
 8.26 FRI 「十年 「十年 Ten Years JapanTen Years Japan」 」 （短編集の一本、「PLAN75」の元になる作品）（短編集の一本、「PLAN75」の元になる作品）  
ご挨拶ご挨拶  早川千絵監督早川千絵監督

「PLAN７５」 「PLAN７５」 カンヌ国際映画祭 特別表彰受賞記念トークカンヌ国際映画祭 特別表彰受賞記念トーク
上映終了後、トーク上映終了後、トーク  早川千絵監督早川千絵監督

9.23  FRI 「水俣曼荼羅」「水俣曼荼羅」
上映終了後、ロングトーク上映終了後、ロングトーク  原一男監督原一男監督

シアターキノ３０周年記念シアターキノ３０周年記念 「分福」映画祭 「分福」映画祭
是枝裕和監督、西川美和監督はじめ、是枝裕和監督、西川美和監督はじめ、
分福所属の若手監督たち11名が一挙来館します！分福所属の若手監督たち11名が一挙来館します！

 11.3THU-5SAT

EventsEvents

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）

1352022.8–11

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

今号のごあいさつ今号のごあいさつ

支配人　中島ひろみ

いかがでしたか？ 光景が浮かんできますね、そして（映画名は内緒ですが）気持ちが伝わっ
てきますね。そうそう、こんな風に帰り道、宙に浮いたままの何かを感じとろうとしていた、
そんな経験、ありますね。
映画で心がつながり、その「場」が重要な位置を占める。本の中の住人たちは研ぎ澄まされ
た感性を縦横無尽に張り巡らせているようです。それは今につながっている。
「若き日の映画本」ご覧になった皆さんからたくさんの声をいただいています。「ノスタルジ
ィに浸っていない、いい本になったね」とおっしゃっていただいたこと、嬉しかったです。
夏から秋のキノへ、30周年記念企画第2弾「分福映画祭」では是枝裕和監督、西川美和監督、
若手分福の監督たちが勢揃い！ご期待ください。

Vol.159

9 /16 映画製作システムの原型を作り1000
本以上の作品を残した世界初の女性監
督アリス・ギイのドキュメンタリー。
映画史を見直すべき貴重な体験が！

映画はアリスから始まった映画はアリスから始まった

金曜日の夜は映画を観よう！

FRIDAY

　　  016年末に始まったフライデーシネマも、160本にもなりました。一年平均で約30本の作品
　　 を紹介してきたことになります。これは、東京で公開される映画が一年で約1200本もある
現状で、札幌では650～700本が公開されますが、それでも優れた作品が数多くあり、少しでも
紹介したいと、金曜日の夜、一回限りの上映をはじめました。これからも多様な作品の上映を
続けてまいります。

2

●2022年度KINO会員募集延長！ 締め切り11月30日（水）
　スタンダード・シニア・学生会員 ご利用期間：2023年5月31日まで
　（ビンテージ会員は終了しました）

○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）

　　お客様へのお願い　　お客様へのお願い

○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。

　　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月1日から本が販売になりました。キノ
で購入されると30年間のムービーラインナ
ップの表紙ポスターをプレゼントしていま
す。「これが欲しかった」と言っていただけ
るだけでなんだかほろりとします。では少
しだけ本のページを開いてみましょう。
　
辛く重苦しい浪人生活を終えめでたく大学生に。でも 1か月もしないうちに、ここは
違う、と居場所を求めて大学の近くの映画館へ通うようになった二十歳になろうとして
いるころ…… いったい誰のお話でしょう？ 本のなかから一部ご紹介です。

「映画館は地下にあって、なぜか真ん中ちょっと右寄りに四角い柱が 1 本あり、邪魔にな
りそうだったので、そのあたりは避けて座った。客席には自分と同じように暇つぶしのサラリ
ーマンがチラホラいる程度だった。まだ上映中に煙草を吸う人もいて、四十席ほどの客席が
白く煙っていたのを覚えている。映画の内容はもちろん素晴らしかったのだがそれ以上に僕
の記憶に焼き付いているのは、最初は昼寝をする気満々で背もたれに身体を埋もれるように
して観ていたサラリーマンたちが、物語が進むに連れ身体を起し身を乗り出して観始めたそ
の変わりようだった。座席に傾斜がないので彼らの頭が映画の後半からは邪魔になった。そ
してあろうことか終のマークが出た時にワイシャツ姿の男の何人かはスクリーンに向かって拍
手をしたのである。

僕は何か足元がふわふわするような変な感覚に襲われながら階段を登り、並木通りに出
た。その時の町の喧騒、そして、その日はもう帰ろうかと思って地下鉄に乗り辿り着いた池
袋の西武線の改札。そんな風景を今でも断片的に覚えている。そして、電車に揺られなが
らその時頭の中に浮かんだのは、僕はきっとあの主人公のように死ぬ間際に公園を残しはし
ないだろうという青臭い絶望だった。

映画を職業にするようになって、十代の時のこんな恥ずかしい経験は、あえて語らないよ
うにしていた。（中略）

ただ、ちょうど今から四十年前の、帰り道の途中でため息とともに口から出た「映画って
凄いな」という言葉は、うそではなかったと思う。映画は凄い。そして、あの時、あの映画
館は間違いなくこの映画の一部であった。」

―是枝裕和

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

 絶賛発売中! 



シャンタル・シャンタル・
アケルマンアケルマン映画祭映画祭
デジタルリマスター版デジタルリマスター版

私、あなた、彼、彼女私、あなた、彼、彼女    （1974／86分／モノクロ）

ジャンヌ・ディエルマンジャンヌ・ディエルマン （1975／200分）
ブリュッセル1080，コメルス河畔通り23番地ブリュッセル1080，コメルス河畔通り23番地

9/3-99/3-9

アウシュヴィッツの
チャンピオン
最終日はお問い合わせください

キングメーカー 大統領を作った男

スワンソング
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

ぜんぶ、ボクのせい
最終日はお問い合わせください

デリシュ！
最終日はお問い合わせください

アルピニスト
最終日はお問い合わせください

セイント・フランシス
最終日はお問い合わせください

プリンセス・ダイアナ
最終日はお問い合わせください

灼熱の魂
1日1回上映

秘密の森の、その向こう
最終日はお問い合わせください

Worth （原題） 
最終日はお問い合わせください

スペンサー ダイアナの決意
最終日はお問い合わせください

千夜、一夜
最終日はお問い合わせください

秋のドキュメンタリー
映画祭 9/17-22

原発をとめた
裁判長

復讐は私にまかせて

C.R.A.Z.Y

シャンタル・アケルマン
映画祭

First Cow （原題）
最終日はお問い合わせください

ブライアン・ウィルソン 約束の旅路
最終日はお問い合わせください

フランソワ・
トリュフォーの冒険

オルガの翼
1日1回上映

荒野に希望の
灯をともす

12ヶ月のシネマリレー 第1弾
ギルバート・グレイプ
1日1回上映

PLAN75
特別上映「PLAN75」「十年 Ten Years Japan」　
★早川千絵監督ゲストトーク 8/26

WANDA ワンダ
1日1回上映

インフル病みのペトロフ家
1日1回上映

さよなら、ベルリン
またはファビアンの選択について
特別上映 9/3・9/5・9/6

チャーリー・イズ・マイダーリン

ロックンロール・サーカス

マルケータ・ラザロヴァー
特別上映 9/4・9/7・9/8

 

次回 ベイビー・ブローカー 11/5-
ミスターヘレンケラー 11/5-

次回

フライデーシネマ vol.159
映画はアリスから始まった 9/16

水俣曼荼羅
特別上映 原一男監督 トーク 9/23

分福映画祭
11/3-5 各作ゲストトーク
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ザ・ローリング・ストーンズ 
2作品上映 1日1回上映

9/23-9/23- 9/24-9/24-9/23-9/23- 9/24-9/24-

WorthWorth （原題） （原題） ブライアン・ウィルソン ブライアン・ウィルソン 約束の旅路約束の旅路秘密の森の、その向こう秘密の森の、その向こう デリシュ！デリシュ！

アメリカを襲った大惨事 9・11テロ直後、途
方もない仕事に挑んだ人々がいた。それは約
7000人ものテロ被害者と遺族に補償するとい
う、全米の道徳観を揺さぶる衝撃の実話。

「ザ・ビーチ・ボーイズ」の創設メンバー、ブラ
イアン・ウィルソンに密着した初のドキュメンタ
リー。貴重なアーカイブ映像とともに、アメリ
カ西海岸のゆかりの地を巡る姿を追う。

何度となく見返したいと思うほど愛が詰まってい
る「燃ゆる女の肖像」のセリーヌ・シアマ監督新
作。最愛の人を亡くした 8歳の少女が森の中で
出会った少女。それは “8歳のママ”でした……

食の国フランス。貴族と庶民が同じ場所で食
事することが許されなかった時代、時は1789
年フランス革命前夜。世界ではじめて「レストラ
ン」を作った料理人の美味しそうで爽快なお話。

監督：サラ・コランジェロ
出演：マイケル・キートン／スタンリー・トゥッチ
2020／アメリカ／118分／DCP

監督・制作指揮：ブレント・ウィルソン
出演：ブライアン・ウィルソン／ジェイソン・ファイン
2021／アメリカ／93分／DCP

監督・脚本：セリーヌ・シアマ
出演：ジョセフィーヌ・サンス／ガブリエル・サンス／ニナ・ミュリス
2021／フランス／73分／DCP

監督・脚本：エリック・べナール
出演：グレゴリー・ガドゥボア／イザベル・カレ
2020／フランス・ベルギー／112分／DCP

Brian Wilson : Long Promised RoadBrian Wilson : Long Promised RoadPetite mamanPetite maman Delicieu xDelicieu x

9/10-9/10-

アルピニストアルピニスト

下見もほとんどせず、断崖絶壁や氷壁に命綱も
つけずに挑むマーク。SNSもやらず、携帯も持
たない彼は無名ながら天才クライマーだった。
彼はいったいどんな男なのだろうか。

監督：ピーター・モーティマー／ニック・ローゼン
出演：マーク・アンドレ・ルクレール／ブレッド・ハリントン
2021／アメリカ／93分／英語／ビスタ／DCP

10/29-11/210/29-11/2

10/29-11/210/29-11/2 10/22-2810/22-28

荒野に荒野に
希望の灯をともす希望の灯をともす

原発をとめた裁判長原発をとめた裁判長
そして原発をとめる農家たちそして原発をとめる農家たち

監督・撮影：谷津賢二
出演：中村哲
2022／日本／90分／DCP

監督・脚本：小原浩靖
出演：樋口英明／河合弘之／近藤恵
2022／日本／92分／DCP／ドキュメンタリー

アフガニスタン他で35年にわたり、病や貧困
に苦しむ人々に寄り添い続けた中村哲さん。

原発の危険性伝えるため人生をかけた元裁判
長、太陽光発電で農業をよみがえらせる人々。

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

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

WANDAWANDA
ワンダワンダ

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・脚本・主演：バーバラ・ローデン
出演：マイケル・ヒギンズ／ドロシー・シュペネス
1970／アメリカ／103分／モノラル／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／チュルバン・ハマートワ
2021／ロシア・フランス・スイス・ドイツ／146分／DCP／R15+

アメリカの底辺社会に取り残された女性を描
いた受賞作、52年の時を経て初の劇場公開。

9/10-9/10- 9/10-169/10-16

9/10-239/10-23 9/10-169/10-16

ぜんぶ、ボクのせいぜんぶ、ボクのせい C.R.A.Z.Y.C.R.A.Z.Y.

灼熱の魂灼熱の魂 復讐は私にまかせて復讐は私にまかせて

監督・脚本：松本優作
出演：白鳥晴都／川島鈴遥／オダギリジョー
2022／日本／121分／ビスタ／DCP

監督・脚本：ジャン＝マルク・バレ
出演：ミシェル・コテ／マルク＝アンドレ・グロンダン
2005／カナダ・モロッコ／129分／DCP／PG12

監督・脚本：ドゥニ・ヴィルヌーブ／ニック・ローゼン
出演：ルブナ・アザバル／メリッサ・デゾルモー＝ブーラン
2010／カナダ・フランス／131分／DCP／PG12

監督・脚本：エドウィン
出演：マルティーノ・リオ／ラディア・シェリル
2021／インドネシア・シンガポール／115分／DCP／PG12

海辺で出会ったホームレスと孤独な少年。男の
踏み込みすぎない距離感が少年を救っている。

1960年代数々の名曲と共に、音楽、反抗、ユ
ーモア、保守的な家庭、青年の葛藤と成長。

衝撃の過去が明かされていくヴィルヌーブ監督
出世作。キノも本作に惚れこみ、大ヒット！

芦澤明子が撮影を担当したインドネシア発異色
恋愛アクション。血気盛んな怒涛の復讐劇。

カンヌが驚愕！ ロシアの鬼才監督が軟禁という
不条理下で映画に。まさに迷宮的パンデミック！

プリンセス・ダイアナプリンセス・ダイアナ 千夜、一夜千夜、一夜 スペンサー スペンサー ダイアナの決意ダイアナの決意

9/30-9/30- 10/7-10/7- 10/14-10/14-

ダイアナ元皇太子妃の半生には歴史に残る華
やかなウェディングや息子たちの誕生など幸せ
の絶頂から、 裏切りや悲劇、その渦中でも貫い
た慈善活動……。何が彼女を追い詰めたのか。

夫が突然姿を消してから30年の時が経った。
彼はなぜいなくなったのか。最愛の人の帰りを
「待つ女」たち。それぞれの人生が交差していく。
田中裕子他名演の傑作ヒューマンドラマ。

未来の王妃にならずに女性として、母として、一人
の人間として生きようとしたダイアナ。サンドリン
ガムで過ごす最後のクリスマス、彼女の人生を大
きく変えた決意の3日間……。実話に基づく物語。

監督：エド・パーキンズ
2022／イギリス／109分／DCP／ドキュメンタリー

監督：久保田直
出演：田中裕子／尾野真千子／安藤政信／ダンカン
2022／日本／126分／DCP

監督：パブロ・ラライン
出演：クリステン・スチュワート／ジャック・ファーシング
2021／ドイツ・イギリス／117分／DCP

The PrincessThe Princess SpencerSpencer BrokerBroker

11/5-11/5-

「パラサイト半地下の家族」「タクシー運転手」
などソン・ガンホさんが出ているのであれば大丈
夫、それほど信頼感のある役者さんです。是枝
監督新作では見事カンヌで主演男優賞受賞！

監督・脚本・編集：是枝裕和
出演：ソン・ガンホ／カン・ドンウォン／ぺ・ドゥナ／イ・ジウン
2022／韓国／ 139分／ DCP

ベイビーブローカーベイビーブローカー

PLAN 75PLAN 75

■上映候補作品
「ミスター・ヘレンケラー（仮）」「ドライビング・バニー」「ミーティング・ザ・ビートルズ・イン・インド」「宮松と山下」「グリーン
ナイト」「オンザライン」「愛する人に伝える言葉」「彼女のいない部屋」「３つの鍵」「靴ひものロンド」「Happening」「The 
Best Years」「ソウル・オブ・ワイン」「泣いたり笑ったり」「tomorrow」「ランディローズ」「メイクアップアーティスト」
「Mad 」「なまず」「テアトルクラシクス　ポール・ニューマン」「ジャック・リヴェット特集」「ロミー・シュナイダー特集」「やま
ぶき」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 

高校生以下 

障害者割引 ¥1,000

夫婦50割引おふたりで 

料金

月曜  カップルサービス・デー 

水曜 KINO会員デー Wポイント

木曜 キノサービス・デー 

日曜 18:00以降の回 

毎月1日 映画サービス・デー 

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

¥1,200

¥2,400

¥1,200

¥1,200

¥1,200

¥1,000

¥2,400

8/26-8/26-

カンヌ国際映画祭カメラドール特別表彰が登
場！早川千絵監督の「社会の役に立たない人間
は生きる価値がないという未来を迎えたくない
との想いが映画の原動力です」に共感！

監督・脚本：早川千絵
出演：倍賞千恵子／磯村勇斗／たかお鷹／河合優実
2022／日本・フランス他／112分／ビスタ／DCP

　　

秋のドキュメンタリー映画祭秋のドキュメンタリー映画祭

私だけ聴こえる私だけ聴こえる  （2022／  77分）
ポーランドへ行った子どもたちポーランドへ行った子どもたち  （2018／   78分）

私のはなし、部落のはなし私のはなし、部落のはなし  （2022／205分）
時代革命時代革命  （2021／158分） 

9/17-229/17-22

大人は判ってくれない大人は判ってくれない  （1959／99分／モノクロ）

夜霧の恋人たち夜霧の恋人たち  （1968／91分）
併映併映 //アントワーヌとアントワーヌと  （1962／30分／モノクロ）
コレットコレット  ＜＜二十歳の恋＞二十歳の恋＞

アデルの恋の物語アデルの恋の物語  （1975／97分）

突然炎のごとく突然炎のごとく  （1962／106分）

恋のエチュード恋のエチュード  （1971／130分）

10/1-610/1-6

生誕90周年生誕90周年
 フランソワ・ フランソワ・
 トリュフォーの トリュフォーの冒険冒険

スワンソングスワンソング

8/27-8/27-

ヘアメイクドレッサーのパトリックが、人生の最
後に残す作品、ラスト・パフォーマンス。誰もが
向き合う人生最後の決断を胸に、白鳥は飛び立
てるのか。人生はやっぱり素晴らしい。

監督：トッド・スティーブンス
出演：ウド・キアー／ジェニファー・クーリッジ
2021／アメリカ／105分／英語／ビスタ／DCP

SwanSwan  SongSong
キングメーカー キングメーカー 大統領を作った男大統領を作った男
KING MAKERKING MAKER

セイント・フランシスセイント・フランシス

9/3-9/3- 9/10-9/10-

選挙にきれい事は不要！不正が正義を飲み込む
不条理の渦の中、「影」として生きた選挙参謀を
通して韓国政界の深すぎる闇を暴き出す、ポリ
ティカル・サスペンスの真骨頂！

子守を任された6歳の少女とのひと夏の交流、
その両親のレズビアン・カップルとの出会いが、
ブリジットのさえない人生に変化を。女性の本
音をユーモアを交え軽やかに描き出す。

監督：ビョン・ソンヒョン
出演：イ・ソンギュン／ソル・ギョング
2021／韓国／123分／ビスタ／DCP

監督：アレックス・トンプソン　脚本：ケリー・オサリヴァン
出演：ケリー・オサリヴァン／ラモーナ・エディス・ウィリアムズ
2019／アメリカ／101分／英語／ビスタ／DCP

Saint FrancesSaint Frances

9/3,5,69/3,5,6 9/10-169/10-16

9/4,7,89/4,7,8 9/10-169/10-16

さよなら、ベルリンさよなら、ベルリン
またはファビアンのまたはファビアンの
選択選択についてについて

ロックン・ロール・ロックン・ロール・
サーカスサーカス
4Kレストア版4Kレストア版

マルケータ・マルケータ・
ラザロヴァーラザロヴァー

チャーリー・イズ・チャーリー・イズ・
マイ・ダーリンマイ・ダーリン
2Kレストア版2Kレストア版

監督：ドミニク・グラフ
出演：トム・シリング／ザスキア・ローゼンダール
2021／ドイツ／178分／DCP／PG12

監督：マイケル・リンゼイ＝ホッグ
出演：ザ・ローリング・ストーンズ／ジョン・レノン／ザ・フー
1968-1996-2019／イギリス／66分／DCP

監督・脚本：フランチシェク・ヴラーチル
出演：マグダ・ヴァーシャーリオバー／ヨゼフ・ケムル
1966／チェコスロバキア／166分／DCP

監督：ピーター・ホワイトヘッド
出演：ザ・ローリング・ストーンズ
1965-2012／イギリス／63分／DCP

ナチズムの足音が忍び寄り、出口の見えない
不況のベルリン、世界が変わろうとしていた。

ストーンズが企画製作、1968年に撮影されなが
ら28年間お蔵入りした音楽映画。

13世紀ボヘミア王国、宗教と部族間の抗争に翻
弄される少女の数奇な運命を壮大に描く。

ストーンズ1965年のアイルランド・ツアードキュ
メンタリー。未発表映像を加え再編集。

9/239/23

水俣曼荼羅水俣曼荼羅
特別上映特別上映

監督：原一男
2020／日本／372分／DCP

20年の歳月をかけて作り上げた372分の叙事詩、
幾重もの人生・物語が綴られていく。

First Cow First Cow （原題）（原題）

現代アメリカの最重要女性監督ケリー・ライ
カート×A24の話題作。1820年代アメリカを舞
台に詩情あふれる風景の中に描かれる、切なく
愛おしい男たちの友情の物語。

監督：ケリー・ライカート
出演：ジョン・マガロ／オリオン・リー
2020／アメリカ／122分／DCP

シアターキノ30周年特別企画シアターキノ30周年特別企画
分福映画祭分福映画祭

是枝監督と西川監督が設立した映画制作集団
「分福」、「ベイビー・ブローカー」「マイ・スモール・
ランド」など10作品上映とシンポジウムやトーク。
総勢11名来館予定！ ※詳しくは専用チラシで

11/3-511/3-5

12ヶ月のシネマリレー 第1弾12ヶ月のシネマリレー 第1弾
ギルバート・グレイプギルバート・グレイプ

監督・制作総指揮：ラッセ・ハルストレム
出演：ジョニー・デップ／レオナルド・ディカプリオ
1993／アメリカ／117分／DCP

決して色褪せない12本の名作とともに巡る12ヶ
月。若かりしジョニー・デップ、ディカプリオ。

アンナの出会い アンナの出会い （1978／127分）

囚われの女 囚われの女 （2000／117分）

オルメイヤーの阿房宮 オルメイヤーの阿房宮 （2011／127分）

上映時間、料金など詳しくは、キノHPをご覧ください。

上映時間、料金など詳しくは、キノHPをご覧ください。

これは君の闘争だこれは君の闘争だ  （2019／  93分）

Blue Island 憂鬱之島Blue Island 憂鬱之島  （2022／  97分）


