4/14（土） → 4/27（金）

©2017 Media Asia Film Production Limited All Rights Reserved.

【監督】ジョン・ウー
【配給】GAGA
【出演】チャン・ハンユー、福山雅治、チー・ウェイ、
ハ・ジウォン、國村隼、竹中直人、桜庭ななみ
【上映時間】110分

※この作品は2週間上映となります。

国際弁護士のドゥ・チウ（チャン・ハンユー）は、気が
付くと女の死体が横にあり、身に覚えのない殺人事件の
容疑者に仕立て上げられたことに気付く。逃亡を図った
チウを追う敏腕刑事・矢村（福山雅治）は捜査を進める
につれ事件に違和感を覚えるようになる。やがて二人の
間に信頼が生まれ、彼らは共に真相を追うが……。

4/21（土） → 5/4（金・祝）

4

2018

※この作品は2週間上映となります。

上映カレンダー

©2017『巫女っちゃけん。』製作委員会

【監督】グ スーヨン
【配給】スリーパーエージェント
【出演】広瀬アリス、山口太幹、MEGUMI、
飯島直子（特別出演）、
リリー・フランキー
【上映時間】98分

大川シネマホール
TEL 0944-85-8002
〒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） http://cinema.okawa-kouryuplaza.jp/

JALのCMをきっかけに“光の道”で一躍有名になった福岡県福津市の
宮地嶽神社が舞台となっています。連日35度を超える猛暑の中で撮影
されたそう。主人公しわすを演じるのは、広瀬アリス。彼女のイメージ
を、自らブッ壊すような、ブッ跳んだ演技にご注目！！！

舞台は
※詳しくは5月号で♪
©唐津映画製作委員会／PSC 2017

3/28(水) ～ 5/4(金・祝)

将来の夢もないまま就職活動中のしわす（広瀬アリス）
は、父親（リリー・フランキー）が宮司を務める神社で
巫女のアルバイトをしている。幼いころに家を出た母親
（飯島直子）のことが心の傷になっている彼女は、何か
と反抗ばかりしていた。ある日、神社で食べ物やさい銭
が盗まれ、しわすが境内にいた5歳の健太（山口太幹）を
捕まえるが……。

休館日／木曜日

3/29(木)・4/5(木)は開館

イベントなどでのレンタルホールできます♪

シネマ個人・法人会員 好評受付中！！

くわしくはホームページまたはお気軽にお問い合わせください♪

3/31（土） → 4/13（金）

©2017映画「8年越しの花嫁」製作委員会

【監督】瀬々敬久【配給】松竹
【出演】佐藤健、土屋太鳳、薬師丸ひろ子、杉本哲太、
北村一輝、浜野謙太、中村ゆり、堀部圭亮、古舘寛治
【上映時間】119分

3/31（土） → 4/13（金）

© ZIEGLER FILM GMBH & CO. KG, SEVENPICTURES FILM GMBH, STUDIOCANAL FILM GMBH

【監督】マルク・ローテムント
【配給】キノフィルムズ
【出演】コスティア・ウルマン、ヤコブ・マッチェンツ、
アンナ・マリア・ミューエ
【上映時間】111分

くわしくはホームページまで♪

※この作品は2週間上映となります。

結婚式を3か月後に控えていた尚志（佐藤健）
と麻衣（土屋太鳳）。しかし、麻衣が病を発症
して昏睡（こんすい）状態になってしまう。尚
志は、麻衣の両親から「もう麻衣のことは忘れ
てほしい」と言われるが、彼女のそばから離れ
ようとせずに回復するのを待ち続ける。その後
目を覚ました麻衣は、記憶障害に陥って尚志が
誰なのかわからない状態になっていた。ショッ
クに打ちひしがれながらも、毎日のように彼女
を訪ねる尚志だが……。

※この作品は2週間上映となります。

「5つ星ホテルで働きたい！」先天性の病気で
95%の視覚を失った青年サリーが夢を叶えるた
めに一世一代の“大芝居”を打つ！なんと目が見
えないということを隠して、一流ホテルで見習い
を始めるというのだ。持ち前の明るさと機転を利
かせ、周囲の助けも借りながら、ホテルの研修課
題を次々とクリアしていくサリー。しかし、ラウ
ラとの出会いにより、完璧だった偽装計画が徐々
に綻び始めてしまう。果たして、無謀とも呼べる
夢は叶うのか、そして恋の行方は――？

4/7（土） → 4/20（金）

大阪・堺。千利休を生んだ茶の湯の聖地に、大物
狙いで空振りばかりの目利き古物商・小池則夫
（中井貴一）がお宝を探しにやって来た。出会っ
たのは、腕は立つのに落ちぶれくすぶっていた陶
芸家・野田佐輔（佐々木蔵之介）。
ある大御所鑑定士に一杯食わされ、人生の出端を
くじかれた2人は結託し、“幻の利休の茶器”を
仕立て、仕返しついでに一攫千金を狙う。
それは、家族や仲間、大御所鑑定士、さらには文
化庁までも巻き込む、大騒動に――。

© 2018「嘘八百」製作委員会

【監督】武正晴
【配給】GAGA
【出演】中井貴一、佐々木蔵之介、友近、
森川葵、近藤正臣
【上映時間】105分

4/14（土） → 4/27（金）

※この作品は2週間上映となります。

(C) 2017 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., SKYDANCE PRODUCTIONS, LLC AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

【監督】ディーン・デブリン
【配給】ワーナー・ブラザース映画
【出演】ジェラルド・バトラー、
ジム・スタージェス、
アビー・コーニッシュ、
エド・ハリス、
アンディ・ガルシア
【上映時間】109分

※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。

料金

※この作品は2週間上映となります。

天候を意のままにできる宇宙ステーションが開発された近未来、
地球は未曾有の自然災害に襲われることがなくなる。
ところが運用開始から2年後、宇宙ステーションがウイルス感
染して暴走し各地で異常気象を引き起こしてしまう。
巨大災害が同時多発的に起きる地球壊滅災害“ジオストーム”
の発生を防ぐため、宇宙ステーションの開発者ジェイク（ジェ
ラルド・バトラー）と彼の弟マックス（ジム・スタージェス）
が立ち上がる。

※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。

表示価格は全て税込

映画基本料金
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

各種割引

各種割引
●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

祝日でも適用します！

●夫婦50割引
●ファーストデー
毎月1日は、映画が1,100円
夫婦どちらかが50歳以上なら、 ●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2名様で2,200円

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

サービスデー

1,000円

※年齢を証明できるものをお持ちください
※各種割引、サービスデー、キャンペーン料金の
※必ず身分証明書のご提示をお願いいたします ※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
※同一・同時刻の作品を鑑賞する場合に限ります 併用はできません

4/28（土） → 5/11（金）

『劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ! 願い!!』 公開記念

大川シネマホールに

©劇場版ウルトラマンジード製作委員会

【監督】坂本 浩一
【配給】松竹メディア事業部
【出演】濱田龍臣、山本千尋、長谷川眞優、
小澤雄太、本仮屋ユイカ、宍戸開、
ジャッキーちゃん、青柳尊哉、
石黒英雄
【上映時間】73分

知的生命体が存在する星を破壊する巨大人工頭脳ギルバ
リスが地球に近づく。朝倉リク（濱田龍臣）ことウルト
ラマンジードはギルバリスが“赤き鋼”を入手するため
に地球へやって来たことを知り、その手掛かりのある沖
縄へ行く。沖縄で出会ったアイル（本仮屋ユイカ）にあ
る使命を託されたリクのもとにクレナイ ガイことウルト
ラマンオーブ（石黒英雄）、ウルトラマンゼロが駆けつ
け、ギルバリスに戦いを挑む。
※2歳のお子さまより有料となります。（幼児料金 700円）
※一般の方は通常1,700円のところ、1,600円の特別料金で
ご鑑賞いただけます。

第90回 アカデミー賞受賞作品 続々上映★

がやってくる★

4/29（日・祝）
劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ! 願い!!

握手＆写真撮影会

上映開始

終了

開始

1回目

10:00

11:13

11:15

2回目

12:15

13:28

13:30

3回目

14:30

15:43

15:45

4/28（土） → 5/11（金）
主演女優賞・助演男優賞 受賞！！

ミズーリ州のさびれた道路の3枚の広告看板に
メッセージを出したのは、7カ月前に何者かに
娘を殺されたミルドレッド。犯人は一向に捕ま
らず、何の進展もない捜査状況に腹を立て、警
察署長にケンカを売ったのだ。署長を敬愛する
【監督】マーティン・マクドナー
部下や町の人々に脅されても、一歩も引かない
【配給】20世紀フォックス映画
ミルドレッド。その日を境に、次々と不穏な事
【出演】フランシス・マクドーマンド、
ウディ・ハレルソン、サム・ロックウェル、 件が起こり始め、やがて思いもかけない、誰も
ジョン・ホークス、ピーター・ディンクレイジ が想像できないドラマが始まる――。
(C) 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

【上映時間】116分

5/26（土） → 6/8（金）

Coming Soon…

４/1（日）告知解禁！館内・館外掲示板にて、いち早くお知らせ
致します！！ ホームページにも随時アップ予定☆ お見逃しなく♪

6/9（土） → 6/22（金）
主演男優賞・ﾒｲｸｱｯﾌﾟ&ﾍｱｽﾀｲﾘﾝｸﾞ賞 受賞！！

©2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

★ 注意事項 ★
・当日、『劇場版 ウルトラマンジード つなぐぜ! 願い!!』を
鑑賞されたお客様に限ります。
（イベントのみの参加は不可）
・カメラ、携帯電話等の撮影機器は各自ご持参ください。
当ホールからの撮影機器の貸出は行いません。
・同作品上映後、ステージにウルトラマンジードが登場し、
1組様ずつ、握手&写真撮影を行います。
撮影終了後、順次ホールから退出いただきます。

（C）円谷プロ （C）ウルトラマンジード製作委員会・テレビ東京

好評につき、シュガーレイのポップコーン 再販売中♡
・ミルク＆チョコレート
・南高梅かつお
・宇治抹茶ミルク
※ 数に限りがあります！お早目に！！

各350円

