
5

2017

〒831-0016 福岡県大川市酒見215-1
おおかわ交流プラザ4F

TEL 0944-85-8002
http://cinema.okawa-kouryuplaza.jp/

5月上映スケジュール

QRコードから

最新情報をチェック！！

駐車場有：無料休館日／木曜日

5月 上映作品② 話題作・感動作を、上映します！！
大川シネマホールへお越しください♪

5/20（土） →6/2（金）

【監督】ガース・デイヴィス
【配給】GAGA
【出演】デヴ・パテル、ニコール・キッドマン、

ルーニー・マーラ
【上映時間】116分

ストーリー：オーストラリアで幸せに暮らす青
年サルー。しかし、彼には隠された驚愕の過去
があった。インドで生まれた彼は5歳の時に迷
子になり、以来、家族と生き別れたままオース
トラリアへ養子にだされたのだ。成人し、自分
が幸せな生活を送れば送るほど募る、インドの
家族への想い。サルーが抱えた心の大きな穴は
、彼を飲みこまんとするほど増大し、遂に彼は
決意する。人生を取り戻し未来への一歩踏み出
すため、そして母と兄に、あの日言えなかった
〝ただいま″を伝えるため、「家を探し出す
――」と。

※この作品は2週間上映となります。
スケジュールの詳細は中面をご確認ください。

5/27（土） →6/9（金）

(C) 2016 Long Way Home Holdings Pty Ltd and 
Screen Australia

【 上映カレンダー 】

4/28(金) ～ 5/26(金)

(C) 2017「彼らが本気で編むときは、」製作委員会(C) 2016 Jackie Productions Limited



※各種割引、サービスデー、キャンペーン料金の
併用はできません

●ファーストデー 毎月1日は、映画が1,100円
●レディースデー 毎週水・金曜日は、女性が1,100円
●メンズデー 毎週月・火曜日は、男性が1,100円

5月は話題作・感動作が続々登場！
ご家族揃って大川シネマホールへ！！

5月 上映作品

4/29（土・祝） →5/12（金）

料金

●シニア割引（満60歳以上） 1,100円
※年齢を証明できるものをお持ちください

●障がい者割引 1,000円
※障がい者手帳のご提示をお願いいたします

●障がい者の同伴1名のみ 1,000円

※当ホールは「ムビチケ」はご利用いただけません。あらかじめご了承ください。表示価格は全て税込

●夫婦50割引
夫婦どちらかが50歳以上なら、
夫婦2名様で2,200円

※年齢を証明できるものをお持ちください
※必ず身分証明書のご提示をお願いいたします
※同一・同時刻の作品を鑑賞する場合に限ります

映画基本料金
各種割引 各種割引

個人会員に5,000円コースが新設！！
くわしくはホームページまで

一般（59歳まで） 1,700円
大学生・専門学生・高校生 1,100円
中学生・小学生 800円
幼児（3歳以上） 700円
プレミア席 基本料金＋300円
※新作映画、特別上映などは除きます

※当ホールは、インターネットでのチケット販売を行っておりません。当日カウンターでご購入下さい。 表示価格は全て税込

5/6（土） →5/26（金）

祝日でも適用します！

【監督】田口 清隆【配給】松竹メディア事業部
【出演】石黒 英雄、松浦 雅、髙橋 直人、ねりお 弘晃、

青柳 尊哉、柳沢慎吾
【上映時間】72分

ストーリー：ウルトラマンオーブことクレナ
イ ガイ（石黒英雄）と怪奇現象追跡サイト
「SSP」のメンバーは、ウルトラマンエック
スとの一体化が解除され行方知れずとなった
Xio特捜隊員の大空大地（高橋健介）を捜す
よう依頼される。新世代（ニュージェネレー
ション）ヒーローズとの “ 絆の力 ”がオー
ブに究極の力をもたらす！

ストーリー：近未来、5,000人を乗せた豪華
宇宙船アヴァロン号が、人々の移住地に向か
うべく地球を出発。到着までの120年、冬眠
装置で眠る乗客のうちエンジニアのジム（ク
リス・プラット）と作家のオーロラ（ジェニ
ファー・ローレンス）だけが、予定より90年
も早く目覚めてしまう。絶望的な状況を打破
しようとする二人は、次第に思いを寄せ合う
ものの、予期せぬ困難が立ちはだかり……。

【監督】モルテン・ティルドゥム
【配給】ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
【出演】クリス・プラット、ジェニファー・ローレンス
【上映時間】116分

(C) 2016「島々清しゃ」製作委員会

ストーリー：沖縄の慶良間諸島で行われるコン
サートに出演するため、島を訪れたバイオリニ
ストの祐子（安藤サクラ）。そこで彼女は、
うみ（伊東蒼）という小学生の女の子と知り合
う。少しでも音のズレを感じると頭痛を起こし
てしまうために周囲から浮いてしまい、友達や
母親との関係に悩んでいるうみに、祐子は優し
く接する。吹奏楽部に参加してフルートを吹く
ようになったうみは徐々に心を開き、一方の祐
子もうみや島の人々とのやり取りを通し、都会
で負った心の傷を癒やしていく。

※この作品は2週間上映となります。
スケジュールの詳細は中面をご確認ください。

【監督】新藤風
【配給】東京テアトル
【出演】伊東蒼、安藤サクラ、金城実、山田真歩
【上映時間】100分

※この作品は3週間上映となります。
スケジュールの詳細は中面をご確認ください。

ストーリー：夢追い人が集まる街ロサンゼルス。
映画スタジオのカフェで働くミア（エマ・ストーン
）は女優を目指していたが、何度オーディションを
受けても落ちてばかり。ある日、ミアは場末のバー
でピアノを弾くセバスチャン（ライアン・ゴズリン
グ）と出会う。彼はいつか自分の店を持ち、本格的
なジャズを思う存分演奏したいと願っていた。やが
て二人は恋におち、互いの夢を応援し合うが、セバ
スチャンが生活のために加入したバンドが成功した
ことから、二人はすれ違い始める―。

【監督】デイミアン・チャゼル
【配給】GAGA
【出演】ライアン・ゴズリング、エマ・ストーン
【上映時間】128分

※この作品は3週間上映となります。
スケジュールの詳細は中面をご確認ください。

5/13（土） →5/26（金）
※この作品は2週間上映となります。
スケジュールの詳細は中面をご確認ください。

サービスデー

4/29（土・祝） →5/19（金）

(C)劇場版ウルトラマンオーブ製作委員会

4/29（土・祝）
ウルトラマンエックスがやってくる！！

第89回 アカデミー賞 6部門受賞！

（C） 2017 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved. Photo credit: EW0001: 

Sebastian (Ryan Gosling) and Mia (Emma Stone) in LA LA LAND. Photo courtesy of 

Lionsgate.

※各種割引、サービスデー、キャンペーン料金の
併用はできません



大川シネマホール インフォメーション

『劇場版 ウルトラマンオーブ 絆の力、おかりします！』の鑑賞後、
ステージにウルトラマンエックスが登場し、1組様ごとに握手＆写真撮影。
写真撮影終了後、順次ホールからご退場いただきます。

【注意事項】
・ヒーローショーではありません。
・1組様ごとに握手＆写真撮影となります。
・カメラ、スマートフォン等の撮影機器は各自ご持参ください。

当ホールから撮影機器の貸出は行っておりません。

大川シネマホールでウルトラマンエックスに会える！

映画上映・ 握手会＆写真撮影会スケジュール
※参加条件は、映画を鑑賞された方に限ります。

映画ご鑑賞後、ステージにて
ウルトラマンエックスとの握手会＆
写真撮影会を開催♪

新世代（ニュージェネレーション）ヒーローズ
ウルトラマンエックスと一緒に
写真を撮ろう！ゴールデンウィークは
みんなで大川シネマホールへ行こう！！

(C)劇場版ウルトラマンオーブ製作委員会

映画鑑賞料金割引チケットを配布しています！

高木病院 人間ドック・大川リバーサイドホテルをご利用された方に映画鑑
賞料金割引チケットを配布しています。通常、一般映画料金 1,700円のと
ころ、チケットをご持参されると1,300円で鑑賞することができます。
ぜひ、この機会にご利用ください♪

高木病院 予防医学センターでは、
5月31日（水）までの期間限定で、
人間ドックが通常よりお得に受診できる
『人間ドック 春の特別企画』を実施中です。

※当日券ご購入時に、本券をチケットカウンターにご提出ください。
お１人様につき本券１枚のご利用になります。本券は換金できません。

▼高木病院 人間ドックご利用者様 ▼大川リバーサイドホテルご利用者様
映画鑑賞料金割引チケット 映画鑑賞料金割引チケット

大川リバーサイドホテルでは、
毎月種類豊富なランチを日替わりで
ご用意しています。
（ランチタイム：11：30～13：30）

セットとしてサラダバー・デザート・
ドリンク(オレンジジュース・コーヒー)付
※平日のみ営業／土日祝休み

シネマホールにも、ランチメニュー表を
設置しています♪

高木病院 予防医学センター 大川リバーサイドホテル

【PET-CT 日帰り特別コース】
PET-CT・腫瘍マーカー検査など

がんの早期発見を強化した特別コース

【目的別コース】
脳、心臓、肺がんに特化した

気になる部位別のコース

【セレクトコース】
検査項目を絞ったベーシックプラン

目的に合わせオプションを選択

【お問い合わせ】

高木病院 予防医学センター
℡ ：0944-87-9490（直通）

詳しくは高木病院 予防医学センターまで
お問い合わせください。

【お問い合わせ】

大川リバーサイドホテル
℡ ：0944-86-2200

※写真は一例です


