド×北村有起哉 ⑤
終末の探偵（2022/80分/DCP）監督：井川広太郎　出演：北村有起哉、松角洋平、武イリヤ、麿赤児

1/9（月） ★上映後舞台挨拶� 18:40（終映20:05）

【1本立】 新春興行① コルレオーネ家のお正月 ②
ゴッドファーザー 〈4Kリマスター版〉【4K上映】（1972・米/175分/DCP） 

監督：フランシス・フォード・コッポラ　出演：マーロン・ブランド、アル・パチーノ

ゴッドファーザーPARTⅡ〈4Kリマスター版〉【4K上映】（1974・米/200分/DCP/PG12/途中休憩あり） 
監督：フランシス・フォード・コッポラ　出演：アル・パチーノ、ロバート・デュバル

ゴッドファーザー〈最終章〉：マイケル・コルレオーネの最期〈4Kリマスター版〉【4K上映】
（1990・米/158分/DCP/R15+）監督：フランシス・フォード・コッポラ　出演：アル・パチーノ、ダイアン・キートン

1/1 ㊐
ゴッドファーザー� 11:00（終映14:00）
ゴッドファーザーPARTⅡ� 14:30（終映18:05）

2（月）～ 4（水）
ゴッドファーザー� 10:00（終映13:00）
ゴッドファーザーPARTⅡ� 13:30（終映17:05）
ゴッドファーザー〈最終章〉� 17:35（終映20:15）

【1本立】 新春興行② 再びのウォン・カーウァイ ③
ブエノスアイレス【4K上映】（1997・香港/96分/DCP）出演：トニー・レオン、レスリー・チャン
恋する惑星【4K上映】（1994・香港/102分/DCP）出演：トニー・レオン、フェイ・ウォン
天使の涙【4K上映】（1995・香港/99分/DCP）出演：レオン・ライ、ミシェール・リー
花様年華【4K上映】（2000・香港/98分/DCP）出演：トニー・レオン、マギー・チャン
2046【4K上映】（2004・香港/129分/DCP/R15+）出演：トニー・レオン、コン・リー

1/5（木）

ブエノスアイレス� 11:00（終映12:40）
恋する惑星� 13:10（終映14:55）
天使の涙� 15:20（終映17:05）
花様年華� 17:30（終映19:15）
2046� 19:40（終映21:55）

6（金）

2046� 11:00（終映13:15）
花様年華� 13:40（終映15:25）
恋する惑星� 15:50（終映17:35）
天使の涙� 18:00（終映19:45）
ブエノスアイレス� 20:10（終映21:50）

7（土）

ブエノスアイレス� 14:15（終映15:55）
花様年華� 16:20（終映18:05）
恋する惑星� 18:30（終映20:15）
天使の涙� 20:40（終映22:25）

9（月）
恋する惑星� 14:20（終映16:05）
花様年華� 16:30（終映18:15）

通常上映・特別上映

通常上映・特別上映

2本立 2本立

【2本立・他】 没後20年、そして『仁義なき戦い』から50年
深作欣二、アクションと情念 A

1/8
㊐ 「仁義なき戦い」五部作一挙上映� 11:00（終映21:10）

9
㊊

仁義なき戦い（1973/99分/DCP）� 9:55
仁義なき戦い 広島死闘篇（1973/100分/DCP）� 12:05（終映13:50）

10
（火）

仁義なき戦い 代理戦争（1973/102分/DCP）� 9:55／14:15／18:35
仁義なき戦い 頂上作戦（1974/101分/DCP）� 12:05／16:25／20:45（終映22:30）

11
（水）

仁義なき戦い 完結篇（1974/99分/DCP）� 9:55／14:15／18:35
北陸代理戦争（1977/98分/35mm）� 12:05／16:25／20:45（終映22:30）

12
（木）

暴走パニック 大激突（1976/85分/35mm）� 10:40／14:35
資金源強奪（1975/92分/35mm）� 12:35／16:30（終映18:05）

13
（金）

黒薔薇の館（1969/90分/35mm）� 11:40／15:25
黒蜥蜴（1968/87分/35mm）� 9:50／13:35／17:20（終映18:45）

14
（土） ・ 15

㊐ 魔界転生（1981/122分/DCP）� 10:00（終映12:05）

16
（月）

黒薔薇の館� 10:55／14:50／18:45
黒蜥蜴� 12:55／16:50／20:45（終映22:15）

17
（火）

資金源強奪� 10:55／14:50／18:45
暴走パニック 大激突� 12:55／16:50／20:45（終映22:15）

18
（水）

仁義なき戦い� 9:55／14:15／18:35
仁義なき戦い 広島死闘篇� 12:05／16:25／20:45（終映22:30）

19
（木）

仁義なき戦い 代理戦争� 10:00／14:20
仁義なき戦い 頂上作戦� 12:10／16:30（終映18:15）

20
（金）

北陸代理戦争� 10:30／14:50
仁義なき戦い 完結篇� 12:40／17:00（終映18:45）

※『暴走パニック 大激突』は退色、キズ、コマ飛び等のお見苦しい点がございます。

★トークショー・舞台挨拶の詳細は表紙をご覧ください。

23
（月）

テイク・イット・イージー（1986/108分/35mm）� 13:30／18:00
トットチャンネル（1987/97分/35mm）� 11:20／15:50／20:20（終映22:05）

24
（火）

ヒポクラテスたち� 13:05／18:00
風の歌を聴け� 10:50／15:45／20:40（終映22:30）

25
（水）

ゴジラVSビオランテ� 10:00／14:30
ゴジラVSキングギドラ� 12:15／16:45（終映18:30）

【2本セット】夏子と、長いお別れ（ロンググッドバイ）（1978/25分/16mm）※退色あり�
【2本セット】オレンジロード急行（エクスプレス）（1978/86分/35mm）★上映後トーク� 19:00（終映21:05）

26
（木）

テイク・イット・イージー� 10:00／14:30
トットチャンネル� 12:20／16:50（終映18:30）

27
（金）

ヒポクラテスたち� 12:10
風の歌を聴け� 10:00／14:45（終映18:30）

【2本セット】夏子と、長いお別れ（ロンググッドバイ）※退色あり�
【2本セット】オレンジロード急行（エクスプレス）� 17:00（終映19:05）
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トークショー・舞台挨拶
★1/9（月）『終末の探偵』上映後舞台挨拶：井川広太郎監督他、予定
★�1/12（木）『ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド』上映後：�
トークショー開催予定
★�1/14（土）AN『銀平町シネマブルース』上映後：�
城定秀夫監督、いまおかしんじさん（脚本）、他
★�1/25（水）『夏子と、長いお別れ』+『オレンジロード急行』上映後：�
樋口尚文さん（映画監督・映画評論家）
★�1/27（金）・28（土）・29（日）『幾多の北』上映後：�
各日、監督他によるトークショー開催予定
★1/28（土）AN22：45～：トークショー開催予定
※感染状況等によってトークショーは急遽中止になる場合がございます。
　その際もチケットの払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。

◎�1/7（土）活弁付上映：�
『ロイドの要心無用』弁士：坂本頼光、『セブン・チャンス』弁士：澤登翠
◎�1/13（金）・20（金）「新文芸坐シネマテーク」上映後：�
映画批評家・大寺眞輔さん講義（60分程度）
◎�1/15（日）：『劇場版�少女☆歌劇�レヴュースタァライト』〈ライティング上映〉
◎1/26（木）：『アメリカン・ユートピア』〈強制スタンディング＆ライティング上映〉
◎1/28（土）AN『ピノキオ√964』：福居ショウジン監督による特殊音響上映

東京都豊島区東池袋1-43-5マルハン池袋ビル3F
☎03-3971-9422 www.shin-bungeiza.com
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強制スタンディング＆ライティング上映 ⑬
アメリカン・ユートピア【4K上映】（2020・米/107分/DCP/ドキュメンタリー） 

監督：スパイク・リー　出演：デイヴィッド・バーン
1/26（木） � 19:30（終映21:25）

【事前にご確認ください】
■原則として上映開始直前にお立ちいただきます（スタッフがご案内します）
■ 開映後の着席は自由です。体調がすぐれないなど事情のある方はスタンディングの必要はありません
■ 全編にわたり場内天井のLED照明による演出を行ないます。作品鑑賞に集中したい方の参加はご遠

慮ください
■拍手は可能、発声は禁止です。お飲み物ご利用時以外は必ずマスクを着用してください
■場内座席は100％開放いたします
■ 危険・迷惑行為、非常識な行動をする方は退場いただく場合がございます（払戻しはいたしません）

【6本セット】 アートアニメの誘惑② ⑮
25日・最初の日（1968/ソ連/9分/DCP） ケルジェネツの戦い（1971/ソ連/10分/DCP）
キツネとウサギ（1973/ソ連/12分/DCP） アオサギとツル（1974/ソ連/10分/DCP）
霧の中のハリネズミ（1975/ソ連/10分/DCP） 話の話（1979/ソ連/29分/DCP）
監督：ユーリー・ノルシュテイン

1/29 ㊐ 6作品を続けて上映� 10:00（終映11:20）

追憶のビートルズ ⑦
ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド（2020・カナダ/79分/DCP/ドキュメンタリー）

監督：ポール・サルツマン　ナレーション：モーガン・フリーマン
1/12（木） ★上映後トーク予定� 19:00（終映20:25）

女神、再び 衝撃のカルト・クラシック ⑨
ディーバ デジタル・リマスター版（1981・仏/117分/DCP）監督：ジャン

=ジャック・ベネックス　出演：フレデリック・アンドレイ、ロラン・ベルタン
1/14（土） � 19:00（終映21:00）

アートアニメの誘惑① ⑥
ファンタスティック・プラネット（1973・仏＝チェコスロバキア/72分/DCP）監督：ルネ・ラルー

1/9（月） � 21:00（終映22:15）
28（土） � 21:00（終映22:10）

【4本セット】「幾多の北」と三つの短編 ⑭
ミニミニポッケの大きな庭で【新作・4K上映】（2022/7分/DCP） 

監督：幸洋子　プロデューサー：山村浩二

ホッキョクグマすっごくひま【新作・4K上映】（2021/7分/DCP）監督：山村浩二

骨噛み【新作・4K上映】（2021/10分/DCP）監督：矢野ほなみ　プロデューサー：山村浩二

幾多の北【新作・4K上映】（2021/64分/DCP）監督：山村浩二
1/27（金） ★上映後トーク予定� 19:30（終映21:05）
28（土） ★上映後トーク予定� 18:30（終映20:00）
29 ㊐ ★上映後トーク予定� 11:45（終映13:15）

【1本立】異作たちの宴 カルト映画の赤い誘惑 ⑩
赤い唇（1971・ベルギーほか/100分/DCP） 

監督：ハリー・クーメル　出演：デルフィーヌ・セイリグ、ダニエル・ウィメ

赤い影（1973・英＝伊/110分/BD） 
監督：ニコラス・ローグ　出演：ジュリー・クリスティ、ドナルド・サザーランド

赤い夜（1974・仏＝英/100分/BD） 
監督：ジョルジュ・フランジュ　出演：ゲイル・ハニカット、ジャック・シャンプルー

1/15 ㊐
赤い唇� 12:30（終映14:20）
赤い影� 14:45（終映16:35）
赤い夜� 17:00（終映18:40）

19（木） 赤い唇� 19:30（終映21:15）

【1本立】スコセッシ＆デ・ニーロ 名優・名匠・盟友 ⑫
レイジング・ブル（1980・米/129分/DCP）出演：ロバート・デ・ニーロ、ジョー・ペシ

グッドフェローズ【4K上映】（1990・米/145分/DCP/R15+） 
出演：ロバート・デ・ニーロ、レイ・リオッタ

タクシードライバー（1976・米/114分/DCP/PG12）出演：ロバート・デ・ニーロ、ジョディ・フォスター

1/21（土）
レイジング・ブル� 14:50（終映17:05）
グッドフェローズ� 17:35（終映20:05）
タクシードライバー� 20:30（終映22:30）

22 ㊐
レイジング・ブル� 14:25（終映16:40）
グッドフェローズ� 17:05（終映19:35）
タクシードライバー� 20:00（終映22:00）

【1本立】ベルイマンの傑作、日本最終特別上映② ⑯
ファニーとアレクサンデル（1982・スウェーデンほか/311分/DCP/途中休

憩あり）出演：ベルニラ・アルヴィーン、バッティル・ギューヴェ

鏡の中にある如く（1961・スウェーデン/89分/DCP） 
出演：グンナール・ビョーンストランド、マックス・フォン・シドー

沈黙（1963・スウェーデン/96分/DCP）　 
出演：イングリッド・チューリン、グンネル・リンドブロム

鏡の中の女（1976・スウェーデン＝米/119分/BD） 
出演：リブ・ウルマン、エルランド・ヨセフソン

1/29 ㊐
ファニーとアレクサンデル� 14:15（終映19:55）
沈黙� 20:20（終映21:55）

30（月）・31（火）

ファニーとアレクサンデル� 10:00（終映15:35）
沈黙� 16:00（終映17:35）
鏡の中にある如く� 18:00（終映19:35）
鏡の中の女� 20:00（終映22:00）

新文芸坐シネマテーク vol.39 アンドレ・テシネ特集 ⑧
証人たち（2007・仏/110分/デジタル）出演：エマニュエル・ベアール、ミシェル・ブラン

列車の娘（2009・仏/98分/デジタル）出演：カトリーヌ・ドヌーヴ
1/13（金） 証人たち� 19:30（終映21:20／講義21:30～）
20（金） 列車の娘� 19:30（終映21:10／講義21:20～）

各日、映画終了後に映画批評家・大寺眞輔さんの講義が60分程度ございます。
共催：IndieTokyo

史上初！ワイルドスクリーンバロック・ライティング上映 ⑪
劇場版 少女☆歌劇 レヴュースタァライト（2021/120分/DCP） 

監督：古川知宏　声：小山百代、三森すずこ
1/15 ㊐ � 19:30（終映21:35）

【事前にご確認ください】
■全編にわたり場内天井のLED照明による演出を行ないます。
■照明はスクリーンに干渉することがあります。予めご了承ください。
■作品鑑賞のみに集中したい方の参加はご遠慮ください。

【今月の特集】

再びのウォン・カーウァイ
深作欣二、アクションと情念

大森一樹の仕事
ベルイマン最終特別上映

池袋の猫14

2023年1月★通巻402号 1

料　金

2本立 A・B

〈2本立〉�一般1700円、各種割引1300円、�
友の会1150円

〈1本のみ/�1本立/2本セット〉一般1500円、�
各種割引1100円、友の会950円

〈1/8のみ〉�一般4400円、�
各種割引・友の会3900円

通常上映

⑥・⑦・⑨・
⑩・⑫・⑮・
⑯　

一般1500円、各種割引・友の会1100円

⑯ 「ファニーとアレクサンデル」のみ�
一般2300円、各種割引・友の会2000円

特別上映

①・⑤ 一般1800円、各種割引・友の会1100円
② 一般1700円、各種割引・友の会1300円
③ 一般1800円、各種割引・友の会1200円
④ 一般2800円、各種割引・友の会2500円
⑧ 一般1900円、各種割引・友の会1700円
⑪・⑬ 2000円均一
⑭ 一般1800円、各種割引・友の会1300円

オールナイト AN1 一般3500円、各種割引・友の会3000円
AN2 一般3000円、各種割引・友の会2800円

各種割引	 ・アプリ会員	 ・U22（22歳以下・要年齢証明）
	 ・シニア（60歳以上・要年齢証明）	 ・障がい者（要証明/付き添い1名）
「プレ会員」のサービスは終了いたしました。「アプリ会員」への移行をお願いいたします。	
（移行後の1000Pデポジット還元は、2024年3月末までの受付）

※全席指定/各回入替（オールナイトやセット上映など、一部の上映を除く）※チケットは上映1週間前
の9:00より、オンライン・当館窓口にて販売（一部の上映を除く）※2本立てを2本ご鑑賞する場合は、
チケットは2枚必要となります※オンラインでの販売は上映の30分前まで（以降の席状況はお問い合
わせください）※新文芸坐友の会の入会・更新は終了しました（ポイントのご利用は2024年3月末日ま
で）※新文芸坐友の会の有効期限は、入会日から15ヵ月に延長しました（休館分延長）※開館は原則、
AM9:00（急遽変更となる場合があります）※チケットの払い戻しはいたしません

友の会のポイント利用・アルコール販売につきましてはホームページをご参照ください

引き続き、場内でのお食事はご遠慮いただいております。（お飲み物は可）
ワクチン接種の有無に関わらず、マスクの着用をお願いいたします。

お知らせ
これまで毎週土曜日に開催してきたオールナイトですが、当面の間、毎週開催はい
たしません。原則、隔週で開催する予定です。

社会状況等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

『銀平町シネマブルース』公開記念！城定秀夫シネ祭り AN1
銀平町シネマブルース（2022/99分/DCP）出演：小出恵介、吹越満
愛なのに（2022/107分/DCP/R15+）出演：瀬戸康史、さとうほなみ
ビリーバーズ（2022/118分/DCP/R15+）出演：磯村勇斗、北村優衣
アルプススタンドのはしの方（2020/75分/DCP） 

出演：小野莉奈、平井亜門
1/14（土） ★トークあり� 22:00（終映6:05）

『激怒』Blu-ray発売記念 狂った世界オールナイト AN2
激怒（2022/100分/DCP/R15+）監督：高橋ヨシキ
ピノキオ√964 ※（1991/97分/DVCAM）監督：福居ショウジン
ゼイリブ（1988・米/94分/DCP）監督：ジョン・カーペンター
1/28（土） ※特殊音響上映を予定　★上映前トーク予定� 22:45（終映5:15）

新会員サービス「アプリ会員」募集中！
〈入会手続きは「映画ランド」アプリ上で行なっていただきます〉

■ご利用にはスマートフォン又はタブレットが必要です　■年会費：1000円　■会員有効期間：12ヵ月間
■チケット割引：お得な「アプリ会員価格」にてお買い求めいただけます
■ポイント還元：チケット代の10％をポイントにて還元いたします
■チケット購入：オンライン（アプリ・ホームページ）又は劇場窓口にてお買い求めいただけます
■�ポイント利用：チケット購入に利用可能できるクーポンと交換ができます（クーポン利用はオンライン
購入に限る）

■�ポイント有効期間：ポイント付与時期に関わらず、会員有効期間中のみ有効（会員有効期間終了と同時
にポイントは無効。更新での引継ぎは不可）

※�窓口購入の場合、ログイン画面の提示が必要です（ポイント加算はご自身で行なっていただきます／要スマ
ートフォン・タブレット）

※サービス内容は予告なく変更する場合がございます
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