
5/26（土） → 6/8（金） ※この作品は2週間上映となります。

5/26（土） → 6/8（金） ※この作品は2週間上映となります。

作品賞・監督賞・作曲賞・美術賞

第90回アカデミー賞最多4部門受賞!!

【監督】ギレルモ・デル・トロ
【配給】20世紀フォックス映画
【出演】サリー・ホーキンス、マイケル・シャノン、

リチャード・ジェンキンス、ダグ・ジョーンズ、
マイケル・スツールバーグ、オクタヴィア・スペンサー

【上映時間】124分

1962年、アメリカ。政府の極秘研究所に勤めるイラ
イザは、秘かに運び込まれた不思議な生きものを見て
しまう。アマゾンで神のように崇められていたという
“彼”の魅惑的な姿に心を奪われたイライザは、周囲
の目を盗んで会いに行くようになる。子供の頃のトラ
ウマで声が出せないイライザだったが、“彼”とのコ
ミュニケーションに言葉は必要なかった。2人の心が
通い始めた時、イライザは“彼”が間もなく実験の犠
牲になると知る――。

(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

明治維新後の滋賀県大津。曇神社を継ぐ曇家の3兄弟で
ある天火（福士蒼汰）、空丸、宙太郎は、300年に1度
曇天が続く時出現し人々に厄災をもたらすというオロチ
（大蛇）の復活を阻止しようと立ち上がる。
その一方で、明治政府右大臣・岩倉具視の直属部隊であ
る犲（やまいぬ）も、日本に混乱を起こさないようにと
オロチの力を封印するために動きだす。だが、明治政府
転覆をもくろむ忍者集団・風魔一族が、オロチの力を使
おうと暗躍。曇家3兄弟、犲、風魔一族の激しい三つど
もえの戦いが展開することになるが……。

©2018映画「曇天に笑う」製作委員会 ©唐々煙／マッグガーデン

【監督】本広克行
【配給】松竹
【出演】福士蒼汰、中山優馬、古川雄輝、

桐山漣、東山紀之
【上映時間】94分

UDCast方式・音声ガイドに対応しております

〒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/

休館日／木曜日
※ 5/3(木・祝)休まず営業！！

QRコードから
最新情報をチェック!!

5
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4/28(土) ～ 6/4(月)

上映カレンダー



※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

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。5/5（土・祝） → 5/18（金） ※この作品は2週間上映となります。5/12（土） → 5/25（金）

5/12（土） → 5/25（金） ※この作品は2週間上映となります。 5/19（土） → 6/1（金） ※この作品は2週間上映となります。

主人公のP.T.バーナムは＜ショービジネス＞の
概念を生み出した男。誰もがオンリーワンにな
れる場所をエンターテインメントの世界に作り
出し、人々の人生を勇気と希望で照らした実在
の人物だ。そんなバーナムを支えたのは、どん
な時も彼の味方であり続けた幼なじみの妻チャ
リティ。彼女の愛を心の糧に、仲間たちの友情
を原動力に、バーナムはショーの成功に向かっ
てひたむきに歩む。

【監督】マイケル・グレイシー【配給】20世紀フォックス映画
【出演】ヒュー・ジャックマン、ザック・エフロン、

ミシェル・ウィリアムズ、レベッカ・ファーガソン、
ゼンデイヤ

【上映時間】105分

©2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

突然蒸発し、13年間行方不明だった父親の消息
が判明。しかし、家族との溝が埋まらないまま、
その3か月後にガンでこの世を去ってしまう。取
り戻せないと思っていた13年間の空白が、葬儀
当日の参列者が語る父親のエピソードで、家族の
誰も知らなかった父親の真実とともに埋まってい
く……

(C)2017「blank13」製作委員会

【監督】齊藤工
【配給】クロックワークス
【出演】高橋一生、松岡茉優、斎藤工、神野美鈴、

リリー・フランキー
【上映時間】70分

1941年の春、アムステルダムに住む両親の元を離れ、
佐賀県唐津に暮らす叔母(常盤貴子)の元に身を寄せるこ
とになった17歳の榊山俊彦(窪塚俊介)の新学期は、ア
ポロ神のように雄々しい鵜飼(満島真之介)、虚無僧のよ
うな吉良(長塚圭史)、お調子者の阿蘇(柄本時生)ら学友
を得て“勇気を試す冒険”に興じる日々。肺病を患う従
妹の美那(矢作穂香)に恋心を抱きながらも、女友達のあ
きね(山崎紘菜)や千歳(門脇麦)と“不良”なる青春を謳
歌している。しかし、我が｢生｣を自分の意志で生きよう
とする彼らの純粋で自由な荒ぶる青春のときは儚く、い
つしか戦争の渦に飲み込まれてゆく。「殺されないぞ、
戦争なんかに！」――。俊彦はひとり、仲間たちの間を
浮き草のように漂いながら、自らの魂に火をつけようと
するが……。

【監督】大林宣彦
【配給】新日本映画社
【出演】窪塚俊介、満島真之介、長塚圭史、柄本時生、

矢作穂香、山崎紘菜、門脇麦、常盤貴子
【上映時間】169分

©唐津映画製作委員会／PSC 2017

巨大なタワー、拳銃使いの戦士、魔術を操る黒衣
の男が現れる悪夢を見続けていた少年ジェイク
（トム・テイラー）は、ある日夢で見た中間世界
と呼ばれる異界が現実世界とつながっている場所
を発見する。中間世界に導かれたジェイクは、世
界のバランスを維持するタワーの守護者であるガ
ンスリンガーのローランド（イドリス・エルバ）
と、タワーを破壊しようとする黒衣の男ウォル
ター（マシュー・マコノヒー）の戦いに巻き込ま
れてしまい……。

【監督】ニコライ・アーセル
【配給】ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント
【出演】イドリス・エルバ、マシュー・マコノヒー、

トム・テイラー、クラウディア・キム、
フラン・クランツ、アビー・リー、
ジャッキー・アール・ヘイリー

【上映時間】95分

イベントなどでのレンタルホールできます♪
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♪



主演女優賞〈フランシス・マクドーマンド〉
助演男優賞〈サム・ロックウェル〉受賞!!

(C) 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

5/26（土） → 6/8（金）

©2017 Focus Features LLC. All Rights Reserved.

主演男優賞〈ゲイリー・オールドマン〉
メイクアップ＆ヘアスタイリング賞〈辻 一弘 他2名〉受賞!!

6/9（土） → 6/22（金）

第90回 アカデミー賞受賞作品

4/28（土） → 5/11（金）

作品賞・監督賞・作曲賞・美術賞

最多4部門 受賞!!

当館で上映する、第90回アカデミー賞 受賞作品をご紹介♪

● 10,000円コース
特別鑑賞券11枚進呈♪ →1枚あたり約910円とさらにお得!!

● 5,000円コース
特別鑑賞券5枚進呈♪ →1枚あたり1,000円

①映画料金の割引 会員カードの提示で、1,100円で鑑賞できます！

②ポップコーンまたはドリンクのプレゼント（サイズ･商品限定有）

①有効期限前でも更新ができる
期限前に特別鑑賞券を使い切ってしまっても、更新ができます♪

②特別鑑賞券での鑑賞でも、ポイントが貯まる
1回のご鑑賞につき1Ｐ貯まり、8Ｐまで貯まると次回が無料！
会員カードまたは特別鑑賞券での当日券購入でも、ポイントを
お付けします！

③会報のお届け

シニア割引や
サービスデー
よりもお得♪

.
スタッフおすすめポイント★

鑑賞券を使い切ったら、
期限前の更新が断然お得♪

③プレゼントにもオススメ！
特別鑑賞券はどなたでもご利用頂けます。
ご家族・お友達へのプレゼントにもオススメです♪

詳しくは、ホームページをご覧いただくか、
スタッフまでお問い合わせください♪

法人会員も募集中!!

1階 積文館書店からのお知らせ

おおかわ交流プラザ 1階 積文館書店では、
5/13（日）の母の日のプレゼントにぴったりな
フラワーギフトを販売しています♪
母の日のプレゼントにいかがですか？

大川シネマ個人会員をご存じですか？

(C)2017 Twentieth Century Fox Film Corporation

オスカーW受賞！特殊メイクアーティスト・辻一弘に
よる芸術的“変身”。メイクに200時間以上かけて
挑んだ、名優ゲイリー・オールドマン渾身の演技にも
ご注目ください!!

監督から出演を熱望された、現代の映画界で最高峰のオスカー
女優フランシス・マクドーマンドが、強烈なキャラクターなが
らもユーモアと繊細さを滲ませて、主人公ミルドレッドを好演！

ギレルモ・デル・トロ監督の最高傑作であり、映画史に
その名を刻む一大傑作との声も高まる必見作。
水のかたち（シェイプ・オブ・ウォーター）、それは
目に見えないかたち。本当に美しいものは何かを教えて
くれる、唯一無二の世界観で描かれた、驚きと感動の
愛の物語。

会員特典

その他お得なポイント

※ 有効期限はともに1年間

会員になると、とってもお得に映画を楽しめます★


