2020年

9

月

通巻376号

▼ 通常上映

【自由席・当日券のみ・2本立て】

9/2
（水）
3
（木）

5
（土）

㊐

黒の試走車〈テストカー〉（1962/95分）
黒の超特急（1964/93分）

11
（金）
12
（土）

恐怖の時間
死ぬにはまだ早い

8
（火）
9
（水）
10
（木）

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

サスペンスこそ映画の神髄！

／ ㊐ ・ （月）

13

18（金）

9

監督：アントワーン・フークア

16

12:35／16:30／20:25（終映22:00）
10:40／14:35／18:30
12:40／16:35／20:30（終映22:00）
11:50／15:10／18:30

監督：デオン・テイラー 出演：ナオミ・ハリス、タイリース・ギブソン
トレーニング デイ
13:25／18:10
9/16（水）
ブラック アンド ブルー
11:10／15:55／20:40（終映22:30）
ブラック アンド ブルー
13:00／17:45
19（土）
トレーニング デイ
10:30／15:15／20:00（終映22:00）

19

鑑賞注意！猛毒話題作2本立て
屋根裏の殺人鬼 フリッツ・ホンカ（2019/110分/DCP/ R15+

9

監督：ファティ・アキン

17

10:55／15:45／20:35（終映22:25）
11:00／14:50
12:50／16:40（終映18:10）

9/17（木）

20

20
9/21 ㊊

9/22

㊋

23
（水）
24
（木）
25
（金）
※

※レイトショーにて『王国（あるいはその家について）』上映。詳細は「特別上映」欄へ
12:15／15:50
10:30／14:05／17:40（終映19:00）

※レイトショーにて『エンゼル・ハート』上映。詳細は「特別上映」欄へ
※全作品35mmプリント上映

あした（1995/141分/35mm）原作：赤川次郎
ふたり（1991/150分/35mm）原作：赤川次郎

14

あした
ふたり

出演：石田ひかり、中嶋朋子、富司純子、岸部一徳
10:20／16:10
13:10／19:00（終映21:30）

㊐

）監督：アリ・アスター

）

出演：フローレンス・ピュー

ミッドサマー
屋根裏の殺人鬼 フリッツ・ホンカ
屋根裏の殺人鬼 フリッツ・ホンカ
ミッドサマー

12:35／17:45
10:20／15:30／20:40（終映22:30）
12:50／17:50
10:00／15:00／20:00（終映22:25）

〈俳優・三浦春馬の魅力〉上映：スケジュールは「特別上映」欄へ

ミシェル・ルグランと名匠たち

女と男のいる舗道 4Kデジタル・リマスター版（1962・仏/84分/DCP）
女は女である（1961・仏＝伊/84分/DCP）
5時から7時までのクレオ（1961・仏＝伊/90分/DCP）
エヴァの匂い（1962・仏＝伊/117分/BD）
ローラ（1960・仏/88分/DCP）
シェルブールの雨傘（1963・仏/91分/DCP）
ロシュフォールの恋人たち（1966・仏/127分/DCP）
ロバと王女（1970・仏/89分/DCP）

11:20／15:10／19:00
13:15／17:05／20:55（終映22:20）
14:10／18:30
11:50／16:10／20:30（終映22:20）
11:00／15:00／19:00
13:00／17:00／21:00（終映22:30）
14:00
12:00／16:35（終映18:05）

※レイトショーにて『マーダー・ミー・モンスター』上映。詳細は「特別上映」欄へ
9/26（土）・27 ㊐：〈TAAF2020コンペティション部門 ノミネート作品上映会〉開催
詳細は「東京アニメアワードフェスティバル」公式HP（https://animefestival.jp/ja/）をご覧ください。
↓↓↓以降アンコール上映↓↓↓

30
（水）

女は女である
女と男のいる舗道
エヴァの匂い
5時から7時までのクレオ
シェルブールの雨傘
ローラ

10/1
（木）

ロバと王女
ロシュフォールの恋人たち

28
（月）
29
（火）

出演：高橋かおり、林泰文、朱門みず穂、宝生舞

出演：ヨナス・ダスラー

ミッドサマー（2019/147分/DCP/ R15+

10:20／13:40／17:00／20:20（終映21:25）
13:10／18:00

出演：デンゼル・ワシントン、イーサン・ホーク

ブラック アンド ブルー（2019・米/108分/DCP）

15:40／19:40（終映21:15）
10:40／14:35／18:30

星屑の町
13:45／18:20
前田建設ファンタジー営業部
11:20／15:55／20:30（終映22:25）
前田建設ファンタジー営業部
10:20／14:40
星屑の町
12:35／16:55（終映18:35）
※レイトショーにて『死霊の罠』上映。詳細は「特別上映」欄へ

孤軍奮闘！警察の闇と戦う新旧2本立て
トレーニング デイ（2001・米/122分/35mm）★アカデミー主演男優賞

13:40／17:40

追悼・大林宣彦 ～永遠の魔法⑤～

9

18

12:10／16:25／20:40（終映22:15）

※モーニングショーにて『21世紀の資本』上映。詳細は「特別上映」欄へ

黒の超特急
黒の試走車〈テストカー〉
ゆがんだ月（1959/88分）
人間狩り（1962/90分）
脅迫〈おどし〉（1966/84分）
ある脅迫（1960/65分）
悪の紋章（1964/131分）
白と黒（1963/113分）
死ぬにはまだ早い（1969/82分）
恐怖の時間（1964/88分）

7
（月）

14:10／18:30

※レイトショーにて『ひかりの歌』上映。詳細は「特別上映」欄へ

深まる謎、意外な展開、驚きの真犯人！？
9/6

喜劇と格言劇＋2

9/15（火）

／ （木）・ ㊐

4
（金）

レネットとミラベル/四つの冒険（1987・仏/99分/DCP）
パリのランデブー（1995・仏/99分/35mm）
美しき結婚（1982・仏/100分/35mm）
飛行士の妻（1981・仏/107分/35mm）
満月の夜（1984・仏/101分/DCP）
海辺のポーリーヌ（1983・仏/95分/DCP）
友だちの恋人（1987・仏/104分/DCP）
緑の光線（1986・仏/99分/DCP）
パリのランデブー
レネットとミラベル/四つの冒険

15

／ （水）・ （土）

世界の映画作家Vol. 215 エリック・ロメール
9/1
（火）

そこに夢があるならば
前田建設ファンタジー営業部（2020/115分/DCP）監督：英勉 出演：高杉真宙、岸井ゆきの
星屑の町（2020/102分/DCP）監督：杉山泰一 出演：大平サブロー、ラサール石井、のん

9

／ （火）・ （金）

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

11:20／15:10／19:00
13:15／17:05／20:55（終映22:20）
10:40／14:45／18:50
12:50／16:55／21:00（終映22:30）
11:00／15:00
13:00／17:00（終映18:30）

※レイトショーにて『若おかみは小学生！』上映。詳細は「特別上映」欄へ
13:50／18:25
11:15／15:50／20:25（終映22:30）
裏面に続く➡
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▼ 特別上映

▼ オールナイト

全席指定 上映1週間前の10:00よりオンライン及び当館窓口にて販売（オンライン+50円）
【特別レイトショー/1本立て】

／ （土）

9

ひかりの歌（2017/153分/DCP）監督：杉田協士

【特別モーニングショー/1本立て】

／ ㊐

9

通常料金 一般2800円、友の会2600円

その歌が、ひかりになる
出演：北村美岬

開場18:30 開映18:50 終映21:25（予定）
【特別料金】一般1500円、友の会・シニア1300円（招待券使用不可）

5

なぜ私たちは豊かになれないのか

21世紀の資本（2019・仏＝ニュージーランド/103分/DCP/ドキュメンタリー）監督：ジャスティン・ペンバートン

原作・出演：トマ・ピケティ

開場10:30 開演11:00 終映12:45（予定）
【特別料金】一般1300円、友の会・シニア1100円（招待券使用可）

6

※招待券はオンラインではご利用できません。当館窓口にてご利用ください。

世界絶賛の異色作、緊急“再”アンコール上映
王国（あるいはその家について）（2017-2018/150分/DCP）監督：草野なつか 出演：澁谷麻美
【特別レイトショー/1本立て】

／ （金）

9

開場18:40 開演19:00 終映21:30（予定）
【特別料金】一般1500円、友の会・シニア1300円（招待券使用不可）

11

／ （土）

9

【特別レイトショー/1本立て】 追悼 アラン・パーカー
エンゼル・ハート（1987・米/113分/BD）監督：アラン・パーカー 出演：ミッキー・ローク、ロバート・デ・ニーロ
開場19:30 開演19:50 終映21:45（予定）
【特別料金】一般1500円、友の会・シニア1300円（招待券使用不可）

12

【特別レイトショー/1本立て】

／ （金）

9

18

Blu-ray発売記念 『死霊の罠』特別上映

死霊の罠（1988/100分/BD）監督：池田敏春

脚本：石井隆

出演：小野みゆき

【トークショー】小野みゆきさん 開場19:20 開映19:40 トーク終了22:00（予定）
【特別料金】一般1500円、友の会・シニア1300円（招待券使用不可）
※劇場特価にて『死霊の罠』
『死霊の罠2 ヒデキ』Blu-rayの先行販売あり

【特別上映/2本立て】

俳優・三浦春馬の魅力

東京公園（2011/119分/DCP）監督：青山真治 出演：三浦春馬、榮倉奈々、小西真奈美、井川遥
アイネクライネナハトムジーク（2019/119分/DCP）監督：今泉力哉 出演：三浦春馬、多部未華子、貫地谷しほり
／ ㊊

9

21

全席指定 上映1週間前の10:00よりオンライン及び当館窓口にて販売（オンライン+50円）

※本上映に限り「2本セット・指定席制」をとらせていただきます ※3つの回からご希望の時間帯をお選びくだ
さい。 ※全回2本立て、上映順は『東京公園』→『アイネ～』となります。

【上映時間（2本立て）】●1回目 9:00～13:20 ● 2回目 13:50～18:10 ● 3回目 18:40～23:00

9/5(土) 世界の映画作家Vol. 216 ウォン・カーウァイ
欲望の翼（1990・香/95分/DCP）出：レスリー・チャン、マギー・チャン
恋する惑星（1994・香/103分/BD）出：トニー・レオン、フェイ・ウォン
花様年華（2000・香/98分/BD）出：トニー・レオン、マギー・チャン

※招待券はオンラインではご利用できません。当館窓口にてご利用ください。

／ （金）

9

25

【特別レイトショー/1本立て】 超難解！アートホラーの極北に迫る
マーダー・ミー・モンスター（2018・アルゼンチン＝フランス＝チリ/110分/BD）監督：アレハンドロ・ファデル 出演：ビクトル・ロペス
【トークショー】大寺眞輔さん（映画批評家） 開場18:40 開演19:00 トーク終了21:40（予定）
【特別料金】一般1500円、友の会・シニア1300円（招待券不可）

新文芸坐×アニメスタイルSPECIAL 現代アニメの傑作 劇場版『若おかみは小学生！』
若おかみは小学生！（2018/94分/DCP）監督：高坂希太郎 原作：令丈ヒロ子、亜沙美 声：小林星蘭、水樹奈々

【特別レイトショー/1本立て】
／ （水）

9

30

【トークショー】高坂希太郎監督、豊田智紀プロデューサー、小黒祐一郎さん（アニメスタイル）
開場19:10 開映19:30 トーク終了21:55（予定）
【特別料金】一般1500円 友の会・シニア1300円（招待券使用不可）
★『劇場版 若おかみは小学生！ 原画集』の販売あり
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23:00〜
〜5:00（予定）

9/12(土) 岩井俊二 彼女たちに光が射して
四月物語（1998/67分/35mm）出：松たか子、田辺誠一、留美
花とアリス（2004/135分/35mm）出：鈴木杏、蒼井優、郭智博
リップヴァンウィンクルの花嫁（2016/180分/DCP）出：黒木華、Cocco、綾野剛

22:30〜
〜5:40（予定）

9/19(土) 君に出会って、世界が色付く Vol.2
BOYS ボーイズ（2014・オランダ/80分/DCP）監：ミシャ・カンプ
23:00〜
ダンサー そして私たちは踊った（2019・ジョージア、他/112分/DCP）監：レバン・アキン
ソン・ランの響き（2018・ベトナム/102分/DCP）監：レオン・レ
〜5:00（予定）
9/20㊐ アニメーション『GODZILLA』三部作オールナイト
GODZILLA 怪獣惑星（2017/89分/DCP）
GODZILLA 決戦機動増殖都市（2018/101分/DCP）
GODZILLA 星を喰う者（2018/90分/DCP）
監：静野孔文、瀬下寛之

9/26(土)

調整中

声：宮野真守、櫻井孝宏、花澤香菜

2020
23:20〜
〜5:00（予定）

※9/4（金）よりHP他にて告知予定

10/3(土) ホラーマニアックスpresents

「ガバリン」オールナイト

【新型コロナウイルス感染予防対策】へのご協力のお願い
※必ずマスクを着用ください ※3密防止のため途中休憩を20〜30分いただきます（外出可能） ※なるべく上映時間に合わせてご来場くだ
さい（ロビーでお待ちいただける人数には制限があります） ※ご入場時に検温・手指の消毒をさせていただきます（37.5℃以上の方は入場不
可） ※発熱、咳、体調不良など自覚症状のある方は入場をご遠慮ください ※座席数の制限をしております（1席空けてお座りいただきます）

※開場は各回15分前、1本目と2本目の間に休憩が20分ございます（外出可）

【特別料金】一般1500円、友の会・シニア1150円（招待券使用可）

【開場】開映の20分前/18歳未満入場不可

前売券のご案内〈オンライン販売を開始しました〉
【対象番組】特別上映／オールナイト 【販売窓口】オンライン（当館ホームページ、各番組のリンクより
購入）／新文芸坐窓口 【販売期間】上映1週間前の10:00〜開映30分前 ※窓口では開映30分前以
降も販売 【座席種類】全席指定（原則、開場は開映20分前） 【追加料金】オンライン購入は+50
円 ※払い戻し不可。事前に利用規約をご確認下さい。
（上映中止の際は別途ご案内）
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。
●

感動は
スクリーン
から

通常ご入場料金
◆ 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

東京都豊島区東池袋1- 43 - 5マルハン池袋ビル3F ☎03（3971）9422

◆ラスト1本1000円
（友の会・シニアは950円）
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