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2021年

1

月

英国、見えない壁と人々の物語
ハワーズ・エンド 4Kデジタル・リマスター版（1992・英＝日/143分/DCP/2K上映）監督：ジェームズ・アイヴォリー
マイ・ビューティフル・ランドレット（1985・英/98分/DCP/ R15+ ）監督：スティーヴン・フリアーズ
1/15（金）

通巻380号

▼ 開館20周年記念上映

【全席指定・完全入替制（1本立て）・特別料金】

※12/21（月）10:00より全日程分のチケットをオンライン及び当館窓口にて販売

黒澤明生誕111年 三船敏郎生誕101年

銀幕に甦れ！ 黒澤＆三船 日本映画最高のコンビ〈東宝編〉

上映作品（A〜D 4プログラム・全12本） ※当日券の販売は混雑いたします。チケットはなるべく事前にお買い求めください。
A ▶ ①天国と地獄（1963/143分/DCP）
②蜘蛛巣城（1957/110分/35mm）
③悪い奴ほどよく眠る（1960/151分/35mm）
B ▶ ④用心棒（1961/110分/DCP）
⑤隠し砦の三悪人（1958/139分/35mm） ⑥赤ひげ（1965/185分/DCP/途中休憩あり）
▶
C ⑦七人の侍（1954/207分/DCP/途中休憩あり） ⑧椿三十郎（1962/95分/DCP）
⑨酔いどれ天使（1948/98分/35mm）
D ▶ ⑩野良犬（1949/122分/DCP）
⑪どん底（1957/125分/35mm）
⑫生きものの記録（1955/103分/35mm）
1/1（金）
2（土）

Ａ
Ｂ

①開映12:00／終映14:30
④開映10:30／終映12:25

②開映15:05／終映17:00
⑤開映13:05／終映15:30

③開映17:40／終映20:15
⑥開映16:10／終映19:35

3 ㊐
4（月）
5（火）
6（水）
7（木）
8（金）
9（土）

Ｃ

⑦開映10:30／終映14:20

⑧開映15:00／終映16:40

⑨開映17:20／終映19:05

Ｄ
Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｃ

⑩開映10:30／終映12:35
③開映10:30／終映13:05
⑥開映10:30／終映13:55
⑨開映10:30／終映12:15
⑪開映10:30／終映12:40
⑧開映10:30／終映12:10

⑪開映13:15／終映15:25
①開映13:45／終映16:15
④開映14:35／終映16:30
⑦開映12:55／終映16:45
⑫開映13:20／終映15:10
⑦開映12:50／終映16:40

⑫開映16:05／終映17:55
②開映16:50／終映18:45
⑤開映17:10／終映19:35
⑧開映17:25／終映19:05
⑩開映15:45／終映17:50
⑨開映17:20／終映19:05

Ｂ

⑤開映10:30／終映12:55

④開映13:30／終映15:25

⑥開映16:05／終映19:30

10 ㊐

Ａ
②開映10:30／終映12:25
①開映13:05／終映15:35
③開映16:15／終映18:50
11 ㊊
12（火）
Ｄ
⑫開映10:30／終映12:20
⑩開映12:55／終映15:00
⑪開映15:40／終映17:50
※開場は各回開映の20分前 ※連日レイトショーにて別番組を上映（1/1を除く）。詳細は「特別上映」欄へ

18（月）
・21（木）

1/22（金）
・23（土） 「俳優・三浦春馬の魅力②」上映。詳細は「特別上映」欄へ
1/22（金）
レイトショーにて『DAGON -ダゴン-』上映。詳細は「特別上映」欄へ
1/23（土）
レイトショーにて「『マッドマックス 怒りのデス・ロード』応援上映」開催。詳細は「特別上映」欄へ

岩井俊二の世界 あるいは静謐な眼差しと人生の過酷さについて
1/24

㊐

・

四月物語（1998/67分/BD）
リリイ・シュシュのすべて（2001/146分/BD）
スワロウテイル（1996/148分/35mm）
花とアリス（2004/135分/BD）
Love Letter（1995/116分/DCP）
ラストレター（2019/120分/DCP）
Love Letter
ラストレター

25
（月）

26
27
・
（火）
（水）
28
29
・
（木）
（金）
30
（土）

【おことわり】東宝配給の黒澤作品は配給会社の意向により2本立てでの上映はできません。そのため、「1本立て・特別料金」での上映となります。何卒ご理解くださいませ。

▼ 通常上映【自由席・当日券のみ・2本立て】
幼き瞳が見つめたもの
山の焚火（1985・スイス/117分/DCP）監督：フレディ・M・ムーラー 出演：ヨハンナ・リーア、トーマス・ノック
ポネット 4Kレストア版（1996・仏/97分/DCP/2K上映）監督：ジャック・ドワイヨン 出演：ヴィクトワール・ティヴィソル
1/13（水）
・19（火）
16（土）

山の焚火
9:50／14:10／18:30
ポネット
12:10／16:30／20:50（終映22:25）
山の焚火
10:40／15:00
ポネット
13:00／17:20（終映18:55）
※レイトショーにて『星願 あなたにもういちど』上映。詳細は「特別上映」欄へ

何にすがれば生きていけるのか
エレファント・マン 4K修復版（1980・英＝米/124分/DCP/2K上映）監督：デイヴィッド・リンチ 出演：ジョン・ハート
ウィッカーマン final cut（1973-2013・英/94分/DCP）監督：ロビン・ハーディー 出演：エドワード・ウッドワード、クリストファー・リー
1/14（木）
・20（水）
17

㊐

エレファント・マン
9:50／14:10／18:30
ウィッカーマン
12:15／16:35／20:55（終映22:30）
エレファント・マン
13:30／18:00
ウィッカーマン
16:00／20:30（終映22:05）
※モーニングショーにて『星願 あなたにもういちど』上映。詳細は「特別上映」欄へ

10:00／14:20／18:40
11:30／15:50／20:05（終映22:30）
11:00／16:35
13:55／19:30（終映21:45）
13:25／18:10
15:45／20:30（終映22:30）
17:20
14:55／19:40（終映21:40）

※1/28（木）〜30（土）はモーニングショーにて『海辺の映画館』上映。詳細は「特別上映」欄へ

本当に怖いのは人間…、暴かれる心の闇
ザ・ハント（2020・米/89分/DCP/ R15+ ）監督：クレイグ・ゾベル 出演：ベティ・ギルピン、ヒラリー・スワンク
透明人間（2020・米/125分/DCP/ PG12 ）監督：リー・ワネル 出演：エリザベス・モス、オルディス・ホッジ
1/31

㊐・2/1（月）

【特別料金】一般1600円、学生・友の会・シニア1200円（招待券可。オンライン＋50円）

※友の会ダブルポイント実施 ※1/1（金）は1200円均一 ※招待券はオンラインでは利用できません。当館窓口にてご利用ください。

ハワーズ・エンド
10:00／14:55
マイ・ビューティフル・ランドレット
12:50／17:40（終映19:20）
※レイトショーにて『忘れえぬ想い』上映。詳細は「特別上映」欄へ
ハワーズ・エンド
13:05／18:00
マイ・ビューティフル・ランドレット
11:00／15:55／20:50（終映22:30）

2/2（火）・3（水）

▼ 特別上映

ザ・ハント
13:50／18:20
透明人間
15:50／20:20（終映22:25）
※モーニングショーにて『ハニーランド 永遠の谷』上映。詳細は「特別上映」欄へ
透明人間
10:00／14:20／18:35
ザ・ハント
12:30／16:45／21:00（終映22:30）
【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）
※招待券はオンラインでは利用できません。当館窓口にてご利用ください

【特別レイトショー・1本立て】見せ場の過剰サービス！香港アクション最新傑作
ホワイト・ストーム（2019・中国＝香港/99分/DCP/ R15+ ）監督：ハーマン・ヤウ 出演：アンディ・ラウ、ルイス・クー
1/2（土）
・7（木）
11

㊊

レイトショー

開場19:50

開映20:10

終映21:50（予定）

レイトショー

開場19:20

開映19:40

終映21:20（予定）

【特別料金（全席指定）】一般1300円、学生・友の会・シニア1100円（招待券可）

【特別レイトショー・1本立て】地獄の戦場を体験せよ
ザ・ライフルマン（2019・ラトビア/109分/DCP）監督：ジンタルス・ドレイベルグス 出演：オト・ブランテヴィッツ、ライモンツ・ツェルムス
1/3

㊐

レイトショー

開場19:30

開映19:50

終映21:40（予定）

8（金）
・12（火）
レイトショー
開場18:30 開映18:50 終映20:40（予定）
【特別料金（全席指定）】一般1300円、学生・友の会・シニア1100円（招待券可）

【特別レイトショー・1本立て】激論！緊急アンコール上映
三島由紀夫vs東大全共闘 50年目の真実（2020/108分/ドキュメンタリー）監督：豊島圭介

出演：三島由紀夫、芥正彦

1/4（月）
レイトショー
開場18:30 開映18:50 終映20:40（予定）
【特別料金（全席指定）】一般1800円、学生・友の会・シニア1300円（招待券不可）
裏面に続く➡
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▼ 特別上映（続き）

▼ オールナイト

【特別レイトショー・1本立て】その歌声、その人柄

パヴァロッティ 太陽のテノール（2019・英＝米/115分/DCP/ドキュメンタリー）監督：ロン・ハワード

出演：ルチアーノ・パヴァロッティ

1/5（火）
レイトショー
開場19:10 開映19:30 終映21:25（予定）
9（土）
レイトショー
開場19:30 開映19:50 終映21:45（予定）
【特別料金（全席指定）】一般1800円、学生・友の会・シニア1300円（招待券不可）

【特別レイトショー・1本立て】二十歳のピュー様、驚愕の出世作

レディ・マクベス（2016・英/89分/DCP）監督：ウィリアム・オルドロイド
1/6（水）
10

㊐

出演：フローレンス・ピュー、コズモ・ジャーヴィス

レイトショー

開場20:00

開映20:20

終映21:50（予定）

レイトショー

開場19:55

開映20:15

終映21:45（予定）

【特別料金（全席指定）】一般1300円、学生・友の会・シニア1100円（招待券可）

【特別レイトショー・1本立て】麗しのセシリア 甦る永遠の名作①
忘れえぬ想い（2003・香港/108分/BD）監督：イー・トンシン 出演：セシリア・チャン、ラウ・チンワン
1/15（金）

レイトショー
開場20:00 開映20:20 終映22:10（予定）
【特別料金（全席指定）】一般1300円、学生・友の会・シニア1100円（招待券可）

【特別上映・1本立て】麗しのセシリア

1/16（土）
17

㊐

出演：リッチー・レン、セシリア・チャン

レイトショー

開場19:40

開映20:00

終映21:35（予定）

モーニングショー

開場10:30

開映10:50

終映12:25（予定）

【特別料金（全席指定）】一般1300円、学生・友の会・シニア1100円（招待券可）

【特別上映・2本立て】俳優・三浦春馬の魅力②

1/22（金）・23（土） 1回目（2本立て）9:40〜14:15
2回目（2本立て）14:55〜19:30
【特別料金（全席指定）】一般1500円、学生・友の会・シニア1150円（招待券可）

※本上映は「2本セット・指定席制」 ※上映順はどちらの回も『奈緒子』→『真夜中の五分前』 ※開場は各回20分前、1本目と2本目の間に休憩20分（外出可）

【特別レイトショー・1本立て】甦るクトゥルフの恐怖！待望のスクリーン上映

1/22（金）

原作：H・P・ラヴクラフト

レイトショー
開場20:00 開映20:20 終映22:00（予定）
【特別料金（全席指定）】一般1300円、学生・友の会・シニア1100円（招待券可）

【特別レイトショー・1本立て】追悼ヒュー・キース・バーン『マッドマックス 怒りのデス・ロード』イモータン・ジョー応援上映

マッドマックス 怒りのデス・ロード（2015・豪/120分/DCP/ R15+
1/23（土）

戦国自衛隊（1979/139分/DCP）監督：斎藤光正 アクション監督・出演：千葉真一
魔界転生（1981/122分/35mm）監督：深作欣二 出演：沢田研二、千葉真一、真田広之
復活の日（1980/158分/DCP）監督：深作欣二 出演：草刈正雄、渡瀬恒彦、千葉真一

〜6:10（予定）

異常！鬼畜！アンソニー・ウォンとハーマン・ヤウの新春グロ絆！

1/9(土)

くれい響さん（映画評論家）
八仙飯店之人肉饅頭（1993・香/96分/BD）
エボラ・シンドローム/悪魔の殺人ウィルス（1996・香/98分/BD）
ザ・スリープ・カース（2017・香＝中/100分/DCP）
※全作

監督：ハーマン・ヤウ

22:30〜

〜5:00（予定）

主演：アンソニー・ウォン

世界の映画作家Vol. 218

ペドロ・コスタ

血（1989・ポルトガル/95分/BD）出演：ペドロ・エストネス
溶岩の家（1994・ポルトガル他/110分/DCP）出演：イネス・デ・メデイロス
ヴァンダの部屋（2000・ポルトガル他/178分/35mm）出演：ヴァンダ・ドゥアルテ
1/16(土)

1/23(土)

22:30〜
〜5:40（予定）

濱口竜介 表現とリアリティー

22:30〜
〜5:25（予定）

追悼ヒュー・キース・バーン『マッドマックス』1・2・4連続上映

特別料金 3000円均一

マッドマックス（1979・豪/93分/DCP）出演：ヒュー・キース・バーン、メル・ギブソン
23:40〜
マッドマックス2（1981・豪/96分/DCP）出演：メル・ギブソン、ブルース・スペンス
マッドマックス 怒りのデス・ロード（2015・豪/120分/DCP）出演：ヒュー・キース・バーン、トム・ハーディ 〜5:40（予定）
※全作監督：ジョージ・ミラー ※応援上映ではございません ※3作目『マッドマックス/サンダードーム』は権利の事情により上映できません

1/30(土) 新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 129

調整中

）出演：ヒュー・キース・バーン、トム・ハーディ

レイトショー
開場20:00 開映20:20
【特別料金（全席指定）】一般1500円均一（招待券使用不可）

終映22:40（予定）

※クラッカー（50発まで）他、鳴り物使用可能の上映。静かにご覧になりたい方は1/23（土）のANを。 ※「発声（声だし）」は禁止。必ずマスクの着用をお願いします。

【特別モーニングショー・1本立て】追悼・大林宣彦 〜永遠の魔法⑦〜
海辺の映画館 キネマの玉手箱（2019/179分/DCP/ PG12 ）監督：大林宣彦 出演：厚木拓郎、細山田隆人
1/28（木）・29（金） モーニングショー
開場9:10 開映9:30 終映12:30（予定）
30（土）
モーニングショー
開場10:40 開映11:00 終映14:00（予定）
【特別料金（全席指定）】一般1450円、学生・友の会・シニア1150円（招待券可）

【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 ※場内でのお食事は禁止させていただきます（飲料は可） ※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

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。
●

【特別モーニングショー・1本立て】ドキュメンタリー史上初、アカデミー賞2部門ノミネート！

ハニーランド 永遠の谷（2019・北マケドニア/86分/DCP/ドキュメンタリー）監督：リューボ・ステファノフ、タマラ・コテフスカ

1/31（日）・2/1（月） モーニングショー
開場10:40 開映11:00 終映12:25（予定）
【特別料金（全席指定）】一般1300円、学生・友の会・シニア1100円（招待券可）
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22:30〜

トークショー

PASSION（2008/115分/BD）監督・脚本：濱口竜介 出演：河井青葉、岡本竜汰
親密さ（2012/255分/BD）※途中休憩あり 監督・脚本：濱口竜介 出演：平野鈴

奈緒子（2007/120分/BD）監督：古厩智之 共演：上野樹里、笑福亭鶴瓶
真夜中の五分前（2014・日＝中/129分/DCP）監督：行定勲 共演：リウ・シーシー

DAGON -ダゴン-（2001・スペイン/98分/BD）監督：スチュアート・ゴードン

新春！あの頃の「角川映画」SFまつり

1/2(土)

1/10㊐

甦る永遠の名作②

星願 あなたにもういちど（1999・香港/93分/BD）監督：ジングル・マ

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）
通常料金 一般2800円、友の会2600円
開 場 開映の20分前／18歳未満入場不可

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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