2021年

5

月

通巻384号

▼ 通常上映

【自由席・当日券のみ・2本立て】通常料金：一般1450円、学生1350円、友の会1150円、
シニア1200円、ラスト1本1000円（友の会・シニア950円）

車にまつわる危ない話
クラッシュ 4K無修正版（1996・カナダ/100分/DCP/【R18+】/2K上映）監督：デヴィッド・クローネンバーグ 出演：ジェームズ・スペイダー、ホリー・ハンター
ヒッチャー ニューマスター版（1986・米/97分/DCP）監督：ロバート・ハーモン 出演：C・トーマス・ハウエル、ルトガー・ハウアー
5/1（土）

2

㊐・3 ㊊
4

㊋

クラッシュ
18:10
ヒッチャー
20:10（終映21:45）
※午前中は「バック・トゥ・ザ・フューチャー」三部作を上映。詳細は「特別上映」欄へ
クラッシュ
18:30
ヒッチャー
20:30（終映22:05）

※午前中は「バック・トゥ・ザ・フューチャー」三部作を上映。詳細は「特別上映」欄へ
クラッシュ
10:40
ヒッチャー
12:40（終映14:15）
※レイトショーにて「夢の回廊三部作」上映。詳細は「特別上映」欄へ

こどもの日だよ！クローネンバーグまつり！
ザ・ブルード／怒りのメタファー（1979・カナダ/91分/BD）監督：デヴィッド・クローネンバーグ 出演：オリヴァー・リード、サマンサ・エッガー
スキャナーズ（1981・カナダ/104分/BD）監督：デヴィッド・クローネンバーグ 出演：スティーヴン・ラック、ジェニファー・オニール
5

㊌

ザ・ブルード／怒りのメタファー
10:30／14:35
スキャナーズ
12:25／16:30（終映18:15）
※レイトショーにて『スキャナーズ』発砲可能上映。詳細は「特別上映」欄へ

映画デビュー70周年

西村晃のスーパー演技！
！

7
（金）

悪の階段（1965/104分）
左ききの狙撃者 東京湾（1962/83分）
赤い殺意（1964/150分）
散歩する霊柩車（1964/88分）

8
（土）

十一人の侍（1967/100分）
十三人の刺客（1963/125分）

5/6
（木）

9

㊐
10
（月）
11
（火）
12
（水）
13
（木）

11:30／15:15／19:00

9:45／13:30／17:15／21:00（終映22:25）
9:45／14:20
12:35／17:05（終映18:35）

※レイトショーにて『PASSION』上映。詳細は「特別上映」欄へ
10:35／15:00
12:35／17:00（終映19:05）

※レイトショーにて『PASSION』上映。詳細は「特別上映」欄へ

怪談せむし男（1965/81分）
北陸代理戦争（1977/98分）
散歩する霊柩車
赤い殺意
十三人の刺客
十一人の侍
北陸代理戦争
怪談せむし男
左ききの狙撃者 東京湾
悪の階段

5/17（月）
18（火）
19（水）

↓↓↓以降アンコール上映↓↓↓

5/20（木）
21（金）

22（土）

23

5/24（月）・25（火）

5/26（水）・27（火）

5/28（金）

29（土）

9:40／14:05／18:30

※全作品35mmフィルム上映
『アンダードッグ 前編』「アンダードッグ 後編」2本セット上映。詳細は「特別上映」欄へ

そして“世界のクロサワ”へ
蛇の道（1998/85分/35mm）
神田川淫乱戦争（1983/60分/35mm/【R18＋】）
ドレミファ娘の血は騒ぐ（1985/80分/35mm/【R18＋】） 蜘蛛の瞳（1998/83分/35mm） ※全て監督：黒沢清

9:40／14:05／18:30
11:40／16:05／20:25（終映22:30）

博士と狂人
私は確信する

9:30／14:00／18:30
11:50／16:20／20:50（終映22:40）

わたしの叔父さん
11:55／15:40
ホモ・サピエンスの涙
10:20／14:05／17:50（終映19:05）
※レイトショーにて『彼女は夢で踊る』上映。詳細は「特別上映」欄へ
わたしの叔父さん
10:30／14:15
ホモ・サピエンスの涙
12:40／16:25（終映17:40）
※レイトショーにて『プロメア』上映。時間等詳細は調整中

三回忌追善 大映映画の大輪の華（はな）

12:05／16:30／20:50（終映22:30）

10:05／13:55／17:45（終映19:30）

リーサル・ストーム
アウトポスト

北欧の時間は静かに流れ…
ホモ・サピエンスの涙（2019・スウェーデン他/76分/DCP）監督：ロイ・アンダーソン 出演：マッティン・サーネル、タティアーナ・デローナイ
わたしの叔父さん（2019・デンマーク/110分/DCP）監督：フラレ・ピーダセン 出演：イェデ・スナゴー、ペーダ・ハンセン・テューセン

13:30／18:10

12:10／16:00

※レイトショーにて『地獄の警備員 デジタルリマスター版』上映。詳細は「特別上映」欄へ
朝が来る
12:50／17:45
スパイの妻〈劇場版〉
15:30／20:25（終映22:20）
※モーニングショーにて『彼女は夢で踊る』上映。詳細は「特別上映」欄へ

知性と偏見、人の心の奥底に
博士と狂人（2018・英＝アイルランド他/124分/DCP）監督：P・B・シェムラン 出演：メル・ギブソン、ショーン・ペン
私は確信する（2018・仏/110分/DCP）監督：アントワーヌ・ランボー 出演：マリナ・フォイス、オリヴィエ・グルメ

10:40／15:20／20:00（終映22:30）

10:00／13:40／17:20／21:00（終映22:20）

㊐

朝が来る
13:00／17:55
スパイの妻〈劇場版〉
10:45／15:40／20:35（終映22:30）
朝が来る
13:25
スパイの妻〈劇場版〉
11:10／16:05（終映18:00）
※レイトショーにて『ジャック・リヴェット、夜警』上映。詳細は「特別上映」欄へ
朝が来る
9:50／14:45
スパイの妻〈劇場版〉
12:30／17:25（終映19:20）

限界突破！閉鎖地域の死闘
リーサル・ストーム（2020・米/100分/DCP）監督：マイケル・ポーリッシュ 出演：メル・ギブソン、エミール・ハーシュ
アウトポスト（2020・米/123分/DCP）監督：ロッド・ルーリー 出演：スコット・イーストウッド、ケイレブ・ランドリー・ジョーンズ

9:45／13:25／17:05／20:45（終映22:25）

11:40／15:20／19:00

神田川淫乱戦争
12:50／15:55／19:00
ドレミファ娘の血は騒ぐ
11:05／14:10／17:15／20:20（終映21:40）
神田川淫乱戦争
10:40／13:40／16:40
ドレミファ娘の血は騒ぐ
12:00／15:00／18:00（終映19:20）
※レイトショーにて『地獄の警備員 デジタルリマスター版』上映。詳細は「特別上映」欄へ
蛇の道
12:00／15:30／19:00
蜘蛛の瞳
10:15／13:45／17:15／20:45（終映22:10）

二人の映画作家が見つめた、流転の果て
朝が来る（2020/139分/DCP）★キネ旬3位 監督：河瀬直美 出演：永作博美、井浦新
スパイの妻〈劇場版〉（2020/115分/DCP）★キネ旬1位 監督：黒沢清 出演：蒼井優、高橋一生

11:45／15:25／19:05

※レイトショーにて『キングコング対ゴジラ』上映。詳細は「特別上映」欄へ

5/14（金）〜 16 ㊐

６／５（土）〜９（水）【通常上映・２本立て】燃ゆる女の肖像＆聖なる犯罪者

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

5/30

㊐

31
（月）
6/1
（火）
2
（水）

穴（1957/102分/35mm）
鍵（1959/107分/35mm）

京マチ子 Part2
14:05／18:10

16:05／20:10（終映21:55）
※モーニングショーにて『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト』上映。詳細は「特別上映」欄へ

お傳地獄（1960/87分/35mm）
馬喰一代（1951/114分/35mm）
愛染かつら（1954/122分/35mm）
踊子（1957/96分/35mm）
地獄花（1957/98分/35mm）
春琴物語（1954/111分/16mm）

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

以降6/3（木）〜6㊐はアンコール上映
裏面に続く➡
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2021/04/27 6:00

【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）

※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）

※招待券はオンラインでは利用できません

バック・トゥ・ザ・フューチャー 4Kニューマスター（1985・米/116分/DCP/【PG12】/2K上映）
バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2 4Kニューマスター（1989・米/108分/DCP/【PG12】/2K上映）
バック・トゥ・ザ・フューチャー PART3 4Kニューマスター（1990・米/118分/DCP/2K上映）
監督：ロバート・ゼメキス 出演：マイケル・J・フォックス、クリストファー・ロイド
5/1（土）
字幕版
開場10:20 開映10:40
2
3

㊐
㊊

終映17:10（予定）※各回休憩20分

字幕版

開場10:40

開映11:00

終映17:30（予定）※各回休憩20分

日本語吹替版（モノラル）

開場10:40

開映11:00

終映17:30（予定）※各回休憩20分

【特別料金（全席指定）】一般3800円、学生・友の会・シニア3500円（招待券不可）

【特別上映・3本立て】篠崎誠監督と3.11 「夢の回廊」三部作一挙上映
あれから（2012/63分/BD）監督：篠崎誠 出演：竹厚綾、礒部泰宏
SHARING（2014/111分/BD）監督：篠崎誠 出演：山田キヌヲ、樋井明日香
共想（2018/77分/BD）監督：篠崎誠 出演：矢﨑初音、松下仁美
5/4 ㊋ 【上映前トークショー】佐々木敦さん（思考家）、篠崎誠監督 開場15:00 開演15:20 終映21:00（予定）※各回休憩20分
【特別料金（全席指定）】一般3800円、学生・友の会・シニア3500円（招待券不可） 立教大学特別割引2500円（窓口のみ・要学生証）

【特別レイトショー・1本立て】念力集中ピキピキドカン！クラッカー「渾身の一発」発砲可能上映
スキャナーズ（1981・カナダ/104分/BD）★劇中クラッカーを一発だけ使用できます（サイズ感は問いません）★発砲おすすめ
シーンはありますが、皆さんのお好きなシーンでご使用ください。詳細は前説でご案内します
5/5

㊌

レイトショー

開場19:10

協力：V8Japan

開演19:30

終映21:30（予定）

【特別料金（全席指定）】一般1500円、学生・友の会・シニア1300円（招待券不可）
※静かにご覧になりたい方は通常上映をご利用ください ※「発声（声だし）」は禁止です。クラッカー以外の鳴り物はご遠慮くだ
さい ※ご入場時に検温・消毒をしていただきます。必ずマスクの着用をお願いします

【特別レイトショー・1本立て】濱口竜介、2008年に刻んだ“PASSION”

PASSION（2008/115分/BD）監督：濱口竜介

出演：河井青葉、岡本竜汰、占部房子、岡部 尚、渋川清彦 製作：東京藝術大学大学院映像研究科
5/7（金） 開場19:00 開映19:20 終映21:15（予定） 【終映後トークショー】濱口竜介監督、大寺眞輔さん（映画批評家）
8（土） 開場19:30 開映19:50 終映21:45（予定） ※トークショーはありません
【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】
『ゴジラvsコング』公開前夜

キングコング対ゴジラ
5/13（木）

臨戦態勢整えよ！

4Kデジタルリマスター版（1962/98分/DCP/2K上映）監督：本多猪四郎 出演：高島忠夫、浜美枝
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）

【特別上映・2本立て】無様に輝け！感動の前・後編一挙上映！

アンダードッグ 前編（2020/131分/DCP/【R15＋】）
監督：武正晴
アンダードッグ 後編（2020/145分/DCP/【R15＋】）

出演：森山未來、北村匠海、勝地涼、瀧内公美

★本上映は「2本セット・指定席制」をとらせていただきます（休憩25分） ★ラスト1本割引はございません
開場10:40 開映11:00 終映16:05（予定）
5/14（金）
※レイトショーにて『シークレット・ディフェンス』上映
開場10:40 開映11:00 終映16:05（予定）
15（土）
※レイトショーにて『無頼』上映
16

㊐

開場10:40

開映11:00

終映16:05（予定） ／

開場16:40

開映17:00

地獄の警備員

開場10:00 開映10:20 終映11:55（予定）
※舞台挨拶はありません
5/23 ㊐ モーニングショー
28（金） レイトショー
開場19:40 開映20:00 終映21:35（予定）
【終映後舞台挨拶開催予定】
【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）

【特別モーニングショー・1本立て】上映権利期限迫る！最終上映！
ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ザ・ウェスト（1968・伊=米/165分/DCP）監督・脚本：セルジオ・レオーネ
5/30

㊐

モーニングショー

開場10:00

開映10:20

終映13:05（予定）

【特別料金（全席指定）】一般1500円、学生・友の会・シニア1300円（招待券不可）

ジャック・リヴェット特集 Part2
シークレット・ディフェンス（1998・仏/170分/デジタル）監督：ジャック・リヴェット
開場18:40 開映19:00 終映21:50（予定）
5/21（金） ジャック・リヴェット、夜警（1990・仏/127分/デジタル/ドキュメンタリー）監督：クレール・ドゥニ 開場19:00 開映19:20 終映21:25（予定）
【特別レイトショー・1本立て】新文芸坐シネマテーク vol. 33

5/14（金）

【特別料金（全席指定）】一般1900円、友の会・シニア1700円（招待券不可）【各日 終映後、講義（60分程）】大寺眞輔さん（映画批評家） 共催：Indie Tokyo、アンスティチュ・フランセ日本

▼ オールナイト
4/24 (土)

【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

新文芸坐×アニメスタイル セレクションVol. 129

大友克洋監督のアニメーション

特別料金（全席指定） 一般3000円、友の会2800円
トークショー 橋本敬史さん（アニメーター）、小黒祐一郎さん

22:30〜

AKIRA 4Kリマスター版（1988/124分/DCP・2K上映）声：岩田光央
MEMORIES（1995/113分/35mm）監督：大友克洋、森本晃司、岡村天斎
スチームボーイ
（2003/126分/35mm）声：鈴木杏、小西真奈美
5/1(土)

〜6:15（予定）

香港アクション絆！ドニー・イェン＆谷垣健治

特別料金（全席指定） 一般3000円、友の会2700円
トークショー 谷垣健治さん、くれい響さん（映画評論家）

※全作主演：ドニー・イェン

導火線 FLASH POINT（2007・香/87分/BD）監督：ウィルソン・イップ
捜査官X（2011・香＝中/115分/35mm予定）監督：ピーター・チャン
燃えよデブゴン TOKYO MISSION（2020・香/96分/DCP）監督：谷垣健治
5/4㊋

『ゴジラvsコング』公開記念

22:30〜

〜5:10（予定）

ゴジラとコングでパンチパンチパンチまつり

キングコング対ゴジラ 4Kデジタルリマスター版（1962/98分/DCP/2K上映）※5/13（木）レイトショー上映あり
22:30〜
キングコングの逆襲（1967/104分/35mm）
ゴジラ対メガロ（1973/82分/35mm）
怪獣島の決戦 ゴジラの息子（1967/86分/35mm）
〜5:45（予定）
【新型コロナウイルス感染予防対策】へのご協力のお願い

終映22:05（予定）

【特別料金（全席指定）】一般1800円、学生・友の会・シニア1500円（招待券不可）

開場16:40 開映17:00 終映19:25（予定）
【終映後トークショー】井筒和幸監督
【特別料金（全席指定）】一般1500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】そして“世界のクロサワ”へ

デジタルリマスター版（1992/97分/DCP）監督：黒沢清 出演：松重豊、久野真紀子、大杉漣
5/18（火）・22（土）
レイトショー
開場19:50 開映20:10 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）
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【特別上映・1本立て】そして想いが残っていく
彼女は夢で踊る（2019/95分/【PG12】）監督：時川英之 出演：加藤雅也、犬飼貴丈、岡村いずみ、横山雄二、矢沢ようこ

5/8（土）以降のオールナイトスケジュールは調整中です。

【特別レイトショー・1本立て】井筒監督集大成！圧巻の任侠大河ドラマ
無頼（2020/146分/DCP/【R15+】）監督：井筒和幸 出演：松本利夫、柳ゆり菜
5/15（土）

29

（土）【レイトショー・１本立て】プロメア （２０１９／監督：今石洋之）※時間等詳細は調整中

【特別上映・3本立て】遂に実現！三部作一挙上映！

５／

▼ 特別上映

※必ずマスクを着用ください ※場内でのお食事は禁止です（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。
●

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

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

ニア・障がい者・小学生以下（3歳以上）1200円
ト1本1000円（友の会・シニアは950円）

◆ラス
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