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12月上映スケジュール

【 上映カレンダー 】

11/27(月) ～ 1/5(金)

12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♪

12/23（土・祝） → 1/5（金） ※この作品は2週間上映となります。

田舎町で生活している25歳のジュリー（ポーリー
ヌ・エチエンヌ）は、就職難の中、ようやく高級
靴メーカーの工場での仕事に就く。
しかし、工場は近代化の影響によって閉鎖される
可能性があり、女性靴職人たちは抗議するため
パリの本社に乗り込む。そして騒動に巻き込まれ
クビになりかけたジュリーと靴職人たちは、
“戦う女”と名づけられた赤い靴を復活させて
危機を乗り切ろうとする。

©2016 LOIN DERRIÈRE L’OURAL – FRANCE 3 CINÉMA – RHÔNE-ALPES CINÉMA

【監督】ポール・カロリ、コスティア・テスチュ
【配給】ロングライド
【出演】ポーリーヌ・エチエンヌ、

オリヴィエ・シャントロー、
フランソワ・モレル

【上映時間】84分

12/23（土・祝） → 1/5（金） ※この作品は2週間上映となります。

ハイジ（アヌーク・シュテフェン）は、アルプスの
大自然の中で、頑固だが優しい祖父（ブルーノ・
ガンツ）と生活していた。ある日、ハイジは足が悪く
て車椅子生活を送る大富豪の娘クララの話し相手とし
て、大都会フランクフルトに行くことになる。明るく
素直なハイジの励ましもあり、クララは次第に元気に
なっていくが……。

©2015 Zodiac Pictures Ltd / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH / Studiocanal Film GmbH

【監督】アラン・グスポーナー
【配給】キノフィルムズ
【出演】アヌーク・シュテフェン、

ブルーノ・ガンツ、イザベル・オットマン
【上映時間】111分

【日本語吹替版】

〒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/

QRコードから

最新情報をチェック！！

休館日／木曜日
※12/31(日)･1/1(月･祝)休館 12/28(木)･1/4(木)営業



※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

12月は話題作が続々登場！
冬休みは映画をお楽しみください♪12月 上映作品①

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

●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

●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

各種割引

※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。

祝日でも適用します！サービスデー

※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

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

映画基本料金 各種割引

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。

12/2（土） → 12/22（金） ※この作品は3週間上映となります。

二ツ坂高校に通う1年生、東島旭（西野七瀬）。
中学校では美術部員だった彼女だが、なぎなた部
のキャッチコピーに興味を抱き、入部することに
する。
練習に打ち込む旭は、剣道経験者の八十村将子、
背が高いことにコンプレックスを抱く紺野さくら、
高い実力を持つ先輩の宮路真春（白石麻衣）らと
一丸となって、インターハイの全国大会を目標に
日々鍛錬を重ねる。

【監督】英勉
【配給】東宝映像事業部
【出演】西野七瀬、桜井玲香、松村沙友理、白石麻衣、

伊藤万理華、富田望生、生田絵梨花
【上映時間】105分

©2017 映画「あさひなぐ」製作委員会©2011 こざき亜衣／小学館

※この作品は3週間上映となります。12/2（土） → 12/22（金）

新鋭ゲーム会社の社長を務めるミシェルは、一人
暮らしの瀟洒な自宅で覆面の男に襲われる。その
後も、送り主不明の嫌がらせのメールが届き、
誰かが留守中に侵入した形跡が残される。自分の
生活リズムを把握しているかのような犯行に、
周囲を怪しむミシェル。父親にまつわる過去の
衝撃的な事件から、警察に関わりたくない彼女は、
自ら犯人を探し始める。だが、次第に明かされて
いくのは、事件の真相よりも恐ろしいミシェルの
本性だった――。

【監督】ポール・ヴァーホーヴェン
【配給】GAGA
【出演】イザベル・ユペール、ローラン・ラフィット、

アンヌ・コンシニ、シャルル・ベルリング、
ヴィルジニー・エフィラ、ジョナ・ブロケ

【上映時間】131分

©2015 SBS PRODUCTIONS – SBS FILMS– TWENTY TWENTY VISION FILMPRODUKTION – FRANCE 2 

CINÉMA – ENTRE CHIEN ET LOUP

12/16（土） → 1/5（金） ※この作品は3週間上映となります。

一夜を明かすため、悪事を働いた敦也が幼馴染みと一緒に
忍び込んだ古い家。そこはかつて店主・浪矢雄治が悩み
相談を請け負っていたナミヤ雑貨店だった。廃業したはず
の店内に、突然32年前からの悩み相談の手紙が舞い込んで
くる。時を越え、手紙のやり取りをはじめる敦也たちは、
次第に相談者たちから届く手紙と自分たちとの不思議な
共通点に気付き始める。そして、ナミヤ雑貨店との繋がり
が明らかになり……。
時間と空間を越えて、繋がりの謎が明らかとなる時、思い
もよらない感動と驚きのラストが待ち受ける――。

【監督】廣木隆一
【配給】KADOKAWA/松竹
【出演】山田涼介、西田敏行、尾野真千子、

村上虹郎、寛一郎、成海璃子、門脇麦
【上映時間】129分

© 2017「ナミヤ雑貨店の奇蹟」製作委員会

UDCast方式・音声ガイドに対応しております

※この作品は3週間上映となります。11/25（土） → 12/15（金）

【監督】アントニオ・ネグレ
【配給】GAGA
【出演】スコット・イーストウッド、フレデリック・ソープ、

アナ・デ・アルマス
【上映時間】94分

2016 OVERDRIVE PRODUCTIONS – KINOLOGY – TF1 FILMS PRODUCTION – NEXUS FACTORY

頭脳派の兄アンドリュー（スコット・イーストウ
ッド）とメカニック担当の弟ギャレット（フレデ
ィ・ソープ）は、高級クラシックカーばかりを
狙う強盗団。
ある日、世界に2台しかない高級車を奪う計画が
失敗し、凶悪なマフィアに捕まった兄弟は、敵対
関係にあるマフィアが所有するフェラーリを1週
間以内に盗むよう命じられる。
一流ハッカーや指名手配中の天才スリ、爆弾オタ
クらを招集しフェラーリを盗もうとするが……。



9：45 ～11：58 スパイダーマン：ホームカミング

★12/1(金)上映スケジュール★

12：20 ～14：27 幼な子われらに生まれ

14：50 ～16：24 スクランブル

16：45 ～18：58 スパイダーマン：ホームカミング

19：20 ～21：27 幼な子われらに生まれ

年末年始営業のお知らせ

年末年始ご家族揃って、大川シネマホールへお越しください！！

ご来場のお客様に、日頃の感謝を込めて
ポップコーン 塩味(Sサイズ)プレゼント！！
当日も話題作をラインナップ！！
皆様揃って大川シネマホールへお越しください♪

※ ポップコーンは、当日映画を鑑賞される方に限ります。
（売店にて当日券をご提示ください）

※ サイズ・味はお選びいただけません。予めご了承ください。

12/1(金)『映画の日』

Coming Soon
1/6（土）～1/19（金)

詳細は、1月号にて！お楽しみに♪

ユリゴコロ／ドリーム／スイス・アーミー・マン

12/23（土・祝）～1/5（金）

子どもから大人まで、世代を越えて今もなお愛される名作が、
実写化となりスクリーンに登場！

12/23（土・祝）から、

「ハイジ アルプスの物語」を
上映します★

お子様も鑑賞しやすい
日本語吹替版♪

©2015 Zodiac Pictures Ltd / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH / Studiocanal Film GmbH

©2015 Zodiac Pictures Ltd / Claussen+Putz Filmproduktion GmbH / Studiocanal Film GmbH

冬休みは、大川シネマホールへ！！


