
ドトールコーヒー大川店の商品、持ち込めます！
くわしくはお気軽にお問い合わせください♪

12/28（土） 以降

12

11/27(水) ～ 1/5(日)

上映カレンダー

2019

〒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!!

休館日／木曜日
※12/26（木）1/2（木）は休まず開館!!
※12/31（火）1/1（水･祝）は休館

冬休みにぴったり★
お子様向けオススメ作品上映♪

年末年始営業のお知らせ

12/26（木）1/2（木）は休まず開館!!
12/31（火）1/1（水･祝）は休館

作品決定し次第、HPまたは館内にて告知いたします。
ご了承くださいますようお願い申し上げます。

『人間失格 太宰治と３人の女たち』は
諸事情により上映中止とさせて頂くこととなりました。

12/21（土） → 1/3（金）

【監督】ヴィンセント・ケステロー、
ベン・スタッセン

【配給】イオンエンターテイメント
【声の出演】中村悠一、沢城みゆき、落合弘治、

たかはし智秋
【上映時間】85分

バッキンガム宮殿に住むレックスは、エリザベス女王の
トップドックとして、贅沢でわがまま放題のセレブ生活を
送っていた。ある日、晩餐会を台無しにしてしまったレッ
クスは、仲間のチャーリーとともに宮殿を抜け出すこと
に！しかし、トップドックの座を狙うチャーリーの裏切り
によって池に落とされてしまう……。初めての外の世界、
家を失った犬が住むシェルターに保護されたレックスは、
仲間の力を借りて宮殿へ戻ろうと計画するが、行く手に
シェルターのボス・タイソンが立ちはだかる。レックスは
無事女王の元へ戻ることが出来るのか!?
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中学生以下のお子様に先着でポストカードプレゼント!! ※数に限りがあります



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）1,800円（10/1～）
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、貸館・貸ホワイエできます♪
くわしくはお気軽にお問い合わせください♪

12/7（土） → 12/20（金）

【監督】クエンティン・タランティーノ
【配給】ソニー・ピクチャーズ

エンタテインメント
【出演】レオナルド・ディカプリオ、

ブラッド・ピット
【上映時間】161分

リック・ダルトン（レオナルド・ディカプリオ）は人気のピークを過ぎ
たTV俳優。映画スター転身の道を目指し焦る日々が続いていた。そん
なリックを支えるクリフ・ブース（ブラッド・ピット）は彼に雇われた
付き人でスタントマン、そして親友でもある。目まぐるしく変化するハ
リウッドで生き抜くことに精神をすり減らしているリックとは対照的に、
いつも自分らしさを失わないクリフ。パーフェクトな友情で結ばれた二
人だったが、時代は大きな転換期を迎えようとしていた。そんなある日、
リックの隣に時代の寵児ロマン・ポランスキー監督と新進の女優シャロ
ン・テート（マーゴット・ロビー）夫妻が越してくる。今まさに最高の
輝きを放つ二人。この明暗こそハリウッド。リックは再び俳優としての
光明を求め、イタリアでマカロニ・ウエスタン映画に出演する決意をす
るが――。そして、1969年8月9日――それぞれの人生を巻き込み映
画史を塗り替える【事件】は起こる。【PG12】

法人会員 お得になりました！！
くわしくは窓口まで♪

●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 毎週火曜日は、男性が1,100円
●ペアデー（10/1～）毎週月曜日は、2人で2,200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

※ペアデーは‘19年10月1日 ～‘20年3月31日の実施

12/14（土） → 12/27（金）

【監督】マリア・ペーテルス
【配給】アルバトロス・フィルム
【出演】クリスタン・デ・ブラーン、

ベンジャミン・ウェインライト、
スコット・ターナー・スコフィールド

【上映時間】139分

1926年、ニューヨーク。オランダからの移民アントニアは、
指揮者になるためならどんな困難にも挑むと決めていた。
「女性は指揮者になれない」と言われながらも、音楽への情
熱だけは誰にも負けなかったアントニアは、ナイトクラブで
ピアノを弾いて稼いだ学費で、音楽学校に通い始める。だが、
ある“事件”から退学を余儀なくされ、引き留める恋人を置
いて、アムステルダムからベルリンへ。遂に女性に指揮を教
えてくれる師と巡り合う。憑かれたようにレッスンに没頭す
るアントニアだったが、出生の秘密、恋人の裏切り、女性指
揮者への激しいバッシングなど、次々とアクシデントが襲い
掛かる――。女性指揮者のパイオニア、アントニア・ブリコ
没後30年。マーラー「交響曲第4番」、ガーシュウィン「ラ
プソディ・イン・ブルー」ほか名曲と共に奏でる感動の実話。

11/9（土） → 12/20（金） 【6週間上映】

東京で漫画家を目指し奮闘していた青年・田中亮太（佐藤
寛太）は、自身の夢に限界を感じ故郷の福岡に帰ってきた。
実家に頼れず旧友の部屋に居候する亮太が紹介されたのは、
地元の延命動物園でのアルバイト。園長の野田（武田鉄
矢）や、獣医師の石井彩（藤本泉）らと働いていくうちに、
亮太はここが動物の健康と幸せを第一に考える“動物福
祉”に力を入れる、世界でも珍しい動物園であることを知
り、理解していく。しかし、予算縮小で園の運営は危機的
状況にあった。亮太はこの取り組みを自らの絵で伝えるた
めに、もう一度漫画を描くことを決意する……。

©2019「いのちスケッチ」製作委員会

【監督】瀬木直貴
【配給】ブロードメディア・スタジオ
【出演】佐藤寛太、藤本泉、芹澤興人、須藤蓮、

林田麻里、前野朋哉、塩野瑛久、大原梓、
今田美桜（友情出演）、風間トオル、
高杢禎彦、浅田美代子、渡辺美佐子、
武田鉄矢

【上映時間】100分

大川シネマホール初の封切作品!!

©Shooting Star Filmcompany - 2018

12/21（土） → 1/3（金）

【監督】木村ひさし
【配給】エイベックス・ピクチャーズ
【出演】西島秀俊、西田敏行、伊藤淳史、葵わかな、

葉山奨之、池田鉄洋、佐野和真、前田航基、
戸田昌宏、猪野学、加治将樹、川島潤哉、
福山翔大、高木ブー、佐藤蛾次郎

【上映時間】119分

困っている人は見過ごせない、義理と人情に厚すぎるヤ
クザ“阿岐本組”。組長（西田敏行）は社会貢献に目が
なく、次から次へと厄介な案件を引き受けてしまう。今
度はなんと、経営不振の高校の建て直し。いつも親分に
振り回されてばかりの阿岐本組No.2の日村（西島秀俊）
は、学校には嫌な思い出しかなく気が進まなかったが、
“親分の言うことは絶対”！子分たちを連れて、仕方な
く学園へ。待ち受けていたのは、無気力・無関心のイマ
ドキ高校生と、事なかれ主義の先生たちだった――。義
理と人情で学校が救えるのか？これが噂の“世直し”エ
ンタテインメント！

© 今野 敏 ／ © 2019 映画「任俠学園」製作委員会



『norma jean（ノーマ・ジーン）』
掲載 クリスマスプレゼント♪

『norma jean（ノーマ・ジーン）』を見た！で
ドリンクSサイズをプレゼント♪

地域情報誌『norma jean』（ノーマ・ジーン）は久留米・鳥栖地区をメインに、毎月
75,000部発行しているフリーペーパーです。大川シネマホールにも毎月設置しています★

▲ノーマ・ジーン11月号

プレゼント対象期間： 12/1（日）～12/30（月）

映画ご鑑賞の当日、当日券を売店にご提示の上、
「norma jeanを見た！」と伝えて頂いたお客様に、

ドリンクSサイズをプレゼント♪

プレゼントに関しては12月号をご覧ください

大川シネマホール年末年始の営業日のお知らせ

1/25（土） → 2/14（金） 【3週間上映】

唯一無二の女優“樹木希林”の仕事、家族との関係、そし
て、何よりも大切にした日々の暮らし。なりゆき人生から
学ぶ、生きるヒント。珠玉のドキュメンタリー映画。

あと1作品のご紹介・詳しい上映時間は
1月号・HPなどで随時お知らせしていきます♪

©NHK

樹木希林特集 開催決定♪

～貸館・貸ホワイエのご案内～

（税込）

利用時間帯
午前 午後 夜間

9：00～12：00 12：00～17：00 17：00～21：00

1時間当たり
の金額

平日 25,000 円 26,000 円 27,000 円

土日祝 34,000 円 35,000 円 36,000 円

令和元年10月1日より、一部規約が変更になりなりました!!★貸館★
✿ご利用時間・料金✿

・利用時間帯をまたぐ場合は、
安価な方の料金を適用！

（例）平日11：00～14：00のご利用の場合
25,000円 × 3時間 ＝75,000円

・上記料金表の金額に、冷暖房・
備品使用・控室（1・2・3）の
利用料込み！

▲ホール

【 座席数 】
一般席 361席 ・プレミア席 9席・車椅子スペース 10台

★貸ホワイエ★ 令和元年10月1日より、貸ホワイエを新設!!

✿ご利用料金✿

・1週間（7日間）10,000円（税込）※ 設置日・撤去日は含まず

・特別鑑賞券 5枚を進呈!! ※ 有効期限は設置日から6ヵ月間

料金・利用目的等、お気軽にご相談ください♪

▲ 展示スペース側

絵・生け花・写真 等の
展示会場 etc♪
広々としたホワイエを
利用してみませんか？

▲ウエディングドレス・こどもドレス 展示風景

※ 飲食を含むパーティー等は別途相談させていただきます

12/26
(木）

12/27
(金）

12/28
(土）

12/29
(日）

12/30
(月）

12/31
(火)

1/1
(水・祝)

1/2
(木)

通常
営業

通常営業 休館日


