
2/17（土） → 3/2（金）

2月 上映作品②

※この作品は2週間上映となります。

2/24（土） → 3/9（金） ※この作品は2週間上映となります。

©2017「泥棒役者」製作委員会

かつて泥棒稼業に手を貸した過去がある大貫はじめ（丸山
隆平）。今は溶接工員として真面目に働き、恋人の美沙（高畑
充希）と幸せな同棲生活を送っていた。ある日、昔の泥棒仲間・
畠山（宮川大輔）から、美沙に泥棒だった過去をバラすと脅され、
泣く泣く、とある豪邸に盗みに入ることに。だが、忍び込んだ豪
邸で、家主の絵本作家・前園俊太郎（市村正親）、訪問してきた
編集者・奥（石橋杏奈）、セールスマン・轟（ユースケ・サンタ
マリア）から、「編集者」「絵本作家」「豪邸の主人」と次々と
間違えられてしまう。「泥棒」として捕まりたくない一心で、は
じめはその都度、勘違いされた「役」を必死に演じるハメになる
のだが……。前園家の隣に住むユーチューバー・高梨（片桐仁）、
奥の上司の編集長（峯村リエ）も巻き込み、屋敷の中は一層カオ
スに。はたして、はじめは正体を隠したまま、愛する恋人の元に
帰ることができるのか？？？

【監督】西田征史
【配給】ショウゲート
【出演】丸山隆平、市村正親、石橋杏奈、

宮川大輔、片桐仁、高畑充希、
峯村リエ、ユースケ・サンタマリア

【上映時間】114分

2

2018

2月上映スケジュール

【 上映カレンダー 】

1/27(金) ～ 3/5(月)

〒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

歩きスマホの衝突を回避する電子機器の爆発的ヒットで
成功した門脇誠一郎（風間杜夫）は、突然社長を解任され、
自らの会社と職を失う。65歳バツイチ……。心機一転、
新たな人生のパートナーを探し、第二の人生を歩もうと
決意する。最初のお見合い相手は取材を兼ねて潜入した
35歳の美人編集者 山本ナギ（片瀬那奈）。2人は会って
早々大喧嘩をしてしまう。富豪の誠一郎のもとへはバツイ
チシングルマザー、トランスジェンダー、後妻業の女と一
筋縄ではいかない女性たちが次々と訪れる。ナギも年下の
イケメンに言い寄られるが、何故か誠一郎から目が離せな
い。誠一郎とナギ、それぞれの婚活は、様々な思惑のなか
複雑に絡み合いやがて、豪華クルーズ船「銀河」での一大
婚活イベントへ集結するが……。

【監督】金子修介
【配給】KADOKAWA
【出演】風間杜夫 、片瀬那奈、藤田朋子、小橋めぐみ、

町田啓太、八嶋智人
【上映時間】105分

© 2017「こいのわ」製作委員会



※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

2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

※インターネットでのチケット販売は行っておりません。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

※インターネットでのチケット販売は行っておりません。当日、カウンターでご購入下さい。

※この作品は2週間上映となります。2/3（土） → 2/16（金）

【監督】ケネス・ブラナー【配給】20世紀フォックス映画
【出演】ケネス・ブラナー、ジョニー・デップ、

ミシェル・ファイファー、デイジー・リドリー、
ジュディ・デンチ、ペネロペ・クルス

【上映時間】 114分

© 2017Twentieth Century Fox Film Corporation

ミステリーの名作が超豪華キャストで全く新しいエン
ターテイメントに生まれ変わる。トルコ発フランス行
きの寝台列車オリエント急行で、尊大な富豪ラチェッ
トが刺殺された。車両には、教授、執事、伯爵、伯爵
夫人、秘書、家庭教師、宣教師、未亡人、セールスマ
ン、メイド、医者、公爵夫人、車掌と共通点といえば
目的地のみというさまざまな境遇の13名が居合わせた。
そして、もう1人乗り合わせた“世界一の探偵”エル
キュール・ポアロは、列車がユーゴスラビアの雪だま
りで立ち往生する中、列車という密室で再び殺人者が
人を襲う前に、事件を解決しなければならない。

2/3（土） → 2/16（金） ※この作品は2週間上映となります。

世界No.1のシェアを誇る超巨大SNS企業〈サー
クル〉。憧れの企業に採用され、奮起する新人の
メイ（エマ・ワトソン）は、ある事件をきっかけ
に、創始者でありカリスマ経営者のイーモン（ト
ム・ハンクス）の目に留まり、自らの24時間をす
べて公開するという新サービス〈シーチェンジ〉
のモデルケースに大抜擢される。瞬く間に1,000
万人超のフォロワーを得て、アイドル的な存在に
なるのだが——。

【監督】ジェームズ・ポンソルト
【配給】 GAGA
【出演】エマ・ワトソン、トム・ハンクス
【上映時間】110分

©2017 IN Splitter, L.P. All Rights Reserved.

※この作品は2週間上映となります。2/10（土） → 2/23（金）

高校時代はスーパースターだったが、今はしがない中年会計士
のカルヴィン（ケヴィン・ハート）。
そんな彼に突如、当時おデブでいじめられっ子だったボブから
20年ぶりに会いたいとの連絡が。しぶしぶ会いに行くと、
彼の前に現れたのは、マッチョな肉体へと変貌を遂げていた
ボブ（ドウェイン・ジョンソン）の姿だった！しかも実は彼は
CIAで、濡れ衣を着せられ組織から追われる身のため、どうし
てもカルヴィンに助けてほしいと言う。なぜか一緒に逃げるは
めになったカルヴィン。果たして彼を信じていいのか？そして
ボブは一体何者なのか——？

©2016 Universal Pictures, Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac-Dune Entertainment LLC

【監督】ローソン・マーシャル・サーバー
【配給】インターフィルム／REGENTS
【出演】ドウェイン・ジョンソン、ケヴィン・ハート、

エイミー・ライアン、アーロン・ポール、
ジェイソン・ベイトマン

【上映時間】107分

2/17（土） → 3/2（金） ※この作品は2週間上映となります。

フロリダに暮らす、ちょっと変わった2人と1匹の家族。
7歳の生意気ざかりのメアリーと、彼女の叔父でシングルの
フランク、そして“歴史上1番すごい猫”のフレッドだ。互い
がいるだけで、毎日が記念日のように楽しい時間は、メアリー
が学校へ行くことになり揺らぎ始める。彼女には、生まれなが
らにして数学の天才的な才能（ギフテッド）があった。フラン
クはメアリーの英才教育を頑なに拒むが、そこへ縁を切ったは
ずのフランクの母親が現れ、彼からメアリーを奪おうとする。
歴史を変える才能の開花か、愛する者と生きる人生か——。
果たして、メアリーにとっての本当の幸せは？悩めるフランク
には、メアリーの母である亡き姉から託された“ある秘密”が
あった——。

【監督】マーク・ウェブ
【配給】20世紀フォックス映画
【出演】クリス・エヴァンス、マッケナ・グレイス、

リンゼイ・ダンカン、ジェニー・スレイト、
オクタヴィア・スペンサー

【上映時間】102分

(C) 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation



高木病院 予防医学センターからのお知らせ

あなたにぴったりの人間ドックが見つかる！！

人間ドック 春の特別企画開催中♪
期間 ： 平成30年1月4日（木）～5月31日（木）

健康寿命を延ばすには、病気の早期発見・早期治療が肝心です。特別仕様・特別価格の
コースが受診できるのは今だけ！！この機会にぜひご利用ください。

ご予約・お問合わせ先：医療法人社団 高邦会 高木病院 予防医学センター

TEL 0944-87-9490（直通）※ 9：00～17：0０(日・祝日除く)

(C)2017 映画「彼女がその名を知らない鳥たち」製作委員会

数々の賞を受賞した話題作です！！

1/20(土) ～ 2/2(金) 上映
『彼女がその名を知らない鳥たち』

大川シネマホールインフォメーション

©2016 TWO STRINGS, LLC. All Rights Reserved.©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

(C) 2016 COLOSSAL MOVIE PRODUCTIONS, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

3月以降の上映作品

Facebook・Twitter･Instagram を開設してます！！
SNSでは、決定直後の上映予定作品だけでなく、お得な情報や、当館でのイベント等
の情報をいち早くお届け♪ 大川シネマホールホームページにあるアイコンをクリック
するとSNS記事を観ることができます☆ ぜひご覧ください♪

3/3(土) → 3/16(金)

3/10(土) → 3/23(金) 3/31(土) → 4/13(金)

【日本語字幕版】

三大疾病は日本人の死因の上位を占めています。三 大 疾 病

●悪性新生物（がん）

特別価格 120,000円 ※月～金曜日限定

ＰＥＴ-ＣＴ日帰り特別コース

部位別1位 肺がん

特別価格 19,000円

肺がんコース

●心疾患

（心筋梗塞・虚血性心疾患） 特別価格 19,000円

心臓コース

●脳血管障害

（脳梗塞・脳内出血・くも膜下出血） 特別価格 30,000円

脳コース

健康チェック 初めてのドックや定年退職後の健康チェックをしたい方

※上記コースは個人を対象としております（保険適用外です） ※コースの重複受診はできません
※所属団体の補助がある場合はこの限りではありませんので、事前にご確認ください

✿ 特典1✿

✿ 特典2✿

高邦メディカルクラブ会員専用のフィットネス（ジム・プール・
展望大浴場・サウナ・レストルームなど）をご利用いただけます。

オプションを含み合計金額が3万円以上の方には、レストランオーヴ
にてお食事をご用意します。

第39回 ヨコハマ映画祭
監督賞 主演女優賞 助演男優賞

2017年度日本映画ベストテン

第42回 報知映画賞 主演女優賞

第30回 日刊スポーツ映画大賞
主演女優賞

3位

©2017映画「8年越しの花嫁」製作委員会

全コース共通ご利用特典

セレクトコース
＋オプション検査＝

自分だけの
オリジナルドック！特別価格 19,800円

全コース共通ご利用特典


