
札幌市中央区南三条西八丁目七の三（狸小路八丁目）

電話番号

店舗営業日

営業時間

：（〇一一） 二一〇 七三八八

：金・土・日・月

：十一時から十九時（日曜日十七時まで）

w w w . k u s a k a . n e t

札幌市中央区南3条西7丁目5番地(狸小路7丁目)
TEL 011‒272‒8070　営業時間１7：００～２４：００ / 水曜定休

9/28(水)～10/2(日)

コンチネンタルギャラリー
中央区南1西11 コンチネンタルビルB1

読む、聴く、触れる
五感で感じる
谷川俊太郎さんの世界。
札幌市中央区南 3西 7 KAKU 
IMAGINATION 2F（KINOから
西へ徒歩約２分。等身大パネルが
目印）TEL.011-211-0204
11～20時（火曜定休）
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札幌市中央区狸小路6丁目南3条グランドビル2F
TEL 011 231 9355
www.theaterkino.net  ／  webmaster@theaterkino.net

 7.2 SAT   「童年往事」終了後トーク「童年往事」終了後トーク

「侯孝賢を語る」「侯孝賢を語る」
小坂史子さん 中国語圏映画プロデューサー ・ 侯孝賢作品の字幕翻訳小坂史子さん 中国語圏映画プロデューサー ・ 侯孝賢作品の字幕翻訳

 7.4  MON 宇野常寛さん講演会宇野常寛さん講演会

「モノのミカタ、映画のミカタ、「モノのミカタ、映画のミカタ、
 『ドライブ・マイ・カー』を中心にして」 『ドライブ・マイ・カー』を中心にして」

 7.15  FRI 「スープとイデオロギー」公開前夜祭上映＆トーク「スープとイデオロギー」公開前夜祭上映＆トーク
ヤン・ヨンヒ監督 ・ プロデューサー荒井カオルさんヤン・ヨンヒ監督 ・ プロデューサー荒井カオルさん

今号のごあいさつ今号のごあいさつ

支配人　中島ひろみ

　桜の花からライラックの季節へ、初夏の香りがしてきましたね。満喫していますか？　
　7月4日、シアターキノは30歳になります。キノは市民出資で誕生した映画館、2年前くら
いから皆さんに、そして映画たちにどんなお返しができるだろうか、と考えてきました。この
時期、世界中がかつてないパンデミック禍に置かれ暗中模索状態。でもこんな時だからこそと
前向きに明日を見つめることにしました。そうして監督たち41人のご協力を得て、若い人た
ちに出会ってほしい「若き日の映画本」、エッセイ集を作ることに。今大詰めの作業に追われ
ている最中でして、そんな時にとても嬉しいニュースが飛び込んできました。
　是枝裕和監督の最新作、今回は韓国映画として「ベイビー・ブローカー」がカンヌ国際映画
祭でソン・ガンホさんが主演男優賞に！ キノのスクリーンでもお馴染みの役者さんです。
　そしてデビュー作「PLAN 75」で早川千絵さんは新人監督賞・特別表彰に。「生きる意味とか、
意義というのではなく、生きていることがとても尊い、そのことを描きたかった」と。
　「私たちは映画のなかで様々な体験をしながら、人生を学んでいる」以前お会いした時にそ
うおっしゃったのはホウ・シャオシェン監督でした。ともに皆さん執筆者のおひとりです。
　ではまもなく誕生、KINO本を楽しみに！

Vol.154

6 /24 ベネチア国際映画祭で審査員大賞を受
賞した塚本晋也監督の ”究極の愛“ が
20年ぶりに蘇る。

六月の蛇六月の蛇

毎週金曜日、
フライデーシネマも盛りだくさん！

FRIDAY

Vol.155

7/8 「地球のお医者さん」と呼ばれる環境再
生医の矢野智徳さんのドキュメンタ
リー。

杵人（もりびと）杵人（もりびと）

Vol.158

8 /26 日本の山々に実在した流浪の民・山窩
（サンカ）を題材に、孤独な少年とサン
カ一家の交流を描く。

山歌山歌

Vol.156

7/22 沖縄の架空の島を舞台に、個性的な住
民たちが繰り広げる騒動を描いた3話
構成のオムニバス。

パイナップル・ツアーズパイナップル・ツアーズ

Vol.157

8 /12 現代音楽家・日野浩志郎と、佐渡島の
太鼓芸能集団「鼓動」のコラボを豊田
利晃監督が捉える。

戦慄せしめよ 戦慄せしめよ （予定）（予定）

7/1（金）より
発売開始！

若き日の映画本若き日の映画本
シアターキノ30周年記念出版

映画監督や俳優・詩人・評論家たち41名による映画監督や俳優・詩人・評論家たち41名による
「わたしの映画」が1冊の本に！！「わたしの映画」が1冊の本に！！

「「生生きたきた人間人間がが動動いている」いている」と 初めて実感できた映画だったと 初めて実感できた映画だった
--文月悠光文月悠光

文月悠光文月悠光
是枝裕和是枝裕和
手塚眞手塚眞
早川千絵早川千絵
ホウ・シャオシェン ホウ・シャオシェン 
岩井俊二岩井俊二
常盤貴子常盤貴子
阪本順治阪本順治
犬童一心 犬童一心 
宇野常寛宇野常寛
松井久子松井久子
大林千茱萸大林千茱萸
津野愛津野愛
ピーター・バラカンピーター・バラカン
石川慶石川慶
森達也森達也
佐藤美由紀佐藤美由紀
沖田修一沖田修一
吉田徹吉田徹
谷口正晃谷口正晃
中野理恵中野理恵

安藤桃子安藤桃子
河股藍河股藍

熊切和嘉熊切和嘉
阿武野勝彦阿武野勝彦

金原由佳金原由佳
金平茂紀金平茂紀

福間美由紀福間美由紀
谷本聡子谷本聡子
代島治彦代島治彦
西川美和西川美和

入江悠入江悠
小田香小田香

小川智子 小川智子 
森直人 森直人 
三宅唱三宅唱

想田和弘想田和弘
田中綾田中綾

福永壮志福永壮志
谷川俊太郎谷川俊太郎

利重剛利重剛

●2022年度KINO会員募集中！ 締め切り7月31日（日）
　ビンテージ・スタンダード・シニア・学生会員 ご利用期間：2022年6月1日～2023年5月31日
※今年度からムービーラインナップ送料（1年間）600円かかります。（希望の方のみ）

シアターキノ３０周年記念出版シアターキノ３０周年記念出版

  「若き日の映画本」 「若き日の映画本」 記念トークイベント記念トークイベント

○受付時にお熱を測らせていただきます。
○マスク着用をお願いいたします。着用されない時は、ご覧いただけません。
○ロビー側入り口に消毒液を設置していますので、入場時に手の消毒をお願いします。
○ロビーでお待ちの時は、大声を出さず静かにお待ち下さい。
○上映中、マスクの着用、お話しはせず、飲み物を飲む時だけそっとマスクをはず
　し、すぐにつけて下さい。（食べ物不可）

○入場整理券は使用後、除菌のため毎回拭いています。
○各回上映開始後、入口やトイレドアや手すり等を除菌のため毎回拭き掃除しています。
○スタッフはマスクを着用し、受付では念入りに手洗い・消毒をして対応しています。
○ブランケットの貸し出しは休止しています。
○スタッフは、毎日検温などにより体調管理をしています。

　　お客様へのお願い　　お客様へのお願い

　　シアターキノの感染予防対策　　シアターキノの感染予防対策

　詳しくはキノHPを

7/17/1（金）（金）
発売開始発売開始



瀬戸内寂聴
99年生きて思うこと

オフィサー・アンド・スパイ
最終日はお問い合わせください

エリザベス 女王陛下の微笑み
最終日はお問い合わせください

わたしは最悪。
最終日はお問い合わせください

ナワリヌイ
最終日はお問い合わせください

スープとイデオロギー
最終日はお問い合わせください　★7/15前夜祭！ ヤン・ヨンヒ監督・プロデューサー荒井カオルさん ゲストトーク

戦争と女の顔
1日1回上映

ルッツ 海に生きる
1日1回上映

君を想い、バスに乗る
最終日はお問い合わせください

長崎の郵便配達
最終日はお問い合わせください

新章 パリ・オペラ座
～特別なシーズンの始まり～
最終日はお問い合わせください

1640日の家族
最終日はお問い合わせください

アウシュヴィッツの
チャンピオン

プアン 友だちと呼ばせて
最終日はお問い合わせください

教育と愛国
1日1回上映

タルベーラ伝説前夜
「ダムネーション／天罰」
「ファミリー・ネスト」「アウトサイダー」

ホウ・シャオシェン初期作品特集
KINO30周年記念企画　7/2・3・5-8

母へ捧げる僕たちのアリア
1日1回上映

アトランティス 1日1回上映

リフレクション 1日1回上映

ゴースト・フリート
知られざるシーフード業界の闇

男たちの挽歌 4Kリマスター版 最終日はお問い合わせください

アンラッキー・セックス または 
イカれたポルノ 監督〈自己検閲〉版

アメリカン・ユートピア 特別版

メイド・イン・バングラデシュ

ムクウェゲ

ストーリー・オブ・フィルム
111の映画旅行

私はヴァレンティナ

たぶん悪魔が 1日1回上映

湖のランスロ 1日1回上映

あなたの顔の前で 1日1回上映

イントロダクション 1日1回上映

気狂いピエロ

勝手にしやがれ

ショーシャンクの空に 1日1回上映

ボイリング・ポイント／沸騰 1日1回上映

サマー・オブ・ソウル
（あるいは、革命がテレビ放映されなかった時）
受賞記念上映　1日1回上映

アプローズ、アプローズ！ 囚人たちの大舞台
最終日はお問い合わせください

ぼくの歌が聴こえたら
最終日はお問い合わせください

三姉妹
1日1回上映

FLEE フリー
最終日はお問い合わせください

魂のまなざし
-9/2　1日1回上映

ワン・セカンド
永遠の24フレーム

シェイン 世界が愛する厄介者のうた
最終日はお問い合わせください1日1回上映

最終日はお問い合わせください

テアトル・クラシックス ACT.1
愛しのミュージカル映画たち

 

次回 スワンソング 8/27-

次回 インフル病みのペトロフ家
 8/27-9/2

次回 WANDA ワンダ 8/27-9/2

フライデーシネマ vol.156
パイナップル・ツアーズ 7/22

フライデーシネマ vol.158
山歌 8/26

フライデーシネマ vol.157
戦慄せしめよ （予定）8/12

フライデーシネマ vol.155
杜人 （もりびと） 7/8

KINO 30周年記念企画
小坂史子さん トーク 7/2
「侯孝賢を語る」

宇野常寛さん 講演会 7/4
「モノノミカタ、映画のミカタ、

 『ドライブ・マイ・カー』を中心にして」

フライデーシネマ vol.154
六月の蛇 6/24
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7/16-7/16-7/16-7/16-

君を想い、バスに乗る君を想い、バスに乗るスープとイデオロギースープとイデオロギー

最愛の妻を亡くした 90歳のトムはローカルバス
のフリーパスを利用してイギリス縦断の壮大な
旅に出る。目指すはランズエンド。妻と出会っ
た大切な場所、そして最後の約束のために……

年老いた母が娘の監督にはじめて打ち明けた
壮絶な体験。撮影を通して母を理解していく姿
に涙する。ひとりの女性の生き様を通して、国家
の残酷さと運命に抗う愛の力があることを。

監督：ギリーズ・マッキノン
出演：ティモシー・スポール／フィリス・ローガン
2021／イギリス／86分／英語／スコープ／DCP

監督・脚本・ナレーション：ヤン・ヨンヒ
2021／韓国・日本／118分／DCP／ドキュメンタリー

The Last BusThe Last BusSoup and IdeologySoup and Ideology

7/1-7/1-

わたしは最悪。わたしは最悪。

「ドライブ・マイ・カー」と最後までアカデミー賞
を争い、カンヌでは女優賞を受賞！将来が見え
ず、人生の脇役気分の主人公ユリヤの日常。最
悪な本音が最高の共感を呼んでいく。

監督・脚本：ヨアキム・トリアー
出演：レナーテ・レインスヴェ／アンデルシュ・ダニエルセン・リー
2021／ノルウェー・フランス他／128分／DCP／R15+

The Worst Person in the WorldThe Worst Person in the World

8/20-268/20-26

8/20-9/28/20-9/2

母へ捧げる母へ捧げる
僕たちのアリア僕たちのアリア

魂のまなざし魂のまなざし

監督・脚本：ヨアン・マンカ
出演：マエル・ルーアン＝べランドゥ／ジュディット・シュムラ
2021／フランス／108分／DCP／PG12

監督：アンティ・ヨキネン
出演：ラウラ・ビルン／ヨハンネス・ホロパイネン
2020／フィンランド・エストニア／122分／DCP

社会の底辺で生きる少年が出会ったオペラ。昏睡
状態の母のため、少年は歌う喜びに目覚めるー　

フィンランドの国民的画家ヘレン・シャルフベック、
ひたむきに真実を求め続けた愛と友情の物語。

8/13-198/13-19

8/27-9/28/27-9/2

ルッツ ルッツ 海に生きる海に生きる

インフル病みのインフル病みの
ペトロフ家ペトロフ家

監督：アレックス・カミレーリ
出演：ジェスマーク・シクルーナ／ミケーラ・ファルジア
2021／マルタ／95分／DCP

監督：キリル・セレブレンニコフ
出演：セミョーン・セルジン／チュルパン・ハマートワ
2021／ロシア・フランス他／146分／DCP／R15+

地中海の島国マルタで伝統漁船ルッツで漁に
出る青年、仕事の誇りと現実の狭間で葛藤する。

ロシア演劇の鬼才がロシア社会への強烈な風
刺を込めつつ、妄想と現実の曖昧な境界を描く。

8/5-8/5-

8/13-198/13-19

長崎の郵便配達長崎の郵便配達

サマー・オブ・ソウルサマー・オブ・ソウル
（あるいは、革命がテレビ放映（あるいは、革命がテレビ放映
されなかった時）されなかった時）

受賞記念上映受賞記念上映

監督：川瀬美香
出演：イザベル・タウンゼンド／谷口稜曄／ピーター・タウンゼント
2021／日本／97分／DCP

監督：アミール・“クエストラブ ”・トンプソン
出演：スティービー・ワンダー／B・B・キング
2021／アメリカ／118分／DCB

英国のジャーナリストの原作をもとに、娘の女
優が長崎で被爆した谷口さんの想いを追う。

アカデミー賞長編ドキュメンタリー賞受賞記念。
音楽が世界を変える！1年前の夏が帰ってきた！

6/25-7/16/25-7/16/18-246/18-24 6/18-246/18-24

6/25-7/16/25-7/16/18-246/18-24 6/18-246/18-24

ストーリー・オブ・フィルムストーリー・オブ・フィルム
111の映画旅行111の映画旅行

アメリカン・ユートピアアメリカン・ユートピア
特別対談付き上映特別対談付き上映

ムクウェゲムクウェゲ

ゴースト・フリートゴースト・フリート
知られざるシーフード産業の闇知られざるシーフード産業の闇

アンラッキー・セックスアンラッキー・セックス
またはイカれたポルノまたはイカれたポルノ
監督〈自己検閲〉版監督〈自己検閲〉版

メイド・イン・メイド・イン・
バングラデシュバングラデシュ

監督・ナレーション：マーク・カズンズ
2021／イギリス／167分／英語／ビスタ／DCP

監督：スパイク・リー
出演：ディヴィッド・バーン他
2020／アメリカ／107分／英語／DCP

監督：立山芽以子　語り：常盤貴子
2021／日本／75分／ビスタ／DCP

監督：シャノン・サービス／ジェフリー・ウォルドロン
出演：パティマ・タンプチャヤクル
2018／アメリカ／90分／DCP

監督：ラドゥ・ジューデ
2021／ルーマニア他／106分／ルーマニア語／DCP／R15+

監督：ルバイヤット・ホセイン
出演：リキタ・ナンディニ・シム／ベラ・ラフマン
2019／フランス・バングラデシュ他／95分／DCP

誰よりも映画を愛する男が、111本の映画の表
現方法を徹底的に深堀解説。映画ファン必見！

何度も見た方続出で、今回はディヴィット・バー
ンとスパイク・リー監督の特別対談付き！

女性にとって世界最悪の場所での命を懸けた
闘い、ノーベル平和賞を受賞した医師の記録。

7/30-8/127/30-8/127/23-8/57/23-8/5

8/13-268/13-267/23-8/57/23-8/5

教育と愛国教育と愛国イントロダクションイントロダクション

戦争と女の顔戦争と女の顔あなたの顔の前であなたの顔の前で

監督：斉加尚代
出演：吉田典裕／池田剛／吉田裕
2022／日本／107分／DCP

監督・脚本・撮影・音楽：ホン・サンス
出演：シン・ソクホ／パク・ミソ
2020／韓国／66分／韓国語／モノクロ／DCP

監督：カンテミール・バラーゴフ
出演：ヴィクトリア・ミロシ二チェンコ
2019／ロシア／137分／DCP／PG12

監督・脚本・撮影・音楽：ホン・サンス
出演：イ・へヨン／チョ・ユニ
2021／韓国／ 85分／ビスター／ DCP

20年以上教育現場を取材してきた斉加監督が
教育現場に迫る危機を描き出し、大ヒット中。

モノクロームで詩情豊かに紡がれた青年ヨンホを
めぐる三つの物語。ベルリン銀熊賞（脚本）受賞。

ベラルーシのノーベル賞作家原案、PTSDを抱え
ながら戦後ソ連を生きる二人の女性。傑作です！

家族を捨てたはずの過去、果たされることのな
い未来への約束を前に明かされるのは……

7/23-8/57/23-8/5

7/30-8/127/30-8/12

ボイリング・ポイントボイリング・ポイント
／沸騰／沸騰

ショーシャンクの空にショーシャンクの空に

監督・脚本・製作：フィリップ・バランティー二
出演：スティーヴン・グレアム／ヴィネット・ロビンソン
2021／イギリス／95分／英語／DCP／PG12

監督：フランク・ダラボン
出演：ティム・ロビンス／モーガン・フリーマン
1994／アメリカ／142分／DCP

90分驚異のワンショットに世界が絶賛！ 崖っぷ
ちのシェフを襲う予測不能な波乱の一夜、開幕！

刑務所の長期囚人と無実の罪の男の友情を軸
に、奇跡が。映画ファンに愛され続ける名作。

7/9-227/9-22

三姉妹三姉妹

監督・脚本：イ・スンウォン
出演：ムン・ソリ／キム・ソニョン
2020／韓国／115分／韓国語／DCP

ムン・ソリほか実力派女優が三姉妹を演じ韓国
の主要映画祭で女優賞を受賞した人間ドラマ。

7/9-7/9-

7/9-7/9-

ぼくの歌が聴こえたらぼくの歌が聴こえたら

シェインシェイン
世界が愛する厄介者のうた世界が愛する厄介者のうた

監督・脚本：ヤン・ジョンウン
出演：チャンヨル／チョ・ダルファン
2021／韓国／93分／韓国語／スコープ／DCP

監督：ジュリアン・テンプル　製作：ジョニー・デップ
出演：シェイン・マガウアン／ジョニー・デップ
2020／米・英他／130分／英語／Aビスタ／DCP／R18+

箱の中でしか歌えない天才ミュージシャンと訳ア
リ元敏腕プロデューサーの友情と成長の物語。

シェインの親友ジョニー・デップが製作、パンク、
ドラッグ、ライブ映像を交え、彼の軌跡を。

「海の奴隷」として漁船で働かされる男達。逃げ
場はない彼らを救うため一人の女性が海へ向かう。

ベルリン国際金熊賞！“卑猥とは何か”人間の性
をあぶり出し、タブーを打ち破る大論争コメディ。

世界の繊維業界を支えるバングラデシュの女性た
ち。過酷な環境を変えようと立ち上がったのは！

6/25-6/25-

6/25-306/25-30

男たちの挽歌男たちの挽歌
4Kリマスター版4Kリマスター版
日本公開35周年記念日本公開35周年記念

私はヴァレンティナ私はヴァレンティナ

監督・脚本：ジョン・ウー　製作：ツイ・ハーク
出演 :チョウ・ユンファ／ティ・ロン／レスリー・チャン
1986／香港／96分／広東語／ビスタ／DCP／R15+

監督・脚本：カッシオ・ペレイラ・ドス・サントス
出演：ティエッサ・ウィンバック／グタ・ストレッサー
2020／ブラジル／95分／ポルトガル語／DCP／PG12

香港ノワールの最高峰。あの興奮と感動、バレエ
のように美しいガンアクション、伝説が遂に蘇る！

あるがままの私として生きる。そう決めた17歳
のヴァレンティナの奮闘と希望の物語。

6/25-6/25-

FLEE フリーFLEE フリー

監督：ヨナス・ポヘール・ラスムセン
2021／デンマーク・スウェーデン他／89分／デンマーク語・
英語他／スコープ／DCP

アカデミー賞3部門ノミネート！ なぜアニメでド
キュメンタリーなのか、感動の裏にその理由が。

7/2-7/2-

ナワリヌイナワリヌイ

監督：ダニエル・ロアー
出演：アレクセイ・ナワリヌイ／ユリヤ・ナワリヌイ
2022／アメリカ／98分／ロシア語・英語／DCP

どんなスパイ映画よりもスリリング！ プーチンが最も
恐れる男を襲った衝撃の毒殺未遂事件の真相とは⁈

1640日の家族1640日の家族 アプローズ、アプローズ！アプローズ、アプローズ！  囚人たちの大舞台囚人たちの大舞台 プアン プアン 友だちと呼ばせて友だちと呼ばせて

7/29-7/29- 7/30-7/30- 8/5-8/5-

生後18か月のシモンを受け入れた里親のアン
ナと家族たち。二人の息子と兄弟のように育ち、
4年半が過ぎようとしていた。ところがそんなあ
る日、シモンの実父が手元で育てたいと……

囚人たちに演技を教え、遂には刑務所の外での
公演にこぎつける実話。演目はなんと「ゴドー
を待ちながら」。予想以上の評判をえて、遂には
パリ・オデオン座からもオファーが来るが。

余命宣告を受けた青年が親友に頼んだのは、元
恋人たちを巡る旅。終着点に隠された「永遠の
友でいるための秘密」。ウォン・カーウァイが製
作したノスタルジーが胸を締め付ける青春物語。

監督・脚本：ファビアン・ゴルジュアール
出演：メラニー・ティエリー／リエ・サレム
2021／フランス／102分／フランス語／Aビスタ／DCP

監督：エマニュエル・クールコル
出演：カド・メラッド／ダビッド・アヤラ
2020／フランス／105分／DCP

監督・脚本：バズ・プーンピリヤ　製作：ウォン・カーウァイ
出演：トー・タナポップ／アイス・ナッタラット
2021／タイ／　　分／DCP

La vraie familleLa vraie famille Un triompheUn triomphe One for the RoadOne for the Road

8/20-8/20-8/19-8/19-

第2次世界大戦中のアウシュヴィッツ強制収容
所。ヒトラー占領下にあったヨーロッパ地域で、
最大の絶滅収容所にいながらも希望を持ち続け
生還した一人のボクサーを描いた衝撃の実話。

世界的パンデミック禍、バレエの殿堂において
も静寂が支配した。そして3か月後、再開。限
られた時間を生きるダンサーたちの身体、期待
と不安そして踊ることの喜びが新たな幕を開ける。

監督・脚本：マチェイ・バルチェフスキ
出演：ピョートル・グロバツキ／グジェゴシュ・マウェツキ
2020／ポーランド／91分／DCP

監督：プリシラ・ピザート
出演：アマンディーヌ・アルビッソン／レオノール・ボラック
2021／フランス／73分／DCP

アウシュヴィッツのチャンピオンアウシュヴィッツのチャンピオン新章 パリ・オペラ座 新章 パリ・オペラ座 
～特別なシーズンの始まり～～特別なシーズンの始まり～

エリザベス エリザベス 女王陛下の微笑み女王陛下の微笑み

MistrzMistrz

■上映候補作品
「キングメーカー 大統領を作った男」「PETITE MAMAN」「エンニオ」「Worth」「First Cow」「ホステージ」「ダイアナ」「セイ
ント・フランシス」「C.R.A.Z.Y」「復讐は私にまかせて」「Meeting The Beatles in India」「灼熱の魂」 ローリング・ストーン
ズ「ロックンロール・サーカス」／「チャーリー・イズ・マイダーリン」 「ぜんぶ、ボクのせい」「ジャック・リヴェット特集」「シャ
ンタル・アケルマン特集」「トリュフォー映画祭」「水俣曼荼羅」etc.

上映時間・日程は変更する場合がございますので、詳しくは劇場までお問い合わせください。011-231-9355

※1 各回完全入替制。途中入場はご遠慮ください。 ※2 学生の方は、学生証をご提示ください。 ※3 シニアの方は、年齢のわか
るものをご提示ください。 ※4 障害者手帳をご提示の方に付き添いの方1名様まで1,000円でご覧いただけます。 ※5 夫婦50
割引は、どちらかが50歳以上のご夫婦で同じ作品をご覧の場合はご夫婦でいつでも2,400円（お2人そろって受付、年令証明書
をご提示ください。）

一般 ¥1,800

学生 ¥1,400

シニア 60歳以上 ¥1,100

高校生以下 ¥1,100

障害者割引 ¥1,000

夫婦50割引おふたりで ¥2,200

料金

月曜  カップルサービス・デー ¥2,200

水曜 KINO会員デー Wポイント

木曜 キノサービス・デー ¥1,100

日曜 18:00以降の回 ¥1,100

毎月1日 映画サービス・デー ¥1,100

お得な割引

キノビンテージ会員＆スタンダード会員の方は、
映画券3枚セットが¥3,900。キノ窓口にて発売中 !

キノの3枚セット映画券
¥4,500発売中！

プレゼントにいかがですか？THEATER KINO

MOVIE TICKET

THEATER KINO
MOVIE TICKETTHEATER KINOMOVIE TICKET

4月1日より
料金改定
いたしました

¥1,200

¥2,400

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥1,000

¥2,400

6/17-6/17-

1952年、25歳の若さでエリザベス2世として即
位して今年70周年を迎える。映画は30年代か
ら現在までのアーカイブ映像をもとに、激動の時
代、たった一度の人生を生きる、一人の女性を描く。

監督：ロジャー・ミッシェル
2021／イギリス／ドキュメンタリー／90分／DCP

ELIZABETHELIZABETH
孤高の映画監督孤高の映画監督
ロベール・ブレッソンロベール・ブレッソン
幻の傑作初公開！幻の傑作初公開！

ホウ・シャオシェンホウ・シャオシェン
初期作品特集初期作品特集

ジャン＝ポール・ベルモンドジャン＝ポール・ベルモンド
＆ジャン＝リュック・ゴダール＆ジャン＝リュック・ゴダール
愛か、死か、永遠か。愛か、死か、永遠か。

戦禍に見舞われた戦禍に見舞われた
 ウクライナの真実 ウクライナの真実
ヴァレンティン・ヴァシャ・ヴィッチ監督ヴァレンティン・ヴァシャ・ヴィッチ監督
 2作品上映 2作品上映

勝手にしやがれ勝手にしやがれ  60周年 4Kレストア版60周年 4Kレストア版  
出：アントワーヌ・モニエ　　  （1977／フランス／84分）

たぶん悪魔が たぶん悪魔が 
出：アントワーヌ・モニエ　　（1977／フランス／97分）
湖のランスロ湖のランスロ  
出：リュック・シモン 　　　（1974／フランス他／84分） 

気狂いピエロ気狂いピエロ  50周年 2Kレストア版50周年 2Kレストア版  
出：リュック・シモン 　　　　（1974／フランス／84分） 

 リフレクション  リフレクション 
2021／ウクライナ／128分／ウクライナ語／スコープ／DCP
アトランティスアトランティス  
2021／ウクライナ／108分／ウクライナ語／スコープ／DCP

7/16-227/16-22

6/25-306/25-30

7/23-297/23-297/2,37/2,3    童年往事 時の流れ    童年往事 時の流れ    　 　 （1985／ 138分／台湾） 

　　　　     　　　　　　　　　★7/2 小坂史子さん ゲストトーク

7/5,67/5,6         風風櫃櫃の少年の少年　　       　　　       　（1983／ 101分／台湾） 
7/77/7 　    　   風が踊る風が踊る 　　  　  　　  　  （1981／ 91分／台湾）

7/87/8　　   HHHHHH：：侯孝賢侯孝賢　      （1997／ 92分／フランス）

　　　　　　　　　　　             

監督：オリヴィエ・アサイヤス

タルベーラタルベーラ
伝説前夜伝説前夜
7/9-157/9-15

ダムネーション／天罰 　　ダムネーション／天罰 　　（1988／121分／モノクロ）
ファミリー・ネスト　　 　　ファミリー・ネスト　　 　　（1977／105分／モノクロ）
アウトサイダーアウトサイダー　　　　　　　　（1981／128分／カラー）


