★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

2021年

7

16（金）

月

通巻386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）

追悼・田中邦衛 優しさとユーモアと

7/1
（木）

学校（1993/129分/35mm）
福耳（2003/110分/デジタル）

10:00／14:45

7/2
（金）

若者たち（1967/96分/デジタル）
網走番外地 望郷篇（1965/88分/35mm）

12:00／15:45
10:10／13:55／17:40（終映19:10）

3
（土）

トラック野郎 爆走一番星（1975/96分/35mm）
人斬り与太 狂犬三兄弟（1972/86分/35mm）

10:10／14:00／17:50（終映19:15）

4

㊐
5
（月）

浪人街 RONINGAI（1990/117分/35mm）
ダイナマイトどんどん（1978/142分/35mm）
福耳
学校

乾いた銃声／虚無の闇

9
（金）

復讐 運命の訪問者（1997/83分）
復讐 消えない傷痕（1997/81分）

10
（土）

ソナチネ
コミック雑誌なんかいらない！

11

㊐
12
（月）
13
（火）

19（月）

洋画不足のあなたに贈る快作２本立て
ザ・スイッチ（2020・米/102分/DCP/R15＋）監督：クリストファー・ランドン 出演：ヴィンス・ヴォーン、キャスリン・ニュートン
21ブリッジ（2019・中＝米/99分/DCP）監督：ブライアン・カーク 出演：チャドウィック・ボーズマン、シエナ・ミラー
7/20（火）・21（水）

13:10／18:00
10:35／15:25／20:15（終映22:25）

9:50／14:10／18:30
11:45／16:05／20:25（終映22:30）
12:00／15:30／19:00
10:15／13:45／17:15／20:45（終映22:10）
11:55／15:50
10:00／13:55／17:50（終映19:25）

※レイトショーにて『パプリカ』上映。詳細は「特別上映」欄へ
12:00／15:25

10:20／13:45／17:10（終映18:30）
※レイトショーにて『壁画・壁画たち』
『ブラックパンサーズ』上映。詳細は「特別上映」欄へ
↓↓以降アンコール上映↓↓
9:45／14:05
11:40／16:00（終映18:05）

※レイトショーにて『魔女見習いをさがして』上映。詳細は「特別上映」欄へ

蛇の道
蜘蛛の瞳

15:00／18:30

22

10:50／14:45／18:40

10:30／13:55／17:20／20:45（終映22:05）
※全作品35mmプリント上映

家族の時間が流れていた

夏時間（2019・韓/105分/DCP）監督：ユン・ダンビ 出演：チェ・ジョンウン、ヤン・フンジュ
春江水暖〜しゅんこうすいだん（2019・中国/150分/DCP）監督：グー・シャオガン 出演：チエン・ヨウファー、ワン・フォンジュエン

ザ・スイッチ
10:40／14:40／18:40
21ブリッジ
12:40／16:40／20:40（終映22:20）
ザ・スイッチ
12:00／16:00
21ブリッジ
10:00／14:00／18:00（終映19:40）
※レイトショーにて『ストップ・メイキング・センス』上映。詳細は「特別上映」欄へ
※『ザ・スイッチ』は7/22 ㊍ オールナイトでも上映予定

〈星野源さん♥新垣結衣さん おめでとう！上映会〉上映。詳細は「特別上映」欄へ
レイトショーにて『ストップ・メイキング・センス』スタンディング強制上映。詳細は「特別上映」欄へ
〈boid sound 映画祭〉上映。詳細は「特別上映」欄へ
モーニングショーにて『親密さ』上映。詳細は「特別上映」欄へ

増村演出の神髄に迫る めくるめく増村保造の世界 PART2
7/26
（月）
27
（火）
28
（水）
29
（木）

親不孝通り（1958/80分/35mm）
闇を横切れ（1959/103分/35mm）
氷壁（1958/96分/35mm）
足にさわった女（1960/85分/35mm）
嘘（1963/99分）
現代インチキ物語 騙し屋（1964/90分/35mm）
女体（1969/95分/35mm）
やくざ絶唱（1970/94分/35mm）

30
（金）

闇を横切れ
親不孝通り

31
（土）

足にさわった女
氷壁

12:50／16:45／20:40（終映22:15）
12:10／15:35／19:00

㊍

7/23 ㊎
7/23 ㊎
7/24（土）
・25 ㊐
7/25 ㊐

13:15／16:45／20:15（終映21:40）

※モーニングショーにて『魔女見習いをさがして』上映。詳細は「特別上映」欄へ

その男、凶暴につき
3−4X10月
復讐 運命の訪問者
復讐 消えない傷痕

グッド・ストライプス
10:30／15:15
あのこは貴族
12:50／17:35（終映19:40）
※レイトショーにて『天使／L'ANGE』上映。詳細は「特別上映」欄へ
グッド・ストライプス
10:15／15:00
あのこは貴族
12:35／17:20（終映19:25）
※レイトショーにて『天使／L'ANGE』上映。詳細は「特別上映」欄へ
グッド・ストライプス
13:15／18:00
あのこは貴族
10:50／15:35／20:20（終映22:25）

17（土）

北野武と黒沢清の暴力

8
（木）

7
（水）

12:45／17:45
10:00／15:00／20:00（終映22:20）

※モーニングショーにて『レンブラントは誰の手に』上映。詳細は「特別上映」欄へ

7/15（木）

※レイトショーにて『叫びとささやき』上映。詳細は「特別上映」欄へ

※レイトショーにて『おとし穴』上映。詳細は「特別上映」欄へ

㊐

映画監督・岨手由貴子の魅力
グッド・ストライプス（2014/119分/DCP/PG12）監督：岨手由貴子 出演：菊池亜希子、中島歩
あのこは貴族（2020/124分/DCP）監督：岨手由貴子 出演：門脇麦、水原希子

※レイトショーにて『仮面／ペルソナ』上映。詳細は「特別上映」欄へ
↓↓以降アンコール上映↓↓

ソナチネ（1993/94分）
コミック雑誌なんかいらない！（1986/124分）
蛇の道（1998/85分）
蜘蛛の瞳（1998/83分）
その男、凶暴につき（1989/102分）
3−4X10月（1990/96分）

7/6
（火）

18

12:35／17:20（終映19:10）

12:00／15:50

夏時間
13:00／17:55
春江水暖〜しゅんこうすいだん
10:10／15:05／20:00（終映22:30）
夏時間
9:40／14:25
春江水暖〜しゅんこうすいだん
11:40／16:25（終映18:55）
※レイトショーにて『ドキュモントゥール』上映。詳細は「特別上映」欄へ
夏時間
12:50／17:45
春江水暖〜しゅんこうすいだん
14:55／19:50（終映22:20）

7/14（水）

8/1

㊐

2
（月）

11:35／15:20／19:05
9:30／13:15／17:00／20:45（終映22:30）
11:40／15:20／19:00
9:55／13:35／17:15／20:55（終映22:20）
11:30／15:15／19:00
9:40／13:25／17:10／20:55（終映22:25）
11:10／15:05／19:00
13:05／17:00／20:55（終映22:30）

↓↓以降アンコール上映↓↓
12:00／15:45
10:20／14:05／17:50（終映19:10）

※レイトショーにて『世界残酷物語』上映。詳細は「特別上映」欄へ
9:40／13:20
11:25／15:05（終映16:40）

※レイトショーにて『親密さ』上映。詳細は「特別上映」欄へ

現代インチキ物語 騙し屋
嘘
やくざ絶唱
女体

10:30／14:20／18:10
12:20／16:10／20:00（終映21:40）
11:10／15:05／19:00
13:05／17:00／20:55（終映22:30）
裏面に続く➡

monthly_386.indd 1-2

2021/06/22 15:41

【全席指定】7/18迄の番組は上映3日前、7/22以降の番組は上映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

仮面／ペルソナ（1966・スウェーデン/82分/DCP）監督：イングマール・ベルイマン

7/2（金） レイトショー
開場19:40 開映20:00
【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・田中邦衛

おとし穴（1962/97分/35mm）監督：勅使河原宏

優しさとユーモアと

出演：井川比佐志、田中邦衛
7/3（土） レイトショー
開場19:40 開映20:00
【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】今

パプリカ（2006/90分/BD）監督：今 敏

終映21:30（予定）

終映21:35（予定）

敏監督 最後の長編

【特別上映・1本立て】新文芸坐×アニメスタイル スクリーンで観たいアニメ映画vol. 2
魔女見習いをさがして（2020/91分/DCP）監督：佐藤順一、鎌谷悠 出演：森川葵、松井玲奈、百田夏菜子

【特別レイトショー・1本立て】夏の夜の摩訶不思議な映画体験
天使／L'ANGE（1982・仏/64分/DCP）監督：パトリック・ボカノウスキー 出演：モーリス・バケ、ジャン＝マリー・ボン

7/15（木） レイトショー
開場20:10 開映20:30 終映21:35（予定）
17（土） レイトショー
開場20:00 開映20:20 終映21:25（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）

【特別モーニングショー・1本立て】名画の魅力、名画の魔力
レンブラントは誰の手に（2019・オランダ/101分/DCP/ドキュメンタリー）監督：ウケ・ホーヘンダイク 出演：ヤン・シックス、エリック・ド・ロスチャイルド

㊐

モーニングショー

開場10:00

開映10:20

終映12:00（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】boid sound映画祭①
ストップ・メイキング・センス（1984・米/88分/BD/ドキュメンタリー）監督：ジョナサン・デミ
7/22
23

㊍

㊎

出演：トーキング・ヘッズ
レイトショー【通常上映】
開場20:10 開映20:30 終映22:00（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）
レイトショー【スタンディング強制上映】※座席数は50％の予定
開場20:10 開映20:30 終映22:10（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）※上映開始後の着席は自由です。※発声は禁止です。

終映14:35（予定）
終映21:55（予定）

【特別レイトショー・1本立て】これがモンドムービーの原点
世界残酷物語〈HDニューマスター版〉（1962・伊/108分/DCP）監督：グァルティエロ・ヤコペッティ、フランコ・プロスペリ

7/30（金） レイトショー
開場19:40 開映20:00 終映21:50（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）※7/17（土）に本作を含むヤコペッティオールナイトを開催

7/9（金）
16（金）

【特別レイトショー】新文芸坐シネマテーク vol. 34 アニエス・ヴァルダ特集 Part4
壁画・壁画たち（1981・仏＝米/82分/デジタル）
開場19:10 開映19:30 終映21:20（予定）
ブラックパンサーズ（1968・仏＝米/28分/デジタル）
ドキュモントゥール（1981・仏＝米/65分/デジタル）
開場19:25 開映19:45 終映20:50（予定）

【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

6/26 (土)

【全席指定】7/18迄の番組は上映3日前、7/22以降の番組は上映1週間前のの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. 130

鬼才・今 敏の仕事

特別料金（全席指定） 一般3000円、友の会2800円
トークショー 丸山正雄さん、平尾隆之さん、小黒祐一郎さん（アニメスタイル）

千年女優（2001/87分/35mm）監督・原案・脚本：今 敏 声：折笠富美子、小山茉美、荘司美代子
東京ゴッドファーザーズ（2003/92分/BD）監督・原作・脚本：今 敏 声：江守徹、梅垣義明、岡本綾
パプリカ（2006/90分/BD）監督：今 敏 声：林原めぐみ、古谷徹、江守徹

※詳細はＨＰ・チラシをご参照ください

開場18:30 開映18:50 終映20:20（予定） 【終映後トークショー】関弘美プロデューサー、小黒祐一郎さん（アニメスタイル）
7/10（土）
【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）
開場10:30 開映10:50 終映12:20（予定）
※トークショーはございません。
11 ㊐
【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）

出演：平野鈴、佐藤亮

開場 9:40 開映10:00
7/25 ㊐ モーニングショー（途中休憩20分）
31（土） レイトショー（途中休憩20分）
開場17:00 開映17:20
【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）

▼ オールナイト

声：林原めぐみ、古谷徹、江守徹 ※6/26（土）に本作を含む今 敏オールナイトを開催
7/8（木） レイトショー
開場20:10 開映20:30 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）

7/18

25

映画祭」開催
boid sound

【特別レイトショー・1本立て】夜のベルイマン
叫びとささやき（1973・スウェーデン/91分/DCP）監督：イングマール・ベルイマン 出演：イングリッド・チューリン、リヴ・ウルマン

22

㊐「

出演：ビビ・アンデション、リヴ・ウルマン
7/1（木） レイトショー
開場19:40 開映20:00 終映21:25（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・1本立て】濱口竜介、255分の揺らぎ

親密さ（2012/255分/DCP）監督：濱口竜介

（木）〜

【特別レイトショー・1本立て】夜のベルイマン

７／

▼ 特別上映

22:30〜

〜4:55（予定）

7/3（土）・7/10（土） 調整中

7/17(土)

ショック！残酷！ヤコペッティとモンドの世界

世界残酷物語（1962・伊/108分/DCP）監督：グァルティエロ・ヤコペッティ、フランコ・プロスペリ
23:00〜
続・世界残酷物語（1963・伊/106分/DCP）監督：グァルティエロ・ヤコペッティ、フランコ・プロスペリ
さらばアフリカ（1966・伊/139分/DCP）監督：グァルティエロ・ヤコペッティ、フランコ・プロスペリ 〜5:25（予定）
※全てHDニューマスター＆オリジナルイタリア語完全版

7/22㊍

キャッチ—＆トリッキー！クリストファー・ランドン的大活劇

トークショー 朝倉加葉子監督、野水伊織さん（声優）
ザ・スイッチ（2020・米/102分/DCP）監督：クリストファー・ランドン 出演：ヴィンス・ボーン、キャスリン・ニュートン
ハッピー・デス・デイ
（2017・米/96分/DCP）監督：クリストファー・ランドン 出演：ジェシカ・ロース
ハッピー・デス・デイ 2U（2019・米/100分/DCP）監督：クリストファー・ランドン 出演：ジェシカ・ロース

22:40〜

〜5:00（予定）

7/24
（土） 調整中

7/31(土)

新文芸坐×アニメスタイル セレクションvol. 131

『この世界の片隅に』五度目の夏（詳細は調整中）

【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。
●

【特別上映・2本立て】星野源さん♥新垣結衣さん おめでとう！上映会
箱入り息子の恋（2013/117分/DCP）監督：市井昌秀 出演：星野源、夏帆
くちびるに歌を（2014/132分/DCP）監督：三木孝浩 出演：新垣結衣、木村文乃
7/23 ㊎ 1回目：開場9:40 開映10:00 終映14:30（予定） ｜ 2回目：開場14:50 開映15:10 終映19:40（予定）
★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20分） ★ラスト1本割引はございません ★上映順は『箱入り息子の恋』→『くちびるに歌を』です
【特別料金（全席指定）】一般1500円、学生・友の会・シニア1200円（招待券不可）

monthly_386.indd 3-4

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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