
〒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!!

3/28(木) 4/4(木) 5/2（木･休）は休まず開館！

4
2019

3/28(木) ～ 5/7(火)

上映カレンダー

4/28（日）ウルトラマンロッソがやってくる！
詳しい情報載ってます★

1回目 10:00 11:12 11:12

劇場版ウルトラマンＲ／Ｂ　セレクト！絆のクリスタル 握手＆写真撮影会

上映開始 終了 開始

2回目 12:20 13:32 13:32
3回目 14:30 15:42 15:42



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。

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♪

4/6（土） → 4/19（金）

【監督】グザヴィエ・ルグラン
【配給】アンプラグド
【出演】レア・ドリュッケール、ドゥニ・メノーシェ、

トーマス・ジオリア、マティルド・オネヴ
【上映時間】93分

©2016 – KG Productions – France 3 Cinéma

両親が離婚したため、母ミリアム、姉と暮らすことに
なった11歳の少年ジュリアン。離婚調整の取り決め
で親権は共同となり、彼は隔週の週末ごとに別れた父
アントワーヌと過ごさねばならなくなった。母ミリア
ムはかたくなに父アントワーヌに会おうとせず、電話
番号さえも教えない。アントワーヌは共同親権を盾に
ジュリアンを通じて母の連絡先を突き止めようとする。
ジュリアンは母を守るために必死で父に嘘をつき続け
るが、それゆえに父アントワーヌの不満は徐々に溜
まっていく。家族の関係に緊張が走る中、想像を超え
る衝撃の展開が待っていた。

4/13（土） → 4/26（金）

【監督】深川栄洋
【配給】東京テアトル
【出演】大泉洋、本上まなみ、岡田将生、マキタスポーツ、

高橋努、石崎ひゅーい、眞島秀和、安藤玉恵、
庄野凛、鈴井貴之（友情出演）、風吹ジュン、
小日向文世

【上映時間】126分

北海道せたなで、海が見える牧場を営む亘理（わ
たる）は、妻のこと絵と一人娘の潮莉と3人暮ら
し。亘理の夢はこの地でしか食べられないチーズ
を作ること。チーズ作りの腕はまだまだ師匠に追
いつけず、奮闘する毎日だが、気の合う仲間たち
と楽しい日々を送っている。ある日、札幌の有名
ビストロのシェフに自分たちの食材を激賞され、
亘理は一つのアイディアを思いつく。それは、多
くのひとに“おいしいもの”を届けるための一日
限定のレストランを開くことだった――。

Ⓒ2018『そらのレストラン』製作委員会

4/20（土） → 5/3（金･祝）

【総監督】こだま兼嗣
【配給】アニプレックス
【声の出演】神谷明、伊倉一恵、飯豊まりえ、

山寺宏一、一龍斎春水、玄田哲章、
小山茉美、大塚芳忠、
特別出演：徳井義実(チュートリアル)

【上映時間】95分

裏社会ナンバーワンの腕をもつシティーハンター冴羽獠は、
普段は新宿に事務所を構え、相棒の槇村香と様々な依頼を
受けている。そこに、何者かに襲われたモデル・進藤亜衣
がボディーガードを依頼にやってくる。美女の依頼を快諾
した獠だが、撮影スタジオで更衣室を覗いたり、もっこり
全開のやりたい放題……。亜衣がキャンペーンモデルを務
めるIT企業の社長・御国真司は、なんと香の幼馴染。撮影
現場で久々に香と再会した御国は彼女をデートに誘う。し
かし、獠は香に無関心で亜衣にスケベ心丸出し……。一方、
海坊主と美樹は傭兵が新宿に集結する、という情報を入手
した。そして、傭兵達は何故か亜衣を狙うのだった……。
敵の正体を探る冴子が直面する巨大な陰謀！来日する大物
武器商人・ヴィンス・イングラードと最新兵器――。御国
の登場により、すれ違う獠と香。シティーハンターは亜衣
と新宿を護りぬくことができるのか!?

©北条司/NSP・「2019 劇場版シティーハンター」製作委員会

4/13（土） → 4/26（金）

Ⓒ板羽皆／集英社・2019「トラさん」製作委員会

【監督】筧昌也
【配給】ショウゲート
【出演】北山宏光、多部未華子、平澤宏々路、

飯豊まりえ、富山えり子、要潤、バカリズム
【上映時間】91分

売れないマンガ家の高畑寿々男は、妻・奈津子がパートで
稼いだお金をギャンブルに使い、お気楽な生活を送ってい
たが、ある日突然、交通事故であっけなく死んでしまう。
そんな寿々男のダメ夫っぷりに“あの世の関所”が下した
判決は、「執行猶予1ヶ月、過去の愚かな人生を挽回せよ。
但し、猫の姿で――」。トラ猫の姿で奈津子と実優のもと
に戻った寿々男は、「トラさん」と名付けられて高畑家で
飼われることに。愛する家族のために何かしたいと思うト
ラさん＝寿々男だが、猫だから言葉さえ通じない。寿々男
は家族に何ができるのか。どうやって人生を挽回するのか
――。



● 5,000円コース
特別鑑賞券5枚進呈♪ →1枚あたり1,000円

4/27（土） → 5/10（金）

【監督】武居正能
【配給】松竹メディア事業部
【出演】平田雄也、小池亮介、其原有沙、眞鍋かをり、

山崎銀之丞、西井幸人、木下彩音、原日出子、
濱田龍臣

（声の出演）内田雄馬、湯浅かえで、潘めぐみ
【上映時間】72分

©劇場版ウルトラマンＲ／Ｂ製作委員会

湊家が暮らす「綾香市」に怪獣が出なくなってから、一年の月
日が流れていた。湊家の面々も平和な日々を送っていたが、自
分の「夢」に向かって着実に歩んでいるイサミやアサヒに対し、
カツミは将来の進路を決めかねていた。そこでカツミは、高校
時代の友人で、ゲームクリエイターを目指していた戸井に、久
しぶりに会ってみることにする。だが、戸井は就職したゲーム
会社をすでに辞め、自宅に引きこもった生活を送っていた。カ
ツミは、戸井の様子にショックを受ける。そんな戸井の閉ざさ
れた心に、邪悪なアプローチをかけたのは、トレギアと名乗る
謎の存在だった。さらにトレギアは、今度はカツミの心にアプ
ローチ。カツミを、地球から遠く離れた、怪獣たちが棲む異星
へと飛ばしてしまった。そして地球では、出現した怪獣・ス
ネークダークネスを、イサミが変身したウルトラマンブルと、
別の世界から飛ばされてきた朝倉リク＝ウルトラマンジードが
迎え撃つ。果たしてカツミは、家族のもとへ帰ってくることが
できるのか？そして、恐るべきトレギアの正体と、その目的
は!?いま、絆の力が奇跡を呼び起こす……！

4/27（土） → 5/10（金）

©2018 Twentieth Century Fox Film Corporation.  All rights reserved.

【監督】ブライアン・シンガー
【配給】20世紀フォックス映画
【出演】ラミ・マレック、ルーシー・ボイントン、

マイク・マイヤーズ
【上映時間】135分

世界待望！伝説のバンド＜クイーン＞のフレディ・
マーキュリーの華やかな成功と波乱万丈の人生を描
く。クイーンのブライアン・メイとロジャー・テイ
ラーが音楽総指揮を務め、32もの不朽の名曲が主
としてフレディの歌声で甦り、心臓に鳥肌がたつほ
どの感動を呼び起こす。
悩める者、弱き者に捧げる、ミュージック・エン
ターテイメント開幕！

シニア割引や
サービスデー
よりもお得♪

※ 有効期限はともに1年間

● 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!!

.
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♪

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!!

大川シネマ個人会員をご存じですか？

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）

③ 会報のお届け

会員特典

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！
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 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♪

その他お得なポイント

会員になると、とってもお得に映画を楽しめます★

1F 積文館書店からのお知らせ

大川シネマ メールマガジンに登録しませんか？

大川シネマホールで上映の映画情報や、お得な情報を配信♪

※イベント当日は混雑が予想されるため、前日までのお申込みを
オススメします。

※ドメイン指定等のメール受信制限を利用されている場合、
【 okawa-cinema-ippan@kouhoukai.org 】が受信できるよう設定して下さい。

QRコードを読み取って、空メール送信で登録完了！

出版社 ポプラ社
価格 2,000円＋税

ウルトラマン図鑑の決定版。
テレビ番組・映画のストー
リー全話紹介や、ウルトラ
マンとたたかった怪獣たち

などを収録。

ウルトラマン大図鑑デラックスウルトラマンＲ／Ｂルーブクリスタル
全ウルトラヒーロー＆怪獣ずかん

出版社 小学館
価格 800円＋税

ウルトラマンルーブ絵本の決定版!
34種類のルーブクリスタルは
惜しみなく紹介!さらにそれぞれの
クリスタルのヒーロー、怪獣を全部
大迫力のバトル写真で一気に見せるぞ!

mailto:okawa-cinema-ippan@kouhoukai.org

