1階ドトールコーヒーの商品は、大川シネマホールへ持込できます☆
詳しくはスタッフまでお尋ねください♪

3/30（土） → 4/12（金）

© 2019「めんたいぴりり」製作委員会

【監督】江口カン
【配給】よしもとクリエイティブ・エージェンシー
【出演】博多華丸、富田靖子、斉藤優、瀬口寛之、
福場俊策、井上佳子、山時聡真、増永成遥、
豊嶋花、酒匂美代子、ゴリけん、博多大吉
【上映時間】115分

昭和30年の博多。戦争の傷跡が残る中洲の一角で海野俊之（博多
華丸）は小さな食料品店「ふくのや」を立ち上げ、妻・千代子（富
田靖子）と営んでいた。バカがつくほどの“お人好し”で、「博多
祇園山笠」に情熱を燃やす“のぼせもん”である俊之は、「おいし
いもので人を幸せにしたい」との思いから、生まれ育った韓国・釜
山で出会った惣菜をヒントに、日夜「明太子」づくりに精を出して
いた。試行錯誤の末、明太子づくりが軌道に乗り出した矢先、俊之
の明太子の一番のファンだった元博多人形師・丸尾の死、可愛がっ
ていた英子の旅立ちなど悲報が相次ぎ、明太子では誰も幸せにでき
ないと自信喪失する俊之。ついには明太子づくりを諦めてしまうが
……。

3/30（土） → 4/12（金）

3
2019

上映カレンダー

2/26(火) ～ 4/4(木)
3/21(木･祝) 3/28(木) 4/4(木)は休まず開館！

© 2016 HERNÁNDEZ y FERNÁNDEZ Producciones cinematograficas S.L., TORNASOL FILMS, S.A RESCATE
PRODUCCIONES A.I.E., ZAMPA AUDIOVISUAL, S.L., HADDOCK FILMS, PATAGONIK FILM GROUP S.A

【監督】パブロ・ソラルス
【配給】彩プロ
【出演】ミゲル・アンヘル・ソラ、
アンヘラ・モリーナ、オルガ・ボラズ、
ユリア・ベアホルト、
マルティン・ピロヤンスキー、
ナタリア・ベルベケ
【上映時間】93分

88歳のユダヤ人仕立屋アブラハムは、子どもたちや孫に
囲まれ、家族全員の集合写真を撮っても浮かない顔をして
いた。翌朝、住み慣れた仕立屋兼自宅を引き払い、老人施
設に入ることになっていたのだ。最後に１着だけ残った
スーツを、70年以上も会っていないポーランド人の親友
に渡そうと思い立ち、その日の深夜、家を抜け出しマド
リッド行きの飛行機に乗り込むのだった……。親友とは、
第２次大戦中、ナチスドイツによるホロコーストから逃れ
たアブラハムを助け、匿ってくれた命の恩人である。アブ
ラハムの人生最後の旅に人と人が繋ぐ“奇跡”が訪れよう
としていた。

〒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）

3/21(木･祝) 3/28(木) 4/4(木)は休まず開館！
QRコードから最新情報をチェック!!

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

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で♪

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♪

3/2（土） → 3/15（金）

3/9（土） → 3/22（金）

UDCast方式・音声ガイドに
対応しております

Ⓒ2018銀幕維新の会／「輪違屋糸里」製作委員会

【監督】加島幹也
【配給】アークエンタテインメント
【出演】藤野涼子、溝端淳平、松井玲奈、佐藤隆太、
新妻聖子、石濱朗（特別出演）、
榎木孝明（特別出演）、田畑智子、塚本高史
【上映時間】116分

幕末の京都。花街で＜島原輪違屋＞に身を置く、天神糸
里（藤野涼子）。ある日、姉と慕う音羽太夫（新妻聖
子）は、新選組筆頭局長芹澤鴨に無礼打ちされる。壬生
浪の非道に島原は騒然となるなか、その場を収めたのは
新選組副長・土方歳三（溝端淳平）だった。そして糸里
が淡い恋心を抱くのが、土方歳三だった。糸里とは仲の
良い桔梗屋の芸妓吉栄（松井玲奈）は芹澤の腹心の平山
五郎（佐藤隆太）と恋仲で、お梅（田畑智子）は芹澤鴨
（塚本高史）の愛人だった。初期の新選組には、近藤勇
と芹澤鴨という二人の局長が存在していた。両派は対立
を深めていくが、それは「百姓」と「武士」という決し
て超えられない壁でもあった。やがて持ち上がる芹澤鴨
暗殺計画。男たちの抗争の陰で翻弄されていく糸里、吉
栄、そしてお梅。彼女たちは一体何を見て、何に殉じる
のか。そして最後に下した決断とは……。

Ⓒ2018 「こんな夜更けにバナナかよ 愛しき実話」製作委員会

【監督】前田哲【配給】松竹
【出演】大泉洋、高畑充希、三浦春馬、萩原聖人、
渡辺真起子、宇野祥平、韓英恵、竜雷太、
綾戸智恵、佐藤浩市、原田美枝子
【上映時間】120分

札幌で暮らす鹿野靖明（大泉洋）は幼少から難病の筋ジスト
ロフィーを患い、車いす生活。体で動かせるのは首と手だけ
で、介助なしでは生きられないのに病院を飛び出し、ボラン
ティアたちと自立生活を送っていた。夜中に突然「バナナ食
べたい」と言い出すワガママな彼に、医大生ボラの田中（三
浦春馬）は振り回される日々。しかも恋人の美咲（高畑充
希）に一目ぼれした鹿野から、代わりに愛の告白まで頼まれ
る始末！最初は面食らう美咲だが、鹿野やボラたちと共に時
間を過ごす内に、自分に素直になること、夢を追うことの大
切さを知っていく。そんなある日、鹿野が突然倒れ、命の危
機を迎えてしまう……。

3/16（土） → 3/29（金）

※入場者プレゼントの配布はございません

3/2（土） → 3/15（金）
UDCast方式・音声ガイドに
対応しております

仮面ライダーを愛してくれたあなたへ

© CATEGORY 5 FILM, LLC 2017

【監督】ロブ・コーエン
【配給】クロックワークス
【出演】マギー・グレイス、トビー・ケベル、
ラルフ・アイネソン
【上映時間】104分

料金

その日アラバマ州湾岸にカテゴリー５の巨大なハリ
ケーンが迫っていた。住民たちが避難を始める中、
現地にあるアメリカ合衆国財務省の造幣局関連施設
周辺にうごめく妖しい人影。彼らは大災害の混乱に
乗じて６億ドルにも及ぶ現金を強奪しようと企てる
凶悪な強盗団だった。職員たちが次々に惨殺される
中、生き残った施設の警備職員ケイシーは、なんと
か彼らの計画を阻止しようと猛烈な嵐と銃弾の中、
決死の行動に打って出る。

「ジオウ＆ビルド」製作委員会 (C)石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

【監督】山口恭平
【配給】東映
【出演】奥野壮、犬飼貴丈、押田岳、大幡しえり、
渡邊圭祐、赤楚衛二、高田夏帆、武田航平、
水上剣星、福崎那由他、斎藤汰鷹、大東駿介
【上映時間】100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。

常磐ソウゴと桐生戦兎の世界に、異変が生じていた。まるで別人と入
れ替わるように、仲間たちが次々と記憶を失っていくのだ。さらに、
二人の前に現れたスーパータイムジャッカー・ティード。彼はアナ
ザー電王とアナザーＷという強力な手先を差し向け、一人の少年・シ
ンゴを追っていた。シンゴを守る戦いの中で、ソウゴは仮面ライダー
好きの青年アタルに出会う。一方ティードに単身戦いを挑んだ戦兎は、
洗脳され操られてしまい……。強大な敵を前にシンゴを救おうともが
くソウゴたちだったが、そんな中アタルがある告白をする。「仮面ラ
イダーは、現実の存在じゃない。」彼は謎のイマジン・フータロスと
密かに契約を結んでいた。その言葉の真意とは一体……？なぜ、いつ
から、仮面ライダーは虚構（フィクション）の存在となってしまった
のか？謎が深まって行く中、ソウゴと戦兎が追うティードの姿は、初
代平成仮面ライダー誕生の地・九郎ヶ岳遺跡にあった――。あなたの
記憶に、彼らは生きているか。

※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

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

●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

サービスデー

祝日でも適用します！

●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

※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、サービスデー、キャンペーン料金の
併用はできません

3月おすすめ作品♪

3/16（土） → 3/29（金）

3/30(土)～4/12（金）

めんたいぴりり
【日本語吹替版】

© 2018 – T5 PRODUCTION – ARP – TF1 FILMS PRODUCTION – EUROPACORP – TOUS DROITS RÉSERVÉS

【監督】フランク・ガスタンビド
【配給】アスミック・エース
【出演】フランク・ガスタンビド、マリク・ベンタルハ
【日本語吹替】加瀬康之、花輪英司／千鳥
【上映時間】103分

問題だらけの警官マロは、ある日首都パリ警察から地方都市
マルセイユへ左遷されてしまう。マルセイユ警察は、フェ
ラーリなどの高級車を操り華麗に宝石を盗む、イタリアの強
盗団にやられっぱなし。対抗できるのは秘密兵器を搭載した
最速のタクシー、伝説のプジョー４０７しかない！マロは
渋々ながら、持ち主の甥で間抜けなタクシードライバー、エ
ディとタッグを結成。そんな中、5日後に世界最大のダイヤ
モンド“カシオペア”が到着する事に。強盗団はドローンも
使用した完璧な作戦を立てていた……。凸凹コンビは伝説の
タクシーと共に、無事ダイヤモンドを守れるのか?!

3/23（土） → 4/5（金）

福岡産に、こだわりあり！
主演に福岡出身の博多華丸、富田靖子。
さらに豪華キャスト競演！
「ふくや」創業者・川原俊夫の波乱万丈の実話を基にした
「ふくのや」の主人、海野俊之を演じるのは、福岡出身の
博多華丸。俊之の妻千代子役に、同じく福岡出身の富田靖
子。製作にあたって「福岡産」にこだわりを持ち、博多大
吉が友情出演、田中健、でんでん、吉本実憂など、福岡県
出身者の豪華競演が実現。監督は、福岡を拠点に数多くの
演出を手掛ける江口カン。

1F 積文館書店からのお知らせ
決定版平成仮面ライダー完全超百科

(C)2018 SIRENS PRODUCTIONS LIMITED BONA ENTERTAINMENT COMPANY LIMITED MORGAN & CHAN FILMS
LIMITED

【監督】リー・ハイロン【配給】プレシディオ
【出演】ハンギョン、リディアン・ヴォーン、
リー・ユエン、山下智久
【上映時間】99分

オタク系プログラマーのハオミン（ハンギョン）は、かつて
ハッキング対決で負かしたコードネーム“ゼブラ”（リディ
アン・ヴォーン）が裏世界で危険な仕事に手を染めているこ
とを香港警察から知らされる。同時にゼブラは、次なる大仕
事にハオミンを巻き込もうとパートナーの美少女スー・イー
（リー・ユエン）を使い接触を図ってくる。ハオミンはゼブ
ラの次なる狙いを探るため、覆面捜査官として潜入すること
に。程なくして彼のバックにはモリタケシ（山下智久）とい
う裏世界の大物が絡んでいることが分かる。モリの真の目的
が明らかになるにつれ、ハオミンは予想だにしなかった危険
な世界へと足を踏み入れていく……。果たしてハオミンはモ
リを阻止し、世界を救うことが出来るのか!?

大川シネマホールは

春休み期間は休まず開館!!
3/21（木･祝）・ 3/28（木）・ 4/4（木）
休まず開館します！
春休み期間は、大人から子どもまで楽しめる映画が
盛りだくさん♪
ご家族で大川シネマホールへお越しください★

出版社 講談社
価格 1500円＋税
平成仮面ライダーを完全紹介!!
クウガからジオウまでのひみつを調査！

仮面ライダージオウ ２０１８→２０１９ムービータイム！！
出版社 講談社
価格 1200円＋税
映画「仮面ライダー 平成ジェネレーションズ
ＦＯＲＥＶＥＲ」を貴重な写真の数々で大特集！

1F ドトールコーヒーショップからのお知らせ
ドトール 3/14（木）新商品♪

※ 税込金額表記

ミラノサンドC 照り焼きチキンとタマゴサラダ
人気の高い照り焼きチキンにタマゴ、レンコンきんぴらが絶妙に
マッチング！
価格 420円

沖縄黒糖ラテ(HOT＆ICE)
深い味わいとまろやかさが
広がる風味豊かな黒糖ラテ
S 340円 M 390円 L 440円

沖縄黒糖抹茶ラテ(HOT＆ICE)
黒糖の深い味わいとまろやかさと
宇治抹茶の深いコクが楽しめる
S 380円 M 430円 L 480円

詳しくはドトールコーヒーショップ大川店にお問い合わせください♪

Tel 0944-86-8824

