■ＫＩＮＯスケジュール
１/２（月）～１/６（金）

●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。

１/７（土）～１/１３（金）

★１/２(月)キノのお正月サービスデー１２００円

チーム・ジンバブエのソムリエたち ①10:55 (終12:34/予告1分)

泣いたり、笑ったり

⇒1/20(金)まで

⇒1/13(金)まで予定

１/２（月）

①15:25 (終17:10/予告2分)
①9:25 (終10:49/予告なし/割1300円) PIG/ピッグ
１/３（火）～６(金)

⇒1/13(金)まで

⇒1/6(金)まで

１/２（月） ①11:20 (終13:14/予告2分) １/２（月） ①21:00
トゥモロー・モーニング
⇒1/12(木)まで １/３（火）～６(金) ①11:25 (終13:19/予告2分) (終22:33/予告なし/割1300円)
１/３（火）・４(水) ①20:55
人生クライマー
１/２（月） ①13:20 (終15:10/予告なし) (終22:30/予告2分/割1300円)
山野井泰史と垂直の世界 完全版
⇒1/6(金)まで １/３（火）～６(金) ①13:25 (終15:19) １/５（木）・６(金) ①19:05
(終20:40/予告2分)
①14:30 (終16:09)
ランディ・ローズ

アザー・ミュージック

⇒1/13(金)まで

マッドゴッド

PG12

⇒1/12(木)まで

あのこと

R１5+

⇒1/6(金)まで

①16:15 ②21:10 (終22:35/予告なし) ①17:50 (終19:20)
●②割1300円
１/２（月）

①17:25

★１/２(月)ミニシアター
(終19:06/予告なし) パークよりステッカー
ブロマイドをプレゼント！

⇒1/6(金)まで １/３（火）～６(金) ①17:15 (終19:00)

(先着限定)

１/２（月） ①9:20 (終11:14/予告1分/割1300円)
⇒1/6(金)まで １/３（火）～６(金) ①9:25 (終11:19/予告1分/割1300円)

ビー・ジーズ 栄光の軌跡
メイクアップ・アーティスト

１/２（月） ①19:10 (終20:54/予告なし)
１/３（火）・４(水) ①19:05 (終20:50/予告1分)
⇒1/6(金)まで
１/５（木）・６(金) ①20:45 (終22:30/予告1分/割1300円)

ケヴィン・オークイン・ストーリー

ＫＩＮＯフライデー・シネマ vol. １６７

暴力を巡る対話
1/2(月) →1/6(金)

⇒1/19(木)まで予定 １/１３（金） ①12:20 (終14:08)
⇒1/13(金)まで １/１３（金） ①16:15 (終18:00/予告2分)

チャールズ・チャップリン映画祭セレクション

１/７（土）⇒１２( 木）

１/１３( 金）

街の灯
１１ ： ２５

独裁者
１１ ： ２５

( 終 12:58)

( 終 13:39)

独裁者
１３ ： ０５

⇒1/12(木)まで

( 終 15:19)

１/１４

※1/14(土)～上映時間は予定です。1/10(火)に決まります。

（土）⇒１７( 火）

１/１８ （水）、１９( 木）

１/２０( 金）

ライムライト
１６ ： ００台

独裁者
１６ ： ００台

独裁者
１１ ： ００台

モダン ・ タイムス
１８ ： ００台

キッド /
サニーサイド
１８ ： ００台

キッド /
サニーサイド
１６ ： ００台

●1作品当日1500円、学生1300円、シニア1200円、高校生以下・障がい者割1000円、KINO会員1100円 ※招待券・パス券不可

ＫＩＮＯフライデー・シネマ vol. １６８

なまず

１/１３（金）１回限りの特別上映 ①18:55 (終20:30）
※招待券・パス券不可 ●受付14：25～

※招待券・パス券不可 ●受付16：25～

モリコーネ

①9:30 ②14:15 ③18:05 (終20:45）

映画が恋した音楽家

1/21(土) →1/27(金)

●①割1300円

1/28(土) →2/3(金)

ケイコ 目を澄ませて ―――――――――→1/19(木) 1/13(金)モリコーネ―――――――――――――――――――――――――――→…
チーム・ジンバブエのソムリエたち ――――――――――――→

トゥモロー・モーニング

①19:15 (終20:45)
①17:15 (終19:10)
⇒1/13(金)まで １/１３（金） ①20:50 (終22:17/割1300円)
①20:40 (終22:17/割1300円)
ランディ・ローズ
マッドゴッド
⇒1/13(金)まで １/１３（金） ①20:35 (終22:15/割1300円) ⇒1/12(木)まで
チーム・ジンバブエのソムリエたち ①16:25 (終18:09)
①20:50 PG12
⇒1/13(金)まで予定 １/１３（金） ①17:05 (終18:49)
(終22:20/割1300円)
夜明けの詩

１/１３（金）公開

1/14(土) →1/20(金)

①15:25 (終17:10/予告2分)

ソウル・オブ・ワイン

１/６（金）１回限りの特別上映 ①19:25 (終21:05）

1/7(土) →1/13(金)

①9:30 (終11:19/割1300円)
①12:00 (終13:49)

①15:15 (トーク終了予定17:20/予告なし)●1/2(月)は受付11：30～ ケイコ 目を澄ませて

⇒1/13(金)まで ★上映後、石塚秀哉さん×田村美香さんゲストトーク (この回招待券・パス券不可)

夜明けの詩

※１/１３(金)上映時間変更です

※最終日未定。1/27(金)までは上映予定 １/１３（金） ①13:45 (終16:09)

⇒1/19(木)まで予定 ●１/６（金）は②の回なし

ソウル・オブ・ワイン

1/2( 月) 現在

①9:30 ②13:55 ③18:15 (終20:35) ●①割1300円

離ればなれになっても

①12:40 ②19:25 (終21:06/予告なし)

ケイコ 目を澄ませて

シアターキノ ＴＥＬ 011-231-9355

★1/23(月)人生フルーツ

2/4(土) →2/10(金)
2/10(金)～
対峙

→…

1/27(金) イニシェリン島の精霊 ――――――――――――→…

ビー・ジーズ――――――――――→
土を喰らう十二ヵ月→…2/17(金)
アザー・ミュージック――――――→ 離ればなれになっても――――――――――――――――――――――――――→…
ソウル・オブ・ワイン――――――――――――――――――――→
ある男――――――――――――――――――――→母の聖戦
――――――――――――――――――→…
夜明けの詩 ――――――――――――――――――――――→
人生クライマー ――――――――→
笑ったり――――――――――――――――→シスター 夏のわかれ道――――――――――――――――→ 戦場記者――――→…2/17(金)
あ の こ と――――――――――→ 泣いたり、
メイクアップ・アーティスト――→
フォーエバー・チャップリン
―――――――――――→ マリー・クワント―――→ 天上の花―――――――――――――――――――→
P I G /ピッグ ――――――――→
ランディ・ローズ ―――――――――――――――→
ノベンバー ――――――→ほどけそうな、
息――――→クライング・ゲーム―――→2/9(木)
は だ か の ゆ め ―――――――→
トゥモロー・モーニング―――――――――――――――→ 1/12(木)
ある職場
伊藤高志特集
12ヶ月のシネマリレー 黒い牡牛→1/26(木)
マッドゴット――――――――――――――――――→ 1/12(木)
2/4(土)～6(月) 2/8(水)・9(木)
アメリカから来た少女→1/26(木)

Ｆ Vo l.167 1/6(金)『 暴力を巡る対話』 Ｆ Vo l.168 1/13(金)『 なまず』 Ｆ Vo l.169 1/20(金)『 コスタリカの奇跡』

Ｆ Vo l.170 2/3(金)『 擬音』

2/7(火)場内工事のため休館

