■ＫＩＮＯスケジュール

●上映時間は毎週土～金曜日の1週間でご案内します。次週土曜日～の分は火曜日に決まります。
●作品の上映時間により、受付開始時間は異なりますので、劇場にご確認下さい。

１１/２１(土)～１１/２７(金)
イル・ヴォーロ 特別上映

１１/２８(土)～１２/４(金)

①11:30 ②15:05 (終16:50）●特別料金のため招待券・パス券他割引はありません。

⇒11/27(金)まで ●当日3000円

●KINO会員の方はポイント1コお付けします。

メイキング・オブ・モータウン ①14:55 ②18:50 (終20:45/予告2分）
⇒12/11(金)まで予定 ●１１/２３(月)・２７(金)は②の回なし

アイヌモシリ

★１１/２１(土)・２２(日)は抽選で
オリジナルトートバッグプレゼント！

(終11:22/通常料金）

おもかげ

(終18:45）

⇒12/4(金)まで ●１１/２３(月)は１８：４５の上映 (終20:39）
R１５+

①9:30 (終12:24/通常料金）
１１/２１(土)・２２(日) ①20:50 (終22:50/割￥1300）

①20:40 (終22:52/予告2分）

トム・オブ・フィンランド

R１８+
１１/２１(土)・２２(日) ①17:00 (終19:00/予告2分）
⇒11/27(金)まで １１/２３(月)～２７(金) ①20:50 (終22:50/予告2分/割￥1300）

人生フルーツ

特別上映

①17:00 (終18:40）●受付13:35～
●当日料金1100円 ※招待券・パス券不可

ＫＩＮＯフライデー・シネマ vol. 111 １１/２７（金）１回限りの特別上映
悲しみより、もっと悲しい物語 ①18:55 (終20:45）※招待券・パス券不可 ●受付15:15～

11/21(土) →11/27(金)

①9:30 (終11:48/通常料金）
１２/４(金) ①11:45 (終14:03）

わたしは金正男を殺してない ①9:30

(終13:48）

(終11:18/予告2分/割￥1300）

キム・ジョンナム

⇒12/4(金)まで １２/４(金) ①20:40 (終22:30/割￥1300）

異端の鳥

⇒11/27(金)まで ●①割引￥1300

１１/２３（月） 月に１回の

⇒12/4(金)まで

R１５+

⇒12/4(金)まで １２/４(金) ①9:30 (終11:23/通常料金）

⇒11/27(金)まで １１/２３(月)～２７(金) ①17:00 (終19:00）

マーティン・エデン

①13:55 ②17:35 (終19:05）

ブリング・ミー・ホーム 尋ね人 ①11:55

⇒12/3(木)まで

スペシャルズ！

(終22:12/割￥1300）

⇒12/11(金)まで予定 １２/４(金) ①16:25 ②20:30 (終22:27/割￥1300）

①15:35 (終17:29）
⇒12/11(金)まで １２/４(金) ①15:05 (終16:59）

⇒12/4(金)まで ★初日ポストカードプレゼント！(先着限定)

異端の鳥

メイキング・オブ・モータウン ①13:20 ②20:15

エマ、愛の罠

①12:30 (終14:47）

キム・ジョンナム

①11:25 ②18:25 (終20:10/予告2分）

⇒12/11(金)まで予定 １１/３０(月)～１２/３(木) ①13:55 ②18:45 (終20:15）
１２/４(金) ①13:25 ②17:05 (終18:35）

⇒12/4(金)まで

わたしは金正男を殺してない ①16:55

かつて僕らは兄弟だった

アイヌモシリ

①13:25 ②19:05 (終20:35）

おもかげ

ザ・バンド

★１２/１(火)は映画サービスデー１０００円！

⇒12/11(金)まで予定 １２/４(金) ①11:30 ②18:40 (終20:25/予告2分）

⇒12/11(金)まで予定

ブリング・ミー・ホーム 尋ね人 ①9:30

シアターキノ ＴＥＬ 011-231-9355 11/25(水) 現在

破壊の日

⇒12/3(木)まで

①15:25 (終18:20）

R１５+

１１/２８(土)・２９(日) ①19:10 (終20:15）
⇒12/3(木)まで １１/３０(月)～１２/３(木) ①17:35 (終18:40）

PLANETIST プラネティスト １１/２８(土)～１２/３(木) ①20:20

(終22:25/通常料金）

⇒12/3(木)まで
１２/４(金)公開

①9:30 ②14:10 ③18:30 (終20:35）

燃ゆる女の肖像

●①割引￥1300

11/28(土) →12/4(金)

12/5(土) →12/11(金)
12/12(土) →12/18(金)
12/19(土) →12/25(金)
１２/４(金)～
異端の鳥――――――――――→～12/3(木)まで 燃ゆる女の肖像―――――――――――――――――――――――――――――――――→…
わたしは金正男を殺してない ―――――――――――――――――→
―――――――――――――→…ノッティングヒルの洋菓子店
ブリング・ミー・ホーム 尋ね人―――――――――――――――――→ トルーマン・カポーティ――

PG１２

12/26(土) →12/30(水)

12
/
31
―――――――――――→… (木)
・

イルヴォーロ 特別上映 → ザ・バンド――――――――――――――――――→ …ヒトラーに盗られたうさぎ――――――――――――――――――――――→ … 1/
1
ロニートとエスティ――――→
ゴッホとヘレーネの森
―――――――――――――――――――→
世界でいちばん貧しい
アイヌモシ
リ ――――――――――――
――――→…ムヒカ
――――――――――――→…
声優夫婦の甘くない人生 →… (金)
大統領から日本人へ
イントゥ・ザ・スカイ
――――→
人生、ただいま修行中
―――――――――――――――――――→
メイキング・オブ・モータウン ―――――――――――――――――――――――――――――――→ ジャズ喫茶ベイシー ――――――――――――――――――→ PLAY 25年分のラストシーン→… キ
ノ

私のちいさなお葬式
おもかげ
―――――――――――――――――――――――――――→
――――→
バーンスタイン＆ウィーンフィル
ねじれた家
―――――――――――――――――――――→
白痴 デジタルリマスター版 ―→ ベートーヴェン全交響曲 シネコンサート 特別上映→100日間のシンプルライフ→…
記者たち ――――――――――――――――――――――→
コンプリシティ
スペシャルズ！―――――――――→
―――――――→
トム・オブ・フィンランド ――→
エマ、
愛の罠―――――――――――――――――――――――→ 初日、上映＆手塚眞監督トーク！
マーティン・エデン――――――→
8/29(土)～31(月)
★11/23(月)人生フルーツ
『白痴』

Ｆ Vol.111 11/27(金)『悲しみより、もっと悲しい物語』

プ ラ ネ テ ィ ス ト ―――→
１２/３(木)
破 壊 の 日 ――――――→

★12/14(月)人生フルーツ

Ｆ Vol.114 12/25(金) 夕張ファンタナイト
Ｆ Vol.112 12/11(金)『新しい街 ヴィル・ヌーブ』 Ｆ Vol.113 12/18(金)『おかえり ただいま』 『いつくしみふかき』、『ファンファーレが鳴り響く』

休
館
日

