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5/28(火) ～ 7/5(金)

上映カレンダー

〒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!!

6/22（土） → 7/5（金）

【監督】ジル・パケ＝ブレネール
【配給】KADOKAWA
【出演】グレン・クローズ、テレンス・スタンプ、

マックス・アイアンズ、
ステファニー・マティーニ、
ジリアン・アンダーソン、
クリスティーナ・ヘンドリックス 他

【上映時間】115分

無一文から巨万の富を築き上げた大富豪レオニデスが毒
殺された。私立探偵のチャールズは、レオニデスの孫娘
で元恋人のソフィアから捜査を依頼される。広大な屋敷
に到着すると、3世代にわたる一族が勢ぞろいし、巨額
の遺産を巡って、疑惑と嫉妬、敵意と憎しみをぶつけ
合っていた。愛人のいる若い後妻ブレンダ、映画製作の
資金が欲しい長男夫妻、父から受け継いだ会社が倒産寸
前の次男とその妻、亡き前妻の姉であり一族を取り仕切
る大伯母イーディス。まもなくチャールズは、ソフィア
を含め一族全員に殺害の動機があったことに気付く。真
相に近づいたと思われたその時、第二の殺人が起きる
――。

(C) 2017 Crooked House Productions Ltd.

【監督】クラウディオ・ポリ
【配給】クロックワークス、アルバトロス・フィルム
【出演】トニ・セルヴィッロ（「グレート・ビューティー

追憶のローマ」、「修道士は沈黙する」）
【上映時間】97分

6/22（土） → 7/5（金）

ナチス・ドイツはふたつの手段で芸術を支配した。ひと
つはピカソ、ゴッホ、ゴーギャン、シャガール、クレー
らの傑作に「退廃芸術」の烙印を押しそれらを貶め、一
方で、純粋なアーリア人による写実的で古典主義的な作
品を擁護。同時に、青年時代に画家志望だったヒトラー
は、故郷近くのリンツに“総統美術館”を建設する野望
を抱き、右腕的存在のゲーリング国家元帥や息のかかっ
た画商を通じてユダヤ人富裕層が所有する古典美術の名
品を次々と没収。オランダ、フランスなど周辺国を占領
するとその勢いと大胆さは加速し、かのルーブル美術館
やパリ在住のユダヤ人美術収集家から問答無用で憧れの
名品や価値ある退廃美術の略奪を繰り返した。

©2018 – 3D Produzioni and Nexo Digital – All rights reserved



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

6/8（土） → 6/21（金）

【監督】エリック・クー
【配給】エレファントハウス/ニッポン放送
【出演】斎藤工、マーク・リー、ジネット・アウ、

伊原剛志、別所哲也、ビートリス・チャン、
松田聖子

【上映時間】89分

真人（斎藤工）の父はラーメン屋で働いていたが、あ
る日突然亡くなる。葬儀を終えた真人は、父の遺品の
中に、10歳のとき他界したシンガポール人の母親がレ
シピや当時の写真を貼ったノートを見つける。それを
眺めているうちに、真人は幼少期に住んでいたシンガ
ポールで、自分をかわいがってくれた母方の家族のこ
とを思い出し、彼らと再会しようとシンガポールに行
くことを決意する。現地に住む日本人フードブロガー
の美樹（松田聖子）の助けを借りて、肉骨茶（バク
テー）の店を営む叔父と会う。

(C)Wild Orange Artists/Zhao Wei Films/Comme des Cinemas/Version Originale

6/15（土） → 6/28（金）

【監督】中泉裕矢【配給】ENBUゼミナール
【出演】真魚、濱津隆之、しゅはまはるみ、

秋山ゆずき、ド・ランクザン望、
チャールズ・グラバー

【上映時間】57分

あの悪夢から、半年。千夏はアメリカ・ハリウッド地
区のレストランでウェイトレスをしている。あれ以来
声がでなくなってしまい、髪を金髪に染め、“ホリー”
と名乗って新しい人生を歩もうとしていた……。そん
なハリウッドで、またしても本物のゾンビが襲いかか
る！ハリウッド版・ノンストップ・ゾンビサバイバル！
……を撮ったヤツらの話。

©「ハリウッド大作戦！」プロジェクト

※サービスデー・各種割引（シニア割引等）の対象外となります。ご了承ください。
※個人会員カード・法人会員カードにてチケットをご購入のお客様は、通常通り1,100円での鑑賞ができます。
また、特別鑑賞券も通常通り利用可能です。

【特別料金 一律1,200円】

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♪

6/8（土） → 6/21（金）

【監督】グスタフ･モーラー
【配給】ファントム・フィルム
【出演】ヤコブ･セーダーグレン、イェシカ･ディナウエ、

ヨハン･オルセン、オマール･シャガウィー
【上映時間】88分

緊急通報指令室のオペレーターであるアスガー・ホ
ルム（ヤコブ・セーダーグレン）は、ある事件を
きっかけに警察官としての一線を退き、交通事故に
よる緊急搬送を遠隔手配するなど、些細な事件に応
対する日々が続いていた。そんなある日、一本の通
報を受ける。それは今まさに誘拐されているという
女性自身からの通報だった。彼に与えられた事件解
決の手段は“電話”だけ。車の発車音、女性の怯え
る声、犯人の息遣い……。微かに聞こえる音だけを
手がかりに、“見えない”事件を解決することはで
きるのか――。

© 2018 NORDISK FILM PRODUCTION A/S

6/1（土） → 6/14（金）

【監督】貝澤幸男
【配給】東映
【声の出演】成瀬瑛美、小原好美、安野希世乃、

小松未可子、 木野日菜、吉野裕行 ほか
【ゲスト声優】田中裕二、梶裕貴、小桜エツコ
【上映時間】71分

星空を眺めていた「スター☆トゥインクルプリキュ
ア」は、キラキラ星の世界にワープしてしまう。彼女
たちはミラクルライトの見習い職人ピトンと出会い、
ミラクルライトの秘密に迫る冒険に出掛けるが、宇宙
警備隊に追われミラクルライトの光が真っ黒になって
しまう。さらに伝説の宇宙大魔王が復活し、彼女たち
はピンチを迎える。

©2019 映画プリキュアミラクルユニバース製作委員会

ご鑑賞の中学生以下のお子様に
『ミラクル☆ユニバースライト』 プレゼント♪
映画でいっぱい声を出して、楽しく応援してください☆



～ 樹木希林特集 ～

6/29（土） ～ 7/12（金）

★第１弾★

『あん』
第39回日本アカデミー賞 優秀主演女優賞 受賞！！
樹木希林 最後の主演作！！日本を代表する女優・樹木希林をはじめ、存在感を放つ
永瀬正敏、樹木の実孫である内田伽羅、芸歴50年を超えようやく樹木との共演が実
現した市原悦子など、日本映画界最高のスタッフ&キャストが集結！

★第２弾★

7/13（土） ～ 7/26（金）『万引き家族』
第71回カンヌ国際映画祭最高賞 パルムドール受賞！！
第42回日本アカデミー賞 最優秀作品賞 等 最優秀賞最多8部門受賞！！
家族を描き続けてきた是枝裕和監督が“家族を超えた絆”を描く――。
未体験の心の震えが押し寄せる衝撃の感動作

★第３弾★

7/27（土） ～ 8/9（金）『日日是好日』
第42回日本アカデミー賞 優秀助演女優賞 受賞！！
「私最近思うんですよ。こうして毎年、同じことができることが幸せなんだって」
一期一会の感動作がここに誕生！！

※詳しくは、館外掲示板・大川シネマホールHPにていち早くお知らせしていきます。

樹木希林さん出演作品の中から、『もう一度劇場で観たい！』という
皆様の声にお応えして開催決定♪

★第４弾★

8/10（土） ～ 8/23（金）『エリカ38』
樹木希林が盟友のために手がけた渾身の初「企画」作品！
浅田美代子、４５年ぶりの主演作＆演技派・個性派が揃う豪華キャスト

チケット・売店カウンターのレイアウトが変わりました！！
イベント等によって配置が変わることがありますので、エレベーター内
掲示の案内図・館内掲示をご確認ください。ご迷惑をおかけ致しますが
宜しくお願い致します。

ドトール商品、大川シネマホールに持込可能です！
おおかわ交流プラザ1階 ドトールコーヒー大川店の商品のみ、持ち
込むことができます。映画を観ながら、おいしいコーヒーやサンドイ
ッチなどをお楽しみください☆

6/29（土） → 7/12（金）

【監督】河瀨直美
【配給】エレファントハウス

【出演】樹木希林、永瀬正敏、内田伽羅、市原悦子、

水野美紀、太賀、兼松若人、浅田美代子

【上映時間】113分

縁あってどら焼き屋「どら春」の雇われ店長として単
調な日々をこなしていた千太郎（永瀬正敏）。そのお
店の常連である中学生のワカナ（内田伽羅）。ある日、
その店の求人募集の貼り紙をみて、そこで働くことを
懇願する一人の老女、徳江（樹木希林）が現れ、どら
やきの粒あん作りを任せることに。徳江の作った粒あ
んはあまりに美味しく、みるみるうちに店は繁盛。し
かし心ない噂が、彼らの運命を大きく変えていく……。

©2015 映画『あん』製作委員会/COMME DES CINEMAS/TWENTY TWENTY VISION/ZDF-ARTE

【 樹木希林特集 第1弾 】

カラードレス・子供ドレス 展示します♪
大川シネマホールホワイエにて、カラードレ
ス・子供ドレスを展示します！！

佐賀の結婚式場 ザ・ゼニスとのコラボイベ
ントとして、プレゼントが当たるアンケート
も実施♪

期間：6/1（土）～6/14（金）
※写真はイメージです


