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【2本立】 追悼・崔洋一 境界線に立ち続けた表現者 E
2/19
㊐

十階のモスキート（1983/108分/35mm）� 10:00
友よ、静かに瞑れ（1985/103分/35mm）� 12:20（終映14:10）

20
（月）

黒いドレスの女（1987/100分/35mm）� 9:50／14:10／18:30
Aサインデイズ（1989/111分/35mm）� 12:00／16:20／20:40（終映22:30）

21
（火）

いつか誰かが殺される（1984/97分/35mm）� 9:40／14:05／18:30
豚の報い（1999/118分/35mm）� 11:40／16:05／20:30（終映22:30）

22
（水）

クイール（2004/100分/35mm）� 9:45／14:40
マークスの山（1995/138分/35mm）� 11:55／16:50（終映19:15）

23
㊍

月はどっちに出ている（1993/109分/DCP）� 9:45
平成無責任一家 東京デラックス（1995/109分/35mm）� 11:55（終映13:45）

24
（金）

豚の報い� 10:10／14:50
いつか誰かが殺される� 12:45／17:25（終映19:05）

27
（月）

友よ、静かに瞑れ� 9:40／14:05／18:30
十階のモスキート� 11:50／16:15／20:40（終映22:30）

28
（火）

平成無責任一家 東京デラックス� 9:40／14:05／18:30
月はどっちに出ている� 11:55／16:20／20:45（終映22:35）

3/1
（水）

Aサインデイズ� 9:55／14:30
黒いドレスの女� 12:15／16:50（終映18:40）

2
（木）

クイール� 12:55／18:00
マークスの山� 10:00／15:05／20:05（終映22:35）

【1本立/2本目割適用】 スクリーンで観ておきたい！話題作アラカルト A
ブレット・トレイン（2022・米/126分/DCP/R15+） 

監督：デヴィッド・リーチ　出演：ブラッド・ピット、ジョーイ・キング

ザ・メニュー（2022・米/107分/DCP/R15+） 
監督：マーク・マイロッド　出演：レイフ・ファインズ、アニャ・テイラー=ジョイ

ブラックパンサー ワカンダ・フォーエバー（2022・米/161分/DCP） 
監督：ライアン・クーグラー　出演：レティーシャ・ライト、ダナイ・グリラ

未来惑星ザルドス 4Kデジタル・リマスター版（1974・米ほか/106分/DCP/PG12） 
監督：ジョン・ブアマン　出演：ショーン・コネリー、シャーロット・ランプリング

2/1（水）

ブレット・トレイン� 10:00（終映12:10）
ザ・メニュー� 12:35（終映14:25）
ブラックパンサー ワカンダ・フォーエバー� 14:50（終映17:35）
ザ・メニュー� 18:00（終映19:50）
未来惑星ザルドス� 20:15（終映22:05）

2（木）

ザ・メニュー� 10:00（終映11:50）
ブラックパンサー ワカンダ・フォーエバー� 12:20（終映15:05）
ザ・メニュー� 15:30（終映17:20）
未来惑星ザルドス� 17:45（終映19:35）
ブレット・トレイン� 20:00（終映22:10）

3（金）

ブラックパンサー ワカンダ・フォーエバー� 10:00（終映12:45）
ザ・メニュー� 13:10（終映15:00）
未来惑星ザルドス� 15:25（終映17:15）
ブレット・トレイン� 17:40（終映19:50）
ザ・メニュー� 20:15（終映22:05）

4（土）

未来惑星ザルドス� 11:30（終映13:20）
ブレット・トレイン� 13:45（終映15:55）
ザ・メニュー� 16:20（終映18:15）
ブラックパンサー ワカンダ・フォーエバー� 18:40（終映21:25）

【2本立】 名優ポール・ニューマン特集 碧い瞳の反逆児 B
暴力脱獄（1967・米/127分/DCP）監督：スチュアート・ローゼンバーグ　出演：ポール・ニューマン、ジョージ・ケネディ

明日に向って撃て！（1969・米/110分/DCP） 
監督：ジョージ・ロイ・ヒル　出演：ポール・ニューマン、ロバート・レッドフォード

熱いトタン屋根の猫（1958・米/108分/DCP） 
監督：リチャード・ブルックス　出演：エリザベス・テイラー、ポール・ニューマン

ハスラー（1961・米/135分/DCP）監督：ロバート・ロッセン　出演：ジャッキー・グリーソン、ポール・ニューマン

2/5 ㊐ 暴力脱獄� 9:50
明日に向って撃て！� 12:25（終映14:15）

6（月） 暴力脱獄� 12:25／17:25
明日に向って撃て！� 10:00／15:00／20:00（終映22:00）

7（火） 暴力脱獄� 10:00／15:00
明日に向って撃て！� 12:35／17:35（終映19:35）

8（水） 熱いトタン屋根の猫� 12:35／17:40
ハスラー� 9:50／14:55／20:00（終映22:20）

9（木） 熱いトタン屋根の猫� 10:00／15:05
ハスラー� 12:20／17:25（終映19:45）

10（金） 熱いトタン屋根の猫� 9:50／14:55
ハスラー� 12:10／17:15（終映19:35）

第5回 全国高校eスポーツ選手権 貸館
2/11（土）11:00～18:00（予定）　2/12（日）12:30～17:30（予定）

※詳しくはHPをご参照ください　» https://www.ajhs-esports.jp/

【2本立】 認めて、受け入れて、強くなる青春 C
メタモルフォーゼの縁側（2022/118分/DCP）監督：狩山俊輔　出演：芦田愛菜、宮本信子

線は、僕を描く（2022/106分/DCP）監督：小泉徳宏　出演：横浜流星、清原果耶

2/13（月）・14（火） メタモルフォーゼの縁側� 12:40／17:30
線は、僕を描く� 10:20／15:10／20:00（終映21:55）

15（水） メタモルフォーゼの縁側� 10:10／15:00
線は、僕を描く� 12:40／17:30（終映19:25）

【2本立】 記憶の森を散歩する D
秘密の森の、その向こう（2021・仏/73分/DCP） 

監督：セリーヌ・シアマ　出演：ジョセフィーヌ・サンス、ガブリエル・サンス

アフター・ヤン（2021・米/96分/DCP）監督：コゴナダ　出演：コリン・ファレル、ジョディ・ターナー＝スミス

2/16（木） 秘密の森の、その向こう� 10:40／14:35／18:30
アフター・ヤン� 12:25／16:20／20:15（終映22:00）

17（金） 秘密の森の、その向こう� 12:15／16:05
アフター・ヤン� 10:10／14:00／17:50（終映19:30）

18（土） 秘密の森の、その向こう� 10:00
アフター・ヤン� 11:45（終映13:30）

2本立・2本目割

「2本目割」とは
●対象番組（2月は2/1～4の4作品）を同日に2本ご鑑賞でお得にご覧いただけます
●割引は、1回の会計でお買い求めの場合にのみ適用されます（後からの変更は不可）
●3本目以降も2本毎に割引適用されます（例：同日4本の場合、一般は計3400円）
●「アプリ会員」の方は、1回の会計で2枚までが会員割引適用上限です
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トークショー・舞台挨拶
★�2/18（土）『映画�クレヨンしんちゃん�ヘンダーランドの大冒険』上映後：�
本郷みつる監督、小黒祐一郎さん（アニメスタイル）

※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。

◎�2/1（水）～4（土）『未来惑星ザルドス』：�
【入場特典】先着で特製チラシをプレゼント（数に限りがございます）

◎�2/23（木）活弁付上映：�
『東への道』弁士：片岡一郎、『散り行く花』弁士：澤登翠

◎2/24（金）『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〉
◎�2/25（土）・26（日）『ワン・プラス・ワン』：�
【パンフレット購入特典】特製ステッカーをプレゼント

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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1本立・2本セット

名匠たちが描く、愛すべき香港 ②
七人樂隊（2021・香港/111分/DCP/PG12） 

監督：サモ・ハンほか　出演：ティミー・ハン、フランシス･ン、ジェニファー･ユー
2/7（火）・10（金） � 20:00（終映21:55）

【1本立】スクリーンで堪能するタランティーノ ①
パルプ・フィクション（1994・米/154分/DCP/PG12） 

監督：クエンティン・タランティーノ　出演：ジョン・トラボルタ

イングロリアス・バスターズ（2009・米/152分/BD/R15+） 
監督：クエンティン・タランティーノ　出演：ブラッド・ピット、メラニー・ロラン

フロム・ダスク・ティル・ドーン（1996・米/108分/BD） 
監督：ロバート・ロドリゲス　脚本・出演：クエンティン・タランティーノ

2/5 ㊐
パルプ・フィクション� 14:40（終映17:20）
イングロリアス・バスターズ� 17:45（終映20:15）
フロム・ダスク・ティル・ドーン� 20:40（終映22:30）

11（土）・12 ㊐ パルプ・フィクション� 19:30（終映22:10）

【1本立】稀代の映画作家 ポール・トーマス・アンダーソン ⑥
ブギーナイツ（無修正版）（1997・米/155分/DCP/R15+）監督：ポール・トー

マス・アンダーソン　出演：マーク・ウォールバーグ、バート・レイノルズ

パンチドランク・ラブ（2002・米/95分/DCP）監督：ポール・トーマス・アン
ダーソン　出演：アダム・サンドラー、エミリー・ワトソン

マグノリア（1999・米/188分/DCP）監督：ポール・トーマス・アンダーソン　 
出演：ジェレミー・ブラックマン、トム・クルーズ

2/18（土）
ブギーナイツ� 14:00（終映16:40）
パンチドランク・ラブ� 17:10（終映18:50）

19 ㊐ マグノリア� 14:35（終映17:45）

【1本立】フィリップ・ラショーの愛爆弾 ⑦
バッドマン 史上最低のスーパーヒーロー（2021・仏＝ベルギー/83分/DCP） 

監督・出演：フィリップ・ラショー　出演：ジュリアン・アルッティ、タレク・ブダリ

シティーハンター THE MOVIE 史上最香のミッション【字幕版】（2018・仏
/93分/DCP）監督・出演：フィリップ・ラショー　出演：エロディ・フォンタン、タレク・ブダリ

2/19 ㊐
バッドマン� 18:10（終映19:40）
シティーハンター� 20:05（終映21:45）

世界が封印した伝説のレゲエ・ムービー ③
バビロン（1980・英/94分/DCP） 

監督：フランコ・ロッソ 　出演：ブリンズリー・フォード、カール・ハウマン
2/9（木） � 20:10（終映21:50）
23（木） � 19:30（終映21:10）

新文芸坐×アニメスタイルSPECIAL ④
映画 クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険 

（1996/97分/35mm）監督：本郷みつる　声：矢島晶子、ならはしみき
2/15（水） � 20:00（終映21:40）
18（土） ★終映後トーク� 19:20（終映21:00）

ノーイベントで楽しみたい方へ 久しぶりの通常上映！ ⑤
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
2/17（金） � 20:00（終映21:50）

【今月の特集】

タランティーノ
名優ポール・ニューマン

追悼・崔洋一
ゴダールからストーンズへ

池袋の猫15

2023年2月★通巻403号 2 1本立・2本セット

強制スタンディング＆ライティング上映 ⑩
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
2/24（金） � 19:45（終映21:40）

※注意事項があります。事前にHP等でご確認ください。

最悪の本音が、最高の共感を呼ぶ ⑧
わたしは最悪。（2021・ノルウェーほか/128分/DCP/R15+） 

監督：ヨアキム・トリアー 　出演：レナーテ・レインスヴェ、アンデルシュ・ダニエ
ルセン・リー
2/22（水） � 19:45（終映22:00）

映画で観るニッポン近代史 ⑪
226（1989/114分/35mm）監督：五社英雄 　出演：萩原健一、三浦友和
2/25（土）・26 ㊐ � 10:00（終映12:00）

【1本立】表象のグラデーション ゴダールからストーンズへ ⑫
勝手にしやがれ 60周年4Kレストア決定版【4K上映】（1960・仏/90分/

DCP）監督：ジャン＝リュック・ゴダール　出演：ジャン＝ポール・ベルモンド、ジ
ーン・セバーグ

気狂いピエロ 50周年2Kレストア版（1965・仏＝伊/110分/DCP）監督：ジャ
ン＝リュック・ゴダール　出演：ジャン＝ポール・ベルモンド、アンナ・カリーナ

ワン・プラス・ワン（1968・英/101分/DCP/ドキュメンタリー/PG12） 
監督：ジャン＝リュック・ゴダール　出演：ザ・ローリング・ストーンズ

2/25（土）・26 ㊐
勝手にしやがれ� 12:30（終映14:05）
気狂いピエロ� 14:30（終映16:25）
ワン・プラス・ワン� 16:50（終映18:35）

【1本立】表象のグラデーション ゴダールからストーンズへ ⑬
ザ・ローリング・ストーンズ ロックン・ロール・サーカス 4Kレス

トア版【4K上映】（1968・英/66分/ドキュメンタリー/DCP）監督：マイケル・リ
ンゼイ＝ホッグ 　出演：ザ・ローリング・ストーンズ

ザ・ローリング・ストーンズ チャーリー・イズ・マイ・ダーリン 
2Kレストア版（1965・英/63分/ドキュメンタリー/DCP）監督：ピーター・ホワ
イトヘッド 　出演：ザ・ローリング・ストーンズ

2/25（土）・26 ㊐
ロックン・ロール・サーカス� 19:00（終映20:10）
チャーリー・イズ・マイ・ダーリン� 20:35（終映21:45）

ハリウッド創成期の巨匠D・W・グリフィスと
名花リリアン・ギッシュ ⑨

東への道（1920/110分/BD/無声）監督：D・W・グリフィス　出演：リリアン・ギッシュ

散り行く花（1919/90分/BD/無声）監督：D・W・グリフィス　出演：リリアン・ギッシュ 
【活弁付上映】『東への道』弁士：片岡一郎、『散り行く花』弁士：澤登翠
2/23（木） 〈2本セット〉� 14:30（終映18:20）

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

オールナイト

料　金

2本目割 A

〈1本のみ〉�一般1500円、各種割引1100円、
友の会950円

〈同日2本〉�一般1700円、各種割引1300円、
友の会1150円

※2本目割は1回の会計でお買い求めの場合にのみ適用
※3本目以降も2本毎に割引適用（例：同日4本で一般3400円）
※2/1は映画サービスデー：一般の方は各種割引と同額に割引

2本立 B～E
〈1本のみ〉�一般1500円、各種割引1100円、

友の会950円
〈2本立〉�一般1700円、各種割引1300円、

友の会1150円

1本立

①～⑧、 
⑪、⑫　

一般1500円、各種割引・友の会1100円
※④は2/18のみ：一般1800円、各種割引・
友の会1400円
※⑥は2/19のみ：一般1700円、各種割引・
友の会1300円

⑩ 2000円均一
⑬ 1000円均一

2本セット ⑨ 一般3500円、各種割引・友の会3000円

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

2月の番組よりチケットの発売時刻を変更させて頂きます

1月の番組まで：上映1週間前9:00よりオンライン・当館窓口で販売
2月の番組より：上映1週間前の0:00よりオンラインにて販売（窓口は9:00より販売）

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）※2月の番組から、チケットは
上映1週間前の0:00よりオンラインにて販売（窓口は9:00より販売）（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。

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

未定 AN1
企画中
2/11（土） � 　

世界の映画作家Vol. 235 ウォン・カーウァイ AN2
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
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
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
2/25（土） � 22:20（終映5:55）
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