2021年
月

山本富士子 日本映画に咲いた美しく気高い一輪の花
9/1
（水）

彼岸花 デジタル・リマスター版（1958/118分/DCP）
黒い十人の女（1961/103分/35mm）

9:40／14:05／18:30
12:00／16:25／20:45（終映22:30）

韓国映画、光と影の秀作2本立て
ノンストップ（2020・韓/100分/DCP）監督：イ・チョルハ 出演：オム・ジョンファ、パク・ソンウン
潜入（2006・韓/117分/DCP/R15+）監督：チェ・ホ 出演：ファン・ジョンミン、リュ・スンボム
9/2（木）
4（土）

ノンストップ
潜入
ノンストップ
潜入

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

※昼以降は『桐島、～』
『騙し絵の牙』の2本立てを上映



9:45
11:40（終映13:35）

技あり！吉田大八監督の世界

9/3（金）
4（土）
［ 開場 13:55］

桐島、部活やめるってよ
13:00／17:20
騙し絵の牙
10:45／15:05／19:25（終映21:20）
【トークショー】最終回終映後、吉田大八監督のトークショーあり（30分程度）
桐島、部活やめるってよ
14:15／18:25
騙し絵の牙
16:15／20:25（終映22:20）

エリック・ロメール 「六つの教訓話」＋「喜劇と格言」＋3
9/5

㊐

6
（月）

コレクションする女（1967・仏/87分/DCP）
クレールの膝（1970・仏/106分/DCP）

モンソーのパン屋の女の子（1962・仏/23分/DCP）
シュザンヌの生き方（1963・仏/55分/DCP）
モード家の一夜（1969・仏/111分/DCP）

飛行士の妻
愛の昼下がり

12

㊐

10:20／14:25／18:30
12:25／16:30／20:35（終映22:15）
10:50／14:45／18:40
12:35／16:30／20:25（終映22:10）
10:50／14:45／18:40
12:30／16:25／20:20（終映22:10）

※『モンソーの〜』
『シュザンヌの〜』は続けて上映いたします
11:55／16:00
9:55／14:00／18:05（終映19:45）

※レイトショーにて『美しき結婚』上映。詳細は「特別上映」欄へ

満月の夜（1984・仏/102分/DCP）
友だちの恋人（1987・仏/104分/DCP）

10:30／14:35
12:30／16:35（終映18:20）

※レイトショーにて『木と市長と文化会館』上映。詳細は「特別上映」欄へ

海辺のポーリーヌ（1983・仏/95分/DCP）
緑の光線（1985・仏/98分/DCP）

10:30／14:25／18:20
12:25／16:20／20:15（終映21:55）

10

作品上映！

10
（金）
11
（土）

12:20／16:10
10:10／14:00／17:50（終映19:40）

※『モンソーの〜』
『シュザンヌの〜』は続けて上映いたします
※レイトショーにて『パリのランデブー』上映。詳細は「特別上映」欄へ

9
（木）

8
（水）

12:25／16:15（終映18:00）

※レイトショーにて『レネットとミラベル 四つの冒険』上映。詳細は「特別上映」欄へ

飛行士の妻（1980・仏/107分/35mm）
愛の昼下がり（1972・仏/98分/DCP）
コレクションする女
クレールの膝
モンソーのパン屋の女の子／シュザンヌの生き方
モード家の一夜

7
（火）

10:40／14:30

「帝銀事件 死刑囚」「千利休 本覺坊遺文」など

桐島、部活やめるってよ（2012/103分/DCP）監督：吉田大八 出演：神木隆之介、橋本愛、東出昌大
騙し絵の牙（2020/113分/DCP）監督：吉田大八 出演：大泉洋、松岡茉優、宮沢氷魚、佐藤浩市

生誕９０周年 熊井啓

▼ 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）

19

（火）

通巻388号

12

（火）〜

9

美しくしなやかな華 悪女たちの宴

10

／

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

9/13
（月）

地獄の饗宴（うたげ）（1961/94分/35mm）
悪魔の接吻（1959/87分/35mm）

10:40／14:20／18:00（終映19:25）

14
（火）

からみ合い（1962/108分/35mm）
孤独の賭け（1965/97分/35mm）

10:00／14:05／18:10（終映19:45）

15
（水）

影の爪（1972/90分/35mm）
華やかな女豹（1969/85分/35mm）

10:50／14:25／18:00（終映19:25）

16
（木）
17
（金）
18
（土）

19

㊐

12:25／16:05

※レイトショーにて『怪猫トルコ風呂』上映。詳細は「特別上映」欄へ
11:55／16:00

※レイトショーにて『クリープショー Season1』上映。詳細は「特別上映」欄へ
12:35／16:10

※レイトショーにて『ホーリー・マウンテン 』上映。詳細は「特別上映」欄へ

悪魔の接吻
地獄の饗宴
孤独の賭け
からみ合い
華やかな女豹
影の爪

11:40／15:20／19:00
9:45／13:25／17:05／20:45（終映22:20）
10:20／14:25／18:30
12:15／16:20／20:25（終映22:15）
11:30／15:00
9:40／13:10／16:40（終映18:10）

※レイトショーにて『映画：フィッシュマンズ』上映。詳細は「特別上映」欄へ

牝犬（1951/100分/35mm/提供：国立映画アーカイブ）
悪女の季節（1958/110分/35mm）

10:30／14:40
12:30／16:40（終映18:30）

※レイトショーにて『光りの墓』上映。詳細は「特別上映」欄へ
【9/19㊐のみ特別料金】一般1600円、学生・友の会・シニア1300円（招待券不可）

波乱と官能 大島渚

9/20

㊊

21
（火）
22
（水）
23

㊍

24
（金）

御法度（1999/100分/35mm）
戦場のメリークリスマス 4K修復版（1983/123分/DCP/2K上映）
御法度
戦場のメリークリスマス 4K修復版

9:40／14:05／18:30
11:40／16:05／20:25（終映22:30）
10:30／14:55
12:30／16:55（終映19:00）

※レイトショーにて「ロスト・イン・トランスレーション」上映。詳細は「特別上映」欄へ

御法度
戦場のメリークリスマス 4K修復版
愛の亡霊（1978/107分/R15+/35mm）
愛のコリーダ 修復版（1976/108分/R18+/DCP）

9:40／14:05／18:30
11:40／16:05／20:25（終映22:30）
10:40／14:55
12:45／17:00（終映18:50）

※レイトショーにて『ある殺人、落葉のころに』上映。詳細は「特別上映」欄へ

愛の亡霊
愛のコリーダ 修復版

10:00／14:15／18:30
12:05／16:20／20:35（終映22:25）

【特別上映・3本立て】今年も旅は始まる。中つ国へ… 『ホビット』三部作一挙上映！
ホビット 思いがけない冒険（2012・米/170分/DCP） ホビット 竜に奪われた王国（2013・米/161分/DCP）
ホビット 決戦のゆくえ（2014・米/144分/DCP） 監督：ピーター・ジャクソン 出演：イアン・マッケラン、マーティン・フリーマン
9/25（土）

開場9:40 開映10:00 終映18:55（予定）※各回、約30分の途中休憩あり
【特別料金（全席指定）】一般3500円、学生・友の会・シニア3300円（招待券不可）

映画は闘いだ！ とにかく闘う2本立て
コンティニュー（2021・米/100分/DCP/PG12）監督：ジョー・カーナハン 出演：フランク・グリロ、メル・ギブソン
モータルコンバット（2021・米/110分/DCP/R15+）監督：サイモン・マッコイド 出演：ルイス・タン、ジェシカ・マクナミー、真田広之、浅野忠信
9/26

㊐

27（月）
28（火）

コンティニュー
13:30／17:40
モータルコンバット
15:30／19:40（終映21:30）
※モーニングショーにて『海辺の彼女たち』上映。詳細は「特別上映」欄へ
コンティニュー
12:05／16:05
モータルコンバット
10:00／14:00／18:00（終映19:50）
※レイトショーにて『海辺の彼女たち』上映。詳細は「特別上映」欄へ
コンティニュー
10:10／14:20／18:30
モータルコンバット
12:10／16:20／20:30（終映22:20）
裏面に続く➡
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2021/08/27 6:15

▼ 通常上映（続き）

緊急最終上映！ カトリーヌ・スパークに惑わされたい

【特別レイトショー・1本立て】80年代、伝説の“ニューウェーブ・ホラー”
マイドク／いかにしてマイケルはドクター・ハウエルと改造人間軍団に頭蓋骨病院で戦いを挑んだか

※

狂ったバカンス（1962・伊/109分/DCP/PG12）
太陽の下の18才（1962・伊/100分/DCP）

9/29
（水）

※最終上映は9/30上映分

10:50／15:00
13:00／17:10（終映18:50）

※レイトショーにて『かぞくへ』上映。詳細は「特別上映」欄へ

禁じられた抱擁【日本最終上映】（1963・伊＝仏/105分/DCP/PG12） 10:30／14:30／18:30
女性上位時代【日本最終上映】（1968・伊/94分/DCP/R15+）
12:35／16:35／20:35（終映22:10）

30
（木）

▼ 特別上映

【全席指定】上映3日前の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

【特別レイトショー・1本立て】エリック・ロメール
9/5

㊐

6（月）
10（金）
11（土）

「六つの教訓話」＋「喜劇と格言」＋3
レネットとミラベル 四つの冒険（1986・仏/99分/DCP） 開場18:40 開映19:00 終映20:45（予定）
パリのランデブー（1994・仏/100分/35mm）
開場20:10 開映20:30 終映22:10（予定）
美しき結婚（1981・仏/100分/35mm）
開場20:10 開映20:30 終映22:10（予定）
木と市長と文化会館（1992・仏/111分/35mm）
開場19:10 開映19:30 終映21:20（予定）

（1984・ニュージーランド/79分/BD/HDリマスター版）監督：デヴィッド・ブライス 出演：マイケル・ハースト、マーガレット・アンバース
9/25（土） レイトショー
開場19:40 開映20:00 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）

【特別上映・1本立て】私たちの国で起こっていること
海辺の彼女たち（2020・日＝べトナム/88分/DCP）監督：藤元明緒 出演：ホアン・フォン、フィン・トゥエ・アン、クィン・ニュー

㊐

開映11:00

終映12:30（予定）

レイトショー
開場20:10 開映20:30
27（月）
27（月）のみ【舞台挨拶】終映後、藤元明緒監督の舞台挨拶あり（20分程度）
【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）

終映22:00（予定）

9/26

モーニングショー

【特別レイトショー・1本立て】
『由宇子の天秤』公開記念 春本雄二郎監督アンコール
かぞくへ（2016/117分/DCP）監督：春本雄二郎 出演：松浦慎一郎、梅田誠弘、遠藤祐美
9/29（水）

レイトショー

【特別料金（全席指定）】1000円均一（招待券可）

【特別レイトショー・1本立て】祝！ついに初ソフト化

怪猫トルコ風呂（1975/82分/35mm/R15+）監督：山口和彦

伝説のカルト猫映画

出演：谷ナオミ、大原美佐、室田日出男
9/13（月） レイトショー
開場20:00 開映20:20
※9/11（土）に本作を含む「怪奇幻想映画祭 ー怪猫まつりー」オールナイトを開催
【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）

第1話：「灰色のかたまり」「首の家」／第2話：「バッド・ウルフ・ダウン」「指」 ※ジョージ・A・ロメロの劇映画『クリープショー』（1982）ではございません
9/14（火） 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）】★お試し価格800円均一★（招待券可）※友の会ポイント付与対象外

【特別レイトショー・1本立て】崇高なるカルト映画の頂き

ホーリー・マウンテン（1973・メキシコ＝米/114分/DCP/R15+）

監督・出演：アレハンドロ・ホドロフスキー 出演： ホラシオ・サリナス、ラモナ・サンダース
9/15（水） レイトショー
開場19:50 開映20:10
【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）

終映22:05（予定）

【特別レイトショー・1本立て】堂々172分！男たちの青春と別れの記録
映画：フィッシュマンズ（2021/172分/DCP/ドキュメンタリー）監督：手嶋悠貴 出演：佐藤伸治、茂木欣一、小嶋謙介

9/18（土） レイトショー

開場18:30 開映18:50
【特別料金（全席指定）】2500円均一（友の会のみ2000円/招待券不可）

終映21:40（予定）

【特別レイトショー・1本立て】アピチャッポンが描く微睡みの彼岸

9/4 (土)

9/19

㊐

レイトショー

9/11(土)

開映19:30

終映21:30（予定）

【特別レイトショー・1本立て】35mmフィルムで堪能する21世紀の名作
ロスト・イン・トランスレーション（2003・米＝日/102分/35mm）監督：ソフィア・コッポラ 出演：ビル・マーレイ、スカーレット・ヨハンソン
開場19:40 開映20:00
※9/19㊐に本作を含むソフィア・コッポラオールナイトを開催
【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）

終映21:40（予定）

【特別レイトショー・1本立て】迷宮の青春 不可思議な野心作
ある殺人、落葉（らくよう）のころに（2019・日＝香港＝韓/79分/DCP）監督：三澤拓哉 出演：守屋光治、中崎敏、森優作
9/23

㊍

レイトショー

monthly_388.indd 3-4

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）

世界の映画作家vol. 227

アピチャッポン・ウィーラセタクン

怪奇幻想映画祭 ー怪猫まつりー
22:30〜

怪猫 呪いの沼（1968/86分/35mm）監督：石川義寛 出演：内田良平、八代万智子、里見浩太郎
秘録 怪猫伝（1969/82分/35mm）監督：田中徳三 出演：本郷功次郎、小林直美、毛利郁子
怪談昇り竜（1970/85分/DVD）監督：石井輝男 出演：梶芽衣子、ホキ徳田、大辻伺郎
怪猫トルコ風呂（1975/82分/35mm）監督：山口和彦 出演：谷ナオミ、大原美佐、室田日出男
9/19㊐

世界の映画作家vol. 228

〜5:45（予定）

ソフィア・コッポラ

ヴァージン・スーサイズ（1999・米/98分/35mm）出演：キルステン・ダンスト、ジェームズ・ウッズ、ジョシュ・ハートネット
23:30〜
ロスト・イン・トランスレーション（2003・米＝日/102分/35mm）出演：ビル・マーレイ、スカーレット・ヨハンソン
オン・ザ・ロック（2020・米/97分/DCP）出演：ビル・マーレイ、ラシダ・ジョーンズ
〜5:05（予定）
以降のオールナイトスケジュールは調整中です

※9/4（土）に本作を含むアピチャッポン・ウィーラセタクンオールナイトを開催
【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）

9/21（火） レイトショー

上映3日前の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

トークショー 春日太一さん（映画史・時代劇研究家）

出演：ジェンジラー・ポンパット・ワイドナー、バンロップ・ロームノーイ
開場19:10

終映21:55（予定）

世紀の光（2006・タイ＝仏ほか/105分/DCP）出演：ナンタラット・サワッディクン、ジャールチャイ・イアムアラーム
23:00〜
ブンミおじさんの森（2010・英＝タイほか/114分/35mm）出演：タナパット・サイサイマー、ジェンジラー・ポンパット
光りの墓（2015・タイ=英ほか/122分/DCP）出演：ジェンジラー・ポンパット・ワイドナー、バンロップ・ロームノーイ 〜5:20（予定）

光りの墓（2015・タイ=英ほか/122分/DCP）
監督：アピチャッポン・ウィーラセタクン

開場19:40 開映20:00
【舞台挨拶】終映後、春本雄二郎監督の舞台挨拶あり（20分程度）
【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）

▼ オールナイト

終映21:40（予定）

【特別レイトショー・1本立て】恐怖のTVシリーズを劇場で！ お試し『クリープショー Season1』
TVシリーズ『クリープショー Season1』より2話4エピソードを抜粋上映

開場10:40

終映21:20（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
※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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