
■ナショナル・ギャラリー 英国の至宝　■トレヴィの泉で二度目の恋を

■スティーヴン・キング ファミリー・シークレット　■殺し屋チャーリーと6人の悪党

■メガ・シャークvsグレート・タイタン　■最後まで行く　■鰻の男　■おくびょうなカーレッジくん
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【ナショナル・ギャラリー】
1824年創立の英国初の国立美術館。年間入場者数500万人以
上、13～20世紀初頭のヨーロッパ絵画（所蔵作品2,300点以上）
を網羅し、世界最大級の絵画コレクションを誇る。また近年で
は007最新作『スカイフォール』（12）の撮影地でも使われた。

『岩窟の聖母』
（レオナルド・ダ・ヴィンチ）

『解体のため最後の停泊地に
引かれていく戦艦テメレール号、1838年』
（ジョゼフ・マロード・ウイリアム・ターナー）

『キリストの埋葬』
（ミケランジェロ）

『ひまわり』
（フィンセント・ヴァン・ゴッホ）

【DVD】￥3,800（税抜）【Blu-ray】（初回限定生産） ￥5,500（税抜）

芸術（アート）をテーマにしてきた・フレデリック・ワイズマン監督が30年もの間、撮影を切望した場所＝〈ナショナ
ル・ギャラリー〉を、3ヶ月間に渡り撮影敢行。美術品設置、額縁制作、絵画修正など、これまでカメラが立ち入っ
た事のない領域まで踏み込んだ映像は、芸術愛好家のみならず、ドキュメンタリー映画ファンなら必見！

〈ナショナル・ギャラリー〉は、西洋絵画（2,300点以上）が揃う、名画の宝庫。

【Blu-ray】ALBSB-0008／本編181分+特典
2014年アメリカ・フランス／英語／日本語字幕
提供：セテラ・インターナショナル／発売：アルバトロス

【DVD】ALBSD-1910／本編181分+特典
2014年アメリカ・フランス／英語／日本語字幕
提供：セテラ・インターナショナル／発売：アルバトロス

【CAST&STAFF】ナショナル・ギャラリーのスタッフ他／ウェイン・マクレガー（バレエ振付）／エドワード・ワトソン、リアン・ベンジャミン（英国ロイヤル・バレエ団）
監督・編集・録音：フレデリック・ワイズマン『パリ・オペラ座のすべて』『クレイジーホース・パリ 夜の宝石たち』／撮影：ジョン・デイヴィー／サウンドミックス：エマニュエル・クロゼ／色彩調整：ジル・グラニエ

©2014 Gallery Film LLC and Ideale Audience.All Rights Reserved.

『馬上のフレデリック・リヘル』
（レンブラント）

世界屈指の美術館〈ナショナル・ギャラリー〉の全貌を明かす、至福のひと時!

世界最高峰の美術館に展示される、絵画界の巨匠たちが描いた名画の数々!

全国劇場公開作

DVD特典（初回生産限定）
ギャラリーカード5枚組

特典映像 予告編

Blu-ray特典
至宝のケース、縮小プレス（16P）、
ギャラリーカード5枚組 ※ギャラリーカードは、Blu-ray特典と同様になります。

『パリ、オペラ座のすべて』
巨匠フレデリック・ワイズマン監督最新作 8.5  RELEASE
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]

特典映像 予告編
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ジョアン・アレン「ボーン・レガシー」「フェイス/オフ」／アンソニー・ラパリア「WITHOUT A TRACE/FBI 失踪者を追え!」（TV）/カーラ・ブオノ「モールス」
クリステン・コノリー「キャビン」／スティーヴン・ラング「アバター」／監督：ピーター・アスキン／原作・脚本：スティーヴン・キング（原作『素晴らしき結婚生活』：文春文庫）

ALBSD-1922／本編:102分／2014年アメリカ／英語／日本語字幕・日本語吹替／提供：ニューセレクト／特典映像：予告編 ©2014 Reno Productions, All Rights Reserved

￥3,800（税抜）

シャーリー・マクレーン
「アパートの鍵貸します」などの映画に
出演し、「愛と追憶の日々」（83）でアカ
デミー賞を獲得。本作は映画デビュー
60周年記念作品であり、80歳を迎
えた現在も活躍し続ける大女優。

「サウンド・オブ・ミュージック」のト
ラップ大佐役で一躍有名に。そして、
「人生はビギナーズ」でアカデミー史
上最高齢の82歳で助演男優賞を受
賞。映画界を代表する名俳優。

クリスファー・プラマー

“最高、さいこう、サイコーに楽しい映画です。
           皆さん是非こんな素敵な歳のとり方をしましょう!!”──中尾ミエさん（歌手）

“熟年組の恋愛ごっこ?と～んでもございません!照れちゃうほど可愛らしい
　      ラブストーリーに『my女性ホルモン』がお目覚めだわ♥”

                                 ──萬田久子さん（女優）

女性なら誰しも共感できるトキメキに、国内著名人もコメントを寄せ大絶賛!

無愛想で無口な男やもめのフレッドと、
陽気で快活な女性エルサ
まるで性格の違う、老齢の二人だが、
次第にエルサに心惹かれ、
人生に輝きを取り戻すフレッド
しかし、彼女にはある秘密があり ───

＜CAST＞シャーリー・マクレーン「愛と追憶の日々」「ココ・シャネル」／クリストファー・プラマー「サウンド・オブ・ミュージック」「人生はビギナーズ」／マーシャ・ゲイ・ハーデン／クリス・ノース

ALBSD-1896／本編:97分／2014年アメリカ／英語／日本語字幕／提供：リヴァーサイド・エンターテインメント・ジャパン／特典映像：予告編 © 2014 CUATRO PLUS FILMS, LLC
＜STAFF＞監督：マイケル・ラドフォード「イル・ポスティーノ」「ヴェニスの商人」／脚本：アンナ・パヴィニャーノ「イル・ポスティーノ」、マイケル・ラドフォード

全国劇場公開作

￥3,800（税抜）

2大アカデミー俳優&名匠マイケル・ラドフォードが贈る、大人の恋物語!!

「愛と追憶の日々」 「人生はビギナーズ」

「イル・ポスティーノ」
大女優シャーリー・マクレーン×名優クリストファー・プラマー!



妻殺害に訪れた殺し屋の登場が６人の悪党の

本性を刺激する。生き残るのは誰？

殺し屋vs悪党

ALBSD-1902／本編111分／2014年韓国／韓国語／日本語字幕／発売：アルバトロス  ©2014 SHOWBOX/MEDIAPLEX AND AD406 ALL RIGHTS RESERVED.

【Cast&Staff】イ・ソンギュン「コーヒープリンス1号店」「火車 HELPLESS」／チョ・ジヌン「悪いやつら」「ファイ 悪魔に育てられた少年」／シン・ジョングン「凍える牙」／チョン・マンシク「哀しき獣」／シン・ドンミ「ただよう想い。」

監督・脚本：キム・ソンフン／撮影：キム・テソン／編集：キム・チャンジュ「スノーピアサー」／音楽：モク・ヨンジン「シークレット」／美術：イ・ミギョン／製作総指揮：ユ・ジョンフン「悪いやつら」「観相師-かんそうし-」

7.3[FRI]RELEASE

7.3 [FRI] RELEASE

￥3,800（税抜）

刑事vs脅迫者
汚職刑事の秘密を知る謎の脅迫者。
刑事は人生最悪の事態を、回避出来るのか?

韓国にて劇場公開初登場第1位&5週連続No.1の大ヒットを記録！
イケメン俳優イ・ソンギュン主演で贈る、サスペンス・アクション!!

【Cast&Staff】イリアナ・ダグラス「グレイス・オブ・マイ・ハート」「誘う女」／エイミー・ライダー／パトリック・ボーショー「パニック・ルーム」「仮面の中のアリア」／アーネスト・L・トーマス／ブロディ・ハツラー「ハッピー・ブロンド」
監督：クリストファー・レイ／脚本：エドワード・デルイター／撮影：ローラ・ベス・ラヴ／編集：アレックス・エヴァンズ／音楽：クリス・ライデンハウア、クリストファー・カノ／製作：デヴィッド・マイケル・ラット／製作総指揮：デヴィッド・リマウィー
ALBSD-1903／本編89分／2015年アメリカ／英語／日本語字幕・日本語吹替／発売：アルバトロス  ©2015 RED ROBOT MOVIE, LLC. All Rights Reserved.

CATS

8.5[WED]RELEASE ￥3,800（税抜）
監督：クリフ・ステンダース／脚本：ジェームズ・マクファーランド／撮影：ジェフリー・シンプソン「シャイン」／音楽：ジョニー・クリメック「クラウド アトラス」／製作：タニア・チェンバース、ローレンス・マルキン
【Cast&Staff】サイモン・ペッグ「ミッション：インポッシブル/ローグ・ネイション」「宇宙人ポール」／サリヴァン・ステイプルトン「300～帝国の進撃～」／アリシー・ブラガ「アイ・アム・レジェンド」／テリーサ・パーマー

ALBSD-1912／本編91分／2014年アメリカ・オーストラリア／英語／日本語字幕・日本語吹替／発売：アルバトロス  © 2014 KM3T Pty Ltd, Screen Australia, Filmfest Limited and ScreenWest Inc.

パク・ギウン「シークレット・ミッション」「フルハウス TAKE2」
ハン・チェア「未来の選択」／イム・ファヨンCast Staff 監督：キム・ドンフ「レッド・ファミリー」／脚本：キム・ギドク「嘆きのピエタ」「メビウス」／撮影：イ・チュニ「レッド・ファミリー」

製作：キム・スンモ「嘆きのピエタ」「メビウス」、ホン・ソンウン／製作総指揮：キム・ギドク
ALBSD-1919／本編100分／2014年韓国／韓国語／日本語字幕／発売：アルバトロス  © 2014 KIM Ki-duk Film. All Rights Reserved.

9.2[WED]RELEASE ￥3,800（税抜）

中国産鰻の安全を訴える為、韓国に密入国した男。
彼を待つ、驚愕の事実とは?

罵り合い
対決 男vs国家

海の王者メガ・
シャークに挑む

巨人型兵器!

世界の運命を
賭けた戦いの

行方は?

￥4,800（税抜）

騙し合い、潰し合い、殺し合い、罵り合い!騙し合い、潰し合い、殺し合い、罵り合い!
様 々 な 対 決 を 堪 能 出 来 る、単 館 公 開 作 ! !

殺し合い
対決

騙し合い
対決

騙し合い
対決

潰し合い
対決
潰し合い
対決巨大サメvs巨人

平和な街で起こる殺しの連鎖！最後まで生き残るのはたった2人。
サイモン・ペッグほか、超豪華キャスト共演で贈る、痛快アクション！！



■SFアクション

バトル・オブ・スカイアーク
7.3RELEASE

ALBSD-1907／税抜￥4,800
本編88分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

近未来、空中都市に暮らす
富裕層に反抗し、荒廃した地
上に追放された少年たち。若
者たちの過酷なサバイバル
を描く、SFアクション!

■アクション

マッド・スピード
8.5RELEASE

ALBSD-1914／税抜￥4,800
本編90分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
提供：ニューセレクト

近未来、謎のウィルスで凶暴
化した人間に世界は支配さ
れていた…。カーチェイス&
銃撃戦満載で放つ、怒涛の
サバイバル・アクション!

■SFアクション

宇宙戦争 バトル・オブ・ダークサイド・ムーン
9.2RELEASE

ALBSD-1925／税抜￥4,800
本編91分／2014年ドイツ・アメリカ／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

荒廃した未来世界。2派に分
裂した人類は水資源を巡り、
氷の残る月面で壮絶な戦い
を繰り広げていた…。地球
軍vs追放軍の死闘を描く!

■ファンタジー・アドベンチャー

グリム・アベンジャーズ
7.3RELEASE

ALBSD-1905／税抜￥4,800
本編86分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
提供：ニューセレクト

魔術師の手から世界を救
う為、現代にタイムスリップ
した、赤ずきん、白雪姫たち。
5人の童話ヒロインの戦い
を描く、爽快ファンタジー!

■パニック

エアポート2015
9.2RELEASE

ALBSD-1920／税抜￥4,800
本編86分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
発売：アルバトロス

ロンドンに向け飛び立った旅
客機だが、雷雲を抜けるとそ
こは第2次大戦中の上空だっ
た!米アサイラム社が放つ「エ
アポート」シリーズ最新作!!

■ドラマ

蜜の宮殿
9.2RELEASE

ALBSD-1923／税抜￥3,800
本編91分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
提供：ニューセレクト

キャリア・ウーマンのミシェ
ルは、妖しげな男ライアンに
惹かれるが…。ソフトSMの
世界に溺れる女の運命を描
いた、甘く危険な官能作!

■アジア・エロス

甘える女
7.3RELEASE

ALBSD-1906／税抜￥3,800
本編81分／2013年韓国
発売：メディア・ワークス

旅先で出会った、自由奔放
な肉食女とドジな草食男。気
も体も合った二人はセック
スを繰り重ねる。男女の騙
し合いを描く、韓国エロス!

■アジア・エロス

イタズラなお遊戯
8.5RELEASE

ALBSD-1915／税抜￥3,800
本編63分／2013年韓国
発売：メディア・ワークス

シェアハウスで暮らす二人の
女。だが男を部屋に連れ込
んだ事から二人の関係に変
化が…。男と女、女と女の性
を描く、魅惑の韓国エロス!

■邦画・アクション

TOKYO KILLERS 蟻が空を飛ぶ日 【完全版】
9.2RELEASE

ALBSD-1926／税抜￥3,800
本編120分／2015年日本／特典映像：予告編
提供：ワイルドファイア

“殺し屋”を仕事にする東大生
の健二。ある日、美しく凶暴
な謎の女・真紀と出会い、事
態は思わぬ方向に…。各国
映画祭で絶賛された話題作!

■ドラマ

エマニュエル・ベアール 赤と黒の誘惑
7.3RELEASE

ALBSD-1908／税抜￥3,800
本編105分／2014年オーストラリア／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

年上の美女に恋した少年は、
ある日SMプレイを行う彼
女を目撃し…。エマニュエル・
ベアールの妖艶シーン満載
で贈る、官能ドラマ!

■戦争・ドラマ

ルーズヴェルト・ソルジャー【完全版】
8.5RELEASE

ALBSD-1917／税抜￥6,000
本編計150分／2枚組／2014年アメリカ／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

1944年、ルーズヴェルト大統
領の命を受け、特殊部隊はナ
チス軍基地に潜入するが…。
第2次大戦終戦70年を迎え
る今年、注目の戦争大作!

■パニック

ファイアー・ツイスター
8.5RELEASE

ALBSD-1916／税抜￥4,800
本編86分／2014年アメリカ・カナダ／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

突如、ロスの街を襲う“炎の
竜巻”。人類絶命の危機に、ひ
とりの男が立ち向かう!脅威
のCG映像で贈る、トルネー
ド・ディザスター・ムービー!!

■パニック

カリフォルニア・ディストラクション
9.2RELEASE

ALBSD-1924／税抜￥4,800
本編84分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

カリフォルニア地下のサン
アンドレアス断層が引き起こ
したM12の超巨大地震!果た
して人類の運命は?ド迫力の
ディザスター・パニック大作!!

■モンスター・パニック

ジュラシック・プロジェクト
8.5RELEASE

ALBSD-1913／税抜￥4,800
本編105分／2014年イギリス／特典映像：予告編
発売：アルバトロス

アマゾンを訪れた、TVク
ルーと調査隊一行。森林の奥
地へ向かう彼らの前に現れ
た巨大生物とは?夏よりアツ
い、超ド級・恐竜パニック!?

Albatros
New Release
Information

騙し合い、潰し合い、殺し合い、罵り合い!騙し合い、潰し合い、殺し合い、罵り合い!
様 々 な 対 決 を 堪 能 出 来 る、単 館 公 開 作 ! !



VS

■邦画・ホラー

超コワすぎ！FILE-01 恐怖降臨！コックリさん
7.3RELEASE

ALBSD-1904／税抜￥3,800
本編81分／2015年日本／特典映像：「コワすぎ通信」＆予告編
発売：アルバトロス

白石晃士監督が放つ、人気
ホラーシリーズ再始動!コッ
クリさんをする女子高生を
襲う惨劇、そして取材に向
かったスタッフの運命は?

■邦画・ホラー

8.5RELEASE

ALBSD-1911／税抜￥3,800
本編92分／2015年日本／特典映像：「コワすぎ通信」＆予告編
発売：アルバトロス

映像テープに映る美女と彼
女に恋する男の指南役で取
材に訪れたスタッフを待つ、
驚愕の恐怖体験とは?人気
ホラー新シリーズ第2弾!

■邦画・エロス

68days
7.3RELEASE

ALBSD-1909／税抜￥3,800
本編107分／2015年日本／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

廃墟に監禁された女教師と
女生徒。レイプ魔に犯される
二人を待つ新たな悲劇と
は?セクシー女優・鳴海小春
主演で贈る、人気シリーズ!

■邦画・エロス

78days
8.5RELEASE

ALBSD-1918／税抜￥3,800
本編109分／2015年日本／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

母と娘を襲う凌辱の嵐。そし
てレイプ魔犯は、親子の秘
密を知り…。ロリ系AV女優
有本紗世が、体当たり演技を
披露したシリーズ最新作!

■邦画・エロス

野球拳キャノンボール
9.2RELEASE

ALBSD-1921／税抜￥3,800
本編62分／2015年日本／特典映像：予告編
発売：アルバトロス

負ければ衣服と命をも奪われ
るデスゲーム“野球拳”に臨む
桜の運命は?話題のAV女優・
川原里奈ほか、人気セクシー
女優陣で贈る衝撃エロス!

負ければ衣服と命をも奪われ
るデスゲーム“野球拳”に臨む
桜の運命は?話題のAV女優・
川原里奈ほか、人気セクシー
女優陣で贈る衝撃エロス!

■バラエティ

モテ福3【2枚組】
8.5RELEASE

TVS-150805／税抜￥4,000
本編120分、特典映像60分／2枚組／2015年日本
発売：テレビ埼玉

テレビ埼玉にて好評放映中!
イケメン俳優滝口幸広&人気
声優蒼井翔太らが、ゆるっと
トークを繰り広げる、新感覚
トーク･バラエティ最新作!

　　　　　投票作品名、ご住所、氏名を明記のうえ下記宛先までご応募、またはメールでも随時受付ておりますのでお気軽にどうぞ!
みなさんの1票をお待ちしています♪〒104-0061 東京都中央区銀座5-13-14 銀座オリオルビル8F アルバトロス株式会社「ALB“VS”総選挙」係
E-mail： mail@albatros-film.com

カリスマ・カーペンターが皆に残せるもの

「蜜の宮殿」

※当選者の発表は商品の発送をもって代えさせていただきます。

対決のお題に対し「どちらがよりふさわしいか」をみなさんの投票で
決めてもらおう、という本コーナー!タイトルやビジュアル、連想され
る内容などから、あなたの気になる作品を書いて、ご応募下さい!!
投票いただいた方の中より抽選で、投票された作品の
DVDを各1名様にプレゼント!

満たされない渇きを癒
すため、SMの世界に溺
れていくキャリア･ウー
マン…。「エクスペンダ
ブルズ」ではJ.ステイサ
ムの彼女役!肉感的な
カーペンターに釘付け♥

傷心の少年が恋をした
のはSMの女王。だが、
彼女もまた心に深い闇
を抱えていて…。51歳と
は思えないベアールの
可愛さに脱帽!妖艶なコ
スプレの数々は必見♥

今年のベアールはひと味違う

「エマニュエル・ベアール 赤と黒の誘惑」

あ
な
た
の
投
票
が

勝
者
を
決
め
る
!

あ
な
た
の
投
票
が

勝
者
を
決
め
る
!

3回戦第3回戦第

応募方法

【キャストが光る!セクシー映画】第3回目のお題は【キャストが光る!セクシー映画】

第2回戦の勝者はこちら！
『ボルケーノ・シティ』
特に最近では関心の高いテーマですね…。
たくさんのご応募、ありがとうございました

結果は次号
で!

結果は次号
で!

戦慄怪奇
ファイル 超コワすぎ！FILE-02 暗黒奇譚！蛇女の怪戦慄怪奇

ファイル 

称号はどちらの手に!?
栄えある（?）

“
の

キャストが光る!セクシー映画”
称号はどちらの手に!?

栄えある（?）

“
の

キャストが光る!セクシー映画”

アルバアルバ



カートゥーン ネットワーク
にて、人気投票2位を獲

得!

   今、女子校生をはじめ
、女性層を中心に

      熱い支持を集める
大注目アニメーション!

!
カートゥーン ネットワーク

にて、人気投票2位を獲
得!

   今、女子校生をはじめ
、女性層を中心に

      熱い支持を集める
大注目アニメーション!

!

カートゥーンフェア（イベント）は大盛況！
 様々なグッズ展開＆LINEスタンプ配信中で、
   人気キャラクターの仲間入り!!

カートゥーンフェア（イベント）は大盛況！
 様々なグッズ展開＆LINEスタンプ配信中で、
   人気キャラクターの仲間入り!!

＜声の出演＆スタッフ＞カーレッジ：菅原淳一／ミュリエル：森ひろ子／ユースタス：城山堅／コンピューター：中田雅之／アナウンサー：岡野浩介／監督・脚本・原案：ジョン・R・ディルワース
DVD-BOX：ALBSD-1901／本編計:180分／単品DVD：ALBSD-1897（ライバルとの対決編）、ALBSD-1898（おうちの一大事編）、ALBSD-1899（決死のレスキュー編）、
ALBSD-1900（ご主人様の危機一髪編）／各45分／1999年アメリカ／日本語吹替／発売：アルバトロス

DVD-BOX封
入特典

オリジナルステ
ッカー

おくびょうなカーレッジくん
DVD-BOX〔初回限定生産〕
おくびょうなカーレッジくん
DVD-BOX〔初回限定生産〕

世界最大級のアニメ専門チャンネル、カートゥーン ネットワークから誕生した、世界最大級のアニメ専門チャンネル、カートゥーン ネットワークから誕生した、

7.3【FRI】RELEASE7.3【FRI】RELEASE
クモの巣こわいよ～！/特製ばあちゃんシチュー
ビクビクかげぼうし/わたしはだあれ？

❹ご主人様の危機一髪編 収録エピソード：
三つの呪い/なめられた水虫
ドコドコ町の鐘/恋するガチョウ

変身？モグラ人間/ママのひみつ
宇宙のアヒルブラザース/ゆうれいと話そう

ビッグフットをつかまえろ！/アブナい毛はえ薬
悪魔のマットレス/やめて！フレッド

❶ライバルとの対決編 収録エピソード： ❷おうちの一大事編 収録エピソード：

❸決死のレスキュー編 収録エピソード：

“カーレッジ（勇気）”の名前に反して、とっても臆病な番犬・カーレッジくん。大好きなご主人を守るため、
なけなしの知恵と勇気を振り絞り、襲い来る謎のモンスターや様々な困難に立ち向かう！

“カーレッジ（勇気）”の名前に反して、とっても臆病な番犬・カーレッジくん。大好きなご主人を守るため、
なけなしの知恵と勇気を振り絞り、襲い来る謎のモンスターや様々な困難に立ち向かう！

単品DVD（各4話収録） 各￥1,500（税抜）

全16話収録全16話収録

単品４枚をセットにしたお買得BOX

5,500（税抜）5,500（税抜）

❶ ❷ ❸ ❹



Bunkamu r aル・シネマほか、全国劇場にて絶賛上映中！

2大アカデミー俳優&名匠マイケル・ラドフォードが贈る、大人の恋物語!!
大女優シャーリー・マクレーン×名優クリストファー・プラマー!

★上記作品に関するお問い合わせは　アルバトロス・フィルム　TEL:03-3549-2700まで

最新映画情報ALBATROS FILM
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