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〒831-0016 福岡県大川市酒見215-1
おおかわ交流プラザ4F（駐車場：無料）

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

7月上映スケジュール

QRコードから

最新情報をチェック！！

休館日／木曜日

7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♪

7/8（土） → 7/21（金）

【監督】湯浅政明
【配給】東宝映像事業部
【声の出演】星野源、花澤香菜、神谷浩史、秋山竜次
【上映時間】93分

クラブの後輩である“黒髪の乙女”に恋心を抱
く“先輩”は、「なるべく彼女の目に留まる」
略してナカメ作戦を実行する。
春の先斗町に夏の古本市、秋の学園祭と彼女の
姿を追い求めるが、季節はどんどん過ぎていく
のに外堀を埋めるばかりで進展させられない。
さらに彼は、仲間たちによる珍事件に巻き込ま
れ…。

※この作品は2週間上映となります。

7/22（土） → 8/4（金）

【 上映カレンダー 】

6/26(月) ～ 7/31(月)

しまじろうたちは、ガオガオさんが発明した
モグール号に乗ったところ勝手に動きだし、
砂漠にたどり着いてしまう。
驚くしまじろうたちの前に、元気いっぱいの
女の子ココが現れる。砂嵐のためにお母さん
と離れ離れになったと聞いたしまじろうたち
は、ココを助けようと決意。ココのお母さん
を見つけるべく砂漠を駆け回る。

(C) 森見登美彦・KADOKAWA／ナカメの会

(C) Benesse Corporation2017

※本作は、2歳のお子さまより有料となります。
（幼児料金 ７００円）

【監督】平林勇【配給】東宝映像事業部
【声の出演】南央美、高橋美紀、山崎たくみ、杉本沙織、稲葉実

【上映時間】60分（休憩時間：約6分）

※一般の方は、通常1,700円のところ
1,500円の特別料金でご鑑賞いただけます。

※この作品は2週間上映となります。

7/27（木）・８月全木曜日
休まず開館！

7/27（木）・８月全木曜日
休まず開館！



※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

7月は話題作・感動作が続々登場！
夏休みはご家族揃って大川シネマホールへ！！

7月 上映作品

6/24（土） → 7/7（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

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

シネマ個人会員 好評受付中！！
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。

7/1（土） → 7/21（金）

祝日でも適用します！

【監督】ドゥニ・ヴィルヌーヴ
【配給】ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
【出演】エイミー・アダムス、ジェレミー・レナー、

フォレスト・ウィテカー
【上映時間】116分

巨大な球体型宇宙船が、突如地球に降り立つ。
世界中が不安と混乱に包まれる中、言語学者の
ルイーズ（エイミー・アダムス）は宇宙船に
乗ってきた者たちの言語を解読するよう軍から
依頼される。
彼らが使う文字を懸命に読み解いていくと、彼
女は時間をさかのぼるような不思議な感覚に陥
る。やがて言語をめぐるさまざまな謎が解け、
彼らが地球を訪れた思いも寄らない理由と、人
類に向けられたメッセージが判明し…。

メキシコ湾沖80キロメートルにある石油掘削
施設「ディープウォーター・ホライゾン」で、
海底油田からの逆流によって上昇した天然ガス
への引火が原因で大爆発が発生。現場で働いて
いた作業員126人が施設内で足止めを食らう。
事故により多数の行方不明者と負傷者を出す
大惨事となり…。

【監督】ピーター・バーグ
【配給】KADOKAWA
【出演】マーク・ウォールバーグ、カート・ラッセル、

ジョン・マルコヴィッチ
【上映時間】107分

ボストン郊外で便利屋をしている孤独な男リー
（ケイシー・アフレック）は、兄ジョー（カイ
ル・チャンドラー）の急死をきっかけに故郷
マンチェスター・バイ・ザ・シーに戻ってくる。
兄の死を悲しむ暇もなく、遺言で16歳になる
甥のパトリック（ルーカス・ヘッジズ）の後見人
を引き受けた彼は、甥の面倒を見るため故郷の
町に留まるうちに、自身が心を閉ざすことに
なった過去の悲劇と向き合うことになり…。

【監督】ケネス・ロナーガン
【配給】ビターズ・エンド、パルコ
【出演】ケイシー・アフレック、ミシェル・ウィリアムズ、

カイル・チャンドラー
【上映時間】137分

59歳のダニエル（デイヴ・ジョーンズ）は、
イギリス・ニューカッスルで大工の仕事に就いて
いたが、心臓の病でドクターストップがかかる。
失職した彼は国の援助の手続きを進めようとする
が、あまりにもややこしい制度を前に途方に暮れ
る。そんな中、ダニエルは二人の子供を持つ
シングルマザーのケイティと出会う。

【監督】ケン・ローチ【配給】ロングライド
【出演】デイヴ・ジョーンズ、ヘイリー・スクワイアーズ、

ディラン・フィリップ・マキアナン
【上映時間】100分

7/8（土） → 7/21（金）

サービスデー

6/24（土） → 7/7（金）

※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

※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。

(C) Sixteen Tyne Limited, Why Not Productions, Wild Bunch, Les Films 
du Fleuve,British Broadcasting Corporation, France 2 Cinema and The 
British Film Institute 2016

(C) 2016 Summit Entertainment, LLC. All Rights Reserved.

(C) 2016 K Films Manchester LLC. All Rights Reserved.

※この作品は2週間上映となります。

※この作品は2週間上映となります。

※この作品は３週間上映となります。

※この作品は2週間上映となります。



7月～８月はご家族で楽しめる作品が続々登場！
夏休みはご家族揃って大川シネマホールへ！！7月 上映作品③

7/22（土） → 8/4（金）

【監督】スティーヴン・ギャガン 【出演】マシュー・マコノヒー、エドガー・ラミレス、
【配給】ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント ブライス・ダラス・ハワード、コリー・ストール

【上映時間】121分

事業に失敗したケニー・ウェルズ（マシュー・
マコノヒー）は全財産をつぎ込んで、金を発見
するためにインドネシアのボルネオ島へ足を運ぶ。
そして、地質学者のマイク・アコスタ（エドガー・
ラミレス）と手を組んだケニーは、ジャングルの
自然やニューヨークの財界に挑み、さまざまな陰謀
と対峙（たいじ）する。

※この作品は2週間上映となります。

積文館書店 おススメBook

著者：森見登美彦 角川文庫 価格：605円（税込）

2017年 アニメ映画化！
キュートでポップな恋愛ファンタジーの
傑作。

1F 積文館書店 大川店 に原作本あります♪

著者：三島由紀夫 新潮社文庫 価格：680円（税込）

『夜は短し歩けよ乙女』
◆映画上映期間◆
7/8（土）～7/21（金）

2017年 リリーフランキー主演で
映画化。三島由紀夫の異色ＳＦ。

『美しい星』
◆映画上映期間◆
7/22（土）～8/11（金）

★夏休みお子様向け作品情報★
7月～8月はお子様向け作品が続々上映予定！上映スケジュールは、HPやチラシ等で
随時告知していきます♪夏休みは大川シネマホールへいこう！

7/22（土）→ 8/4（金）

(C) Benesse Corporation2017

(C) 2017映画ここたま製作委員会 (C) 2017BANDAI (C) BANDAI,WiZ

大川シネマホール インフォメーション

Coming Soon…

※ 館内での告知、始まってます♪
7/3（土）告知解禁！！

太陽系3番目の惑星・地球に住むある平凡な家族。
ある日彼らが遭遇したのは謎の飛行物体!
未知との遭遇により、宇宙人と覚醒した彼らは、
「滅亡の危機に瀕した美しい星」を、自らの手で
救おうと奮闘するが、さまざまな騒動に巻き込まれ、
傷ついていく。

【監督】吉田大八【配給】GAGA
【出演】リリー・フランキー、亀梨和也、橋本愛、中嶋朋子
【上映時間】127分

7/22（土） → 8/11（金）

(C)2017「美しい星」製作委員会

※この作品は3週間上映となります。

8/5（土）→ 8/18（金）

8/19（土）→ 9/8（金）
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この機会に、お得な大川シネマホール個人会員に入会しませんか？

大川シネマホール個人会員には、10,000円コースと5,000円コースがあります！
10,000円コースは、特別鑑賞券を11枚（1枚あたり約910円）、
5,000円コースは、特別鑑賞券を5枚（1枚あたり1,000円）を進呈☆
ドリンクまたはポップコーンのプレゼント等、お得な特典が盛りだくさん！！

（例）幼児・一般・シニアの3名で来館の場合→

※ 幼児料金は、「しまじろう」は２歳から、 「ヒミツのここたま」は３歳から有料となります。

詳しくは、ホームページ、
または、窓口まで♪


