
4Kで甦る至高のアニメーション それは、まさに国宝！
川本喜八郎と岡本忠成の世界 ⑥

〈川本喜八郎作品〉花折り（1968/14分）、鬼（1972/8分）、詩人の生涯（1974/19分）、
道成寺（1976/19分）、火宅（1979/19分）※全作品 4K上映（DCP）

5/15 ㊐ 川本喜八郎作品� 10:00（終映11:20）

4Kで甦る至高のアニメーション それは、まさに国宝！
川本喜八郎と岡本忠成の世界 ⑥

〈岡本忠成作品〉チコタン ぼくのおよめさん（1971/11分）、サクラより 愛をのせて（1976年/3分）、
虹に向って（1977/18分）、注文の多い料理店（1991/19分）、おこんじょうるり（1982/26分） 

※全作品 4K上映（DCP）
5/15 ㊐ 岡本忠成作品� 12:10（終映13:30）ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ ③

さすらい 4Kレストア版【4K上映】（1976・西独/175分/DCP/R15+）出演：リュディガー・フォグラー
5/6（金） さすらい 4Kレストア版� 19:10（終映22:05）

圧倒！「平成ガメラ」3部作 4Kデジタル復元版一挙上映！ ④
ガメラ 大怪獣空中決戦 4K デジタル復元版【SDR】（1995/95分/DCP）出演：伊原剛志
ガメラ2 レギオン襲来 4K デジタル復元版【SDR】（1996/99分/DCP）出演：永島敏行
ガメラ3 邪神〈イリス〉覚醒 4K デジタル復元版【SDR】（1999/108分/DCP）出演：藤谷文子 

監督：金子修介　特技監督：樋口真嗣
5/7（土） 「平成ガメラ」3部作� 16:10（終映21:55）

※3本セットの上映です

劇場都市としま エンタメシアター in 新文芸坐 ⑦
5/1
㊐

〈祝20周年〉仮面ライダー龍騎 EPISODE FINAL ＆ トークショー�
� ［第1部］10:30（終演12:30）� ［第2部］13:00（終演15:00）
ゲスト：須賀貴匡　司会：氷上恭子

5
㊍

劇場版 パンダコパンダ・パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻 ＆ トークショー�
� ［第1部］17:00（終演18:50）� ［第2部］19:20（終演21:00）
ゲスト：杉山佳寿子　司会：氷上恭子

8
㊐

〈祝10周年〉劇場版 仮面ライダーディケイド オールライダー対大ショッカー 
  ＆ アニソンライブ�
� ［第1部］10:00（終演12:00）� ［第2部］13:00（終演15:00）
ゲスト：宮内タカユキ　司会：氷上恭子
★抽選で30名様に出演者サイン入りクリアファイルをプレゼント！

19
（木）

劇場版 牙狼−GARO− 神ノ牙−KAMINOKIBA− ＆ トークショー�
� ［第1部］18:10（終演20:20）� ［第2部］20:50（終演23:00）
ゲスト：井上正大　司会：氷上恭子

22
㊐

劇場版 エースをねらえ！ ＆ トークショー�
� ［第1部］10:30（終演12:30）� ［第2部］13:00（終演15:00）
ゲスト：森功至　司会：氷上恭子

29
㊐

わが青春のアルカディア ＆ トークショー�
� ［第1部］9:40（終演12:20）� ［第2部］12:50（終演15:30）
ゲスト：田島令子　司会：氷上恭子
〈お詫び〉35mmフィルム上映のため退色が進み赤みがかった画面になります。

6/2
（木）

劇場版 牙狼−GARO− −DIVINE FLAME− ＆ アニソンライブ�
� ［第1部］18:30（終演20:30）� ［第2部］21:00（終演23:00）
ゲスト：佐咲紗花　司会：氷上恭子
★抽選で30名様に出演者サイン入りクリアファイルをプレゼント！

詳細は特設ページをご覧ください。https://bungeisp.wixsite.com/entertainment

4Kで甦る映画史の輝き ルネ・クレールからの贈りもの ⑤
5/9（月） 巴里の屋根の下 4Kデジタル・リマスター版【4K上映】（1930/93分/DCP）�10:30（終映12:05）
10（火） ル・ミリオン 4Kデジタル・リマスター版【4K上映】（1931/83分/DCP）� 11:00（終映12:25）
11（水） 自由を我等に 4Kデジタル・リマスター版【4K上映】（1931/84分/DCP）�9:45（終映11:10）
12（木） 巴里祭 4Kデジタル・リマスター版【4K上映】（1933/86分/DCP）� 10:20（終映11:55）
13（金） リラの門 4Kデジタル・リマスター版【4K上映】（1957/99分分/DCP）� 9:50（終映11:30）

14（土）
巴里の屋根の下 4Kデジタル・リマスター版� 16:00（終映17:35）

ル・ミリオン 4Kデジタル・リマスター版� 18:15（終映19:40）

自由を我等に 4Kデジタル・リマスター版� 20:20（終映21:45）

【2本立】※5/1を除く ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ ①
5/1
㊐

夢の涯てまでも ディレクターズカット 4Kレストア版【4K上映】 
　（1994・独ほか/287分/DCP/途中休憩あり）※1本立� 17:00（終映22:10）

2
（月）

パリ、テキサス 2Kレストア版（1984・西独＝仏/148分/DCP）� 12:20／17:40
ベルリン・天使の詩 4Kレストア版【4K上映】 
　（1987・西独＝仏/128分/DCP）� 9:50／15:10／20:30（終映22:40）

3
㊋

パリ、テキサス 2Kレストア版� 12:30／17:50
ベルリン・天使の詩 4Kレストア版� 10:00／15:20／20:40（終映22:50）

4
㊌

都会のアリス 2Kレストア版（1974・西独/112分/DCP）� 13:00／17:45
アメリカの友人 4Kレストア版【4K上映】 
　（1977・西独＝仏/126分/DCP）� 10:30／15:15／20:00（終映22:05）
※5/6（金）レイトにて『さすらい』、7（土）オールナイトにて「初期ロードムービー三部作」の上映あり

★トークショー・舞台挨拶の詳細は表紙をご覧ください。
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【2本立】 女性の苦難を冷徹に描き出す 執念の映画作家・溝口健二 ②
5/5
㊍

【特別上映】活弁付き「無声映画 特別上映」※2本セットの上映です

瀧の白糸（1933/105分/35mm/無声/【国立映画アーカイブ所蔵作品】）� 11:00
折鶴お千（1935/87分/35mm/無声/【国立映画アーカイブ所蔵作品】）� （終映14:50）
【活弁付上映】『瀧の白糸』弁士：澤登翠さん、『折鶴お千』弁士：坂本頼光さん

6
（金）

マリヤのお雪（1933/80分/16mm）� 9:45／14:15
残菊物語（1939/143分/DCP）� 11:30／16:00（終映18:25）

7
（土）

浪華悲歌（1936/71分/35mm）� 9:40／12:45
祇園の姉妹（1936/69分/35mm）� 11:15／14:20（終映15:30）

8
㊐

夜の女たち（1948/73分/35mm）� 18:15
噂の女（1954/84分/35mm）� 16:30／19:50（終映21:15）
※昼間の上映はございません。

9
（月）

お遊さま（1951/93分/35mm）� 15:00／18:55
雨月物語 4Kデジタル復元版【4K上映】（1953/97分/DCP）�13:00／16:55／20:50（終映22:25）

10
（火）

山椒大夫（1954/124分/35mm）� 13:55／18:25
近松物語（1954/102分/35mm）� 16:20／20:50（終映22:30）

↓↓以降アンコール上映↓↓

11
（水）

残菊物語� 13:45／18:15
マリヤのお雪� 12:00／16:30／21:00（終映22:20）

12
（木）

雨月物語 4Kデジタル復元版� 14:40／18:35
お遊さま� 12:45／16:40／20:35（終映22:10）

13
（金）

噂の女� 12:20／15:40／19:00
夜の女たち� 14:05／17:25／20:45（終映22:00）

14
（土）

近松物語� 10:00
山椒大夫� 12:05（終映14:10）
★トークショー　★ご入場先着100名様に『凛たる人生 映画女優 香川京子』をプレゼント！

15
㊐

祇園の姉妹� 15:55／19:00
浪華悲歌� 14:20／17:25／20:30（終映21:40）
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トークショー・舞台挨拶
★5/14（土）14:30～：�香川京子さん（俳優）、�

立花珠樹さん（映画評論家・共同通信社編集委員）
★5/14（土）22:30～：塩田明彦監督、髙橋洋監督
★5/18（水）21:20～：塩田明彦監督
※�コロナの状況によってトークショーは中止になる場合がございます。その際も入
場券の払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。

リニューアルオープンのお知らせ
　新文芸坐は2022年1月末日より休館しておりましたが、4月15日よりリニ
ューアルオープンいたしました。
　今回のリニューアルでは、名画座初となる「4Kレーザープロジェクター」を
導入し、今まで以上に明るく鮮やかで高精細な映像をお楽しみいただけます。
またオリジナル音響システム「BUNGEI-PHONIC�SOUND�SYSTEM」を
導入し、これまでもご好評を頂いていた「新文芸坐の音」がさらに進化し客席
を包み込みます。
　その他、全ての番組に於いて全席指定席でオンラインでチケットを予約で
きるようにするなど、お客様の利便性向上を図りました。
　また夏から秋を目途に、新会員システムを進めております。新システム完成
までは「プレ会員」を募集いたしますのでご利用ください。

東京都豊島区東池袋1-43-5マルハン池袋ビル3F
☎03-3971-9422 www.shin-bungeiza.com
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メイン（続き）モーニング・レイト オールナイト

ただそこに辿り着きたいだけ ⑩
麻希のいる世界（2022/89分/DCP） 

監督：塩田明彦 　出演：新谷ゆづみ、日高麻鈴
5/18（水） ★トークショー� 19:50（終映21:20）

新文芸坐シネマテーク vol.36 クロード・シャブロル特集 ⑪
5/20（金） 仮面（1987・仏/100分/デジタル）� 19:20（終映21:00/講義21:10～）
27（金） 野獣死すべし（1969・仏＝伊/107分/デジタル）�19:20（終映21:05/講義21:15～）

共催：IndieTokyo ※各日、映画終了後に映画批評家・大寺眞輔さんの講義が60分程度ございます。

クルーゾー3本の傑作、日本最終上映 ⑬
5/22 ㊐

恐怖の報酬（1953・仏=伊/148分/DCP）� 16:00（終映18:30）

悪魔のような女（1955・仏/117分/DCP）�19:00（終映21:00）
23（月） スパイ（1957・仏/126分/BD）� 20:00（終映22:05）

映画を通して、彼の地を想う ⑬
5/24（火） ひまわり 50周年HDレストア版（1970・伊/107分/DCP）� 20:00（終映21:45）
25（水） クナシリ（2019・仏/74分/ドキュメンタリー/DCP）� 20:30（終映21:45）
26（木） チェチェンへようこそ ゲイの粛清（2020/米＝英/107分/DCP）� 20:45（終映22:30）

本日国内上映権利切れ！最後の劇場ライド！ ⑬
デス・プルーフ in グラインドハウス 

（2007／米／113分／BD／R15+）
5/28（土） 19:50（終映21:45）【終映後舞台挨拶予定】

ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ 「夢の涯てまでも」 AN1
夢の涯てまでも ディレクターズカット 4Kレストア版【4K上映】

（1994・独ほか/287分/DCP/途中休憩あり） 
  出演：ウィリアム・ハート、ソルヴェイグ・ドマルタン

5/3（火） 23:30（終映5:00）

世界の映画作家Vol.231 ヴィム・ヴェンダース 初期ロードムービー三部作 AN2
都会のアリス 2Kレストア版（1974・西独/112分/DCP）
さすらい 4Kレストア版【4K上映】（1976・西独/175分/DCP）
まわり道 4Kレストア版【4K上映】（1975・西独/103分/DCP）
全作品主演：リュディガー・フォグラー
5/7（土） 22:40（終映5:50）

新文芸坐×アニメスタイル AN4
企画中
5/21（土） �

君に出会って、世界が色付く Vol.3 AN5
ディナー・イン・アメリカ（2020・米/107分/DCP）監督：アダム・レーマイヤー
Summer of 85（2020・仏/101分/DCP）監督 :フランソワ・オゾン
君は永遠にそいつらより若い（2020/118分/DCP）監督：吉野竜平
5/28（土） 22:40（終映5:00）

塩田明彦 捧げられる青春 AN3
麻希のいる世界（2022/89分/DCP）出演：新谷ゆづみ、日高麻鈴
害虫（2002/92分/35mm）出演：宮崎あおい、田辺誠一
月光の囁き（1999/100分/35mm）出演：水橋研二、つぐみ
5/14（土） ★トークショー� 22:30（終映5:00）

●酒類の持ち込みはお断りしております。
●映像や音声の悪い場合がございます。
●上映中は携帯電話等は電源を切るかマナーモード設定をお願いいたします。
●混雑状況などにより終映時刻が変更になる場合がございます。

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

【今月の特集】
ヴィム・ヴェンダース レトロスペクティブ

女性の危難を冷徹に描き出す 世界的巨匠・溝口健二
〈イベント〉劇場都市としま エンタメシアター in 新文芸坐

生誕100年 丹波哲郎特集
池袋の猫6

2022年5月★通巻394号 5

料　金

メイン

①�5/1のみ 2600円均一（招待券18P）

①�5/2～

２本立て：一般1700円、各種割引1300円新
文芸坐友の会1150円（招待券8P）
1本のみ：一般1500円、各種割引1100円
新文芸坐友の会�950円（招待券8P）

②�5/5のみ 一般2800円、各種割引2300円
②�5/14のみ 一般2000円、各種割引1500円

②
5/5・14以外

２本立て：一般1700円、各種割引1300円新
文芸坐友の会1150円（招待券8P）
1本のみ：一般1500円、各種割引1100円
新文芸坐友の会�950円（招待券8P）

③ 一般1700円、各種割引1300円
新文芸坐友の会1150円（招待券8P）

⑤�⑥�⑩�⑬ 一般1500円、各種割引1300円
（招待券9P）

⑦ 前売3500円、当日3800円

⑧�⑨�⑫

２本立て：一般1700円、各種割引1300円新
文芸坐友の会1150円（招待券8P）
1本のみ：一般1500円、各種割引1100円
新文芸坐友の会�950円（招待券8P）

⑪ 一般1900円、各種割引1700円

オールナイト

AN1 2600円均一（招待券18P）

AN2、3、5 一般2800円、各種割引2600円
（招待券18P）

AN4 一般3200円、各種割引3000円
（招待券21P）

各種割引	 ・プレ会員、新文芸坐友の会
	 ・U22（22歳以下・要年齢証明）
	 ・シニア（60歳以上・要年齢証明）
	 ・障がい者（要障がい者手帳／付き添い1名様まで割引）
※全ての番組が指定席になりました。
※オールナイトを除く全ての番組（2本立てを含む）で、各回入替があります。
※２本立て番組で２本観る場合は、チケットが2枚必要です。
※オンラインで購入する際の＋50円は廃止いたしました。
※オンラインでの販売は、各回上映開始の30分前までです。
※新文芸坐友の会の入会・更新は、受付を終了いたしました。
※新文芸坐友の会の有効期限は、入会日から15か月後です。

【2本立】運命はほつれ、天秤にかけられる ⑧
悪なき殺人（2019・仏＝独/116分/DCP/R15+） 

監督：ドミニク・モル　出演：ドゥニ・メノーシェ
由宇子の天秤（2020/152分/DCP）監督：春本雄二郎　出演：瀧内公美

5/16（月） 悪なき殺人� 12:35／17:45
由宇子の天秤� 9:40／14:50／20:00（終映22:30）

18（水）・20（金） 悪なき殺人� 13:40
由宇子の天秤� 10:40／16:05（終映18:40）

【2本立】やっぱりSF大作はスクリーンで！ ⑨
DUNE/デューン 砂の惑星（2021・米/155分/DCP） 

監督：ドゥニ・ヴィルヌーヴ　出演：ティモシー・シャラメ、レベッカ・ファーガソン
マトリックス レザレクションズ（2021・米/148分/DCP） 

監督：ラナ・ウォシャウスキー　出演：キアヌ・リーヴス、キャリー＝アン・モス

5/17（火） DUNE/デューン 砂の惑星� 10:30／16:20
マトリックス レザレクションズ� 13:30／19:20（終映21:50）

19（木） DUNE/デューン 砂の惑星� 10:45
マトリックス レザレクションズ� 13:45（終映16:15）

21（土） DUNE/デューン 砂の惑星� 10:25／16:15
マトリックス レザレクションズ� 13:25／19:15（終映21:45）

【2本立】 丹波哲郎 生誕100年祭 ⑫
5/23
（月）

殺人容疑者（1952/80分/BD）� 12:00／15:30
女奴隷船（1960/83分/BD）� 10:15／13:45／17:15（終映18:40）

24
（火）

白昼の無頼漢（1961/82分/35mm）� 12:00／15:45
ジャコ萬と鉄（1964/99分/35mm）� 10:00／13:45／17:30（終映19:10）

25
（水）

ポルノ時代劇 忘八武士道（1973/81分/35mm）� 12:30／16:15
地獄（1999/101分/35mm）� 10:30／14:15／18:00（終映19:40）

26
（木）

智恵子抄（1967/125分/35mm）� 11:30／16:00
軍旗はためく下（もと）に（1972/96分/35mm）�9:30／14:00／18:30（終映20:05）

27
（金）

丹下左膳（1963/95分/35mm）� 10:30／14:35
暗殺（1964/104分/35mm）� 12:30／16:35（終映18:20）

↓↓以降アンコール上映↓↓

28
（土）

地獄� 11:45／15:35
ポルノ時代劇 忘八武士道� 10:00／13:50／17:40（終映19:00）

29
㊐

ジャコ萬と鉄� 18:45
白昼の無頼漢� 17:00／20:45（終映22:05）

30
（月）

軍旗はためく下（もと）に� 9:30／14:00／18:30
智恵子抄� 11:30／16:00／20:30（終映22:35）

31
（火）

女奴隷船� 12:00／15:30／19:00
殺人容疑者� 10:15／13:45／17:15／20:45（終映22:05）

6/1
（水）

暗殺� 10:30／14:35／18:40
丹下左膳� 12:35／16:40／20:45（終映22:20）
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