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アルバトロスがお勧め
する最新DVD情報 VOL.272015年10・11・12月

■ディオールと私   ■アドバンスト・スタイル そのファッションが、人生   ■アルプス　天空の交響曲

■オン・ザ・ハイウェイ その夜、86分   ■エクストラ テレストリアル   ■あいつの声

Pick Up
Title 

シンフォニー



VOL.27

「偉大なるディオールの後継者になるのは大変なプレッシャー。
       初めて見せるバックヤードのドキュメンタリーに共感。」 
                                                                （コシノジュンコ/デザイナー）
「ファッションは異端であり規範化へのアンチテーゼ。
        この映画を見ればそれが分かる。」
                                       （ドン小西/ファッションデザイナー）

【エレガンス版】ALBSD-1943／本編90分+特典
2014年フランス／仏語・英語／日本語字幕
提供：オープンセサミ／東急文化村

【通常版】ALBSD-1944／本編90分+特典
2014年フランス／仏語・英語
日本語字幕／提供：オープンセサミ／
東急文化村  

【Staff】監督・脚本・製作：フレデリック・チェン／製作総指揮：ギヨーム・ド・ロックモーレル、ジュリエット・ランブール
キアラ・ジラルディ／撮影監督：ジル・ピカール、フレデリック・チェン／録音：ヴィルジール・ヴァン・ジヌカン
編集：フリオ・C・ペレス４世、フレデリック・チェン／音楽監督：マイケル・ガルベ

【Cast】ラフ・シモンズ、ピーター・ミュリエー、モニク・バイイ、フロランス・シュエ、Diorアトリエ・スタッフ

全国劇場公開作

【エレガンス版】
期間限定生産￥3,800（税抜）

特典：アウターケース、解説書（8P）

【通常版】￥2,800（税抜）

デザイナーとお針子たちの誇りと情熱をかけた物語に、国内デザイナーから絶賛&賞賛!

クリスチャン・ディオール
1946年に自身のブランドを創設し、翌年に最初
のコレクションを発表。「ニュールック」〔8ライン/
コロール（花冠）・ライン〕で、一大旋風を巻き起こ
した。現在もオートクチュール（高級注文服）の伝
統を守り、自社のアトリエで全ての服を制作する最後のブランドの1つ。

12.2 [Wed] RELEASE

〈クリスチャン・ディオール〉の中枢であるアトリエを初公開!貴重な映像の数 は々必見!!

エレガンスなドレスに隠された、
デザイナーと職人たちの誇り!
ディオール・オートクチュールの舞台裏に迫る、
感動ドキュメンタリー!!

世界が注目するディオール・オートクチュールの舞
台裏にカメラが初潜入。撮影期間はラフ・シモン
ズ就任からパリ・コレクションまでの8週間のみ。ラ
フの緊張や歓喜、経験豊かな105人のお針子た
ちの姿。さらにはアトリエ内の仮縫いシーンや100
万本の生花に飾られたコレクション会場など、貴
重な映像の数々に心奪われる事、間違いなし!

特典映像：予告編

特典映像：予告編

© CIM Productions



[CAST]ジョイス･カルパティ／リン･デル／イロナ･ロイス･スミスキン／デボラ･ラポポート／ジポラ･サラモン／ジャッキー･タジャー･ムルドック／ゼルダ･カプラン／アリ･セス･コーエン

[STAFF]監督・撮影：リナ･プライオプライト／プロデューサー：アリ･セス･コーエン／編集：マイケル･カーター

ALBSD-1935／本編:72分／2014年アメリカ／英語／日本語字幕／提供：ニューセレクト　© 2014 ADVANCED STYLE THE DOCUMENTARY LLC. All Rights Reserved.

人気ブログ&写真集“Advanced Style”を基に映画化!

人生に刺激とパワーを与えてくれる、ファッションドキュメンタリー!!

映画を彩る

7人のおしゃれ

マダム達

ジポラ・サラモン ジョイス・カルパティ リン・デル

デボラ・ラポポート
イロナ・ロイス・

スミスキン

ジャッキー・

タジャー・ムルドック
ゼルダ・カプラン

『Advanced Style』とは
2008年に始まったファッション・ブログで、ニューヨークの

街角を闊歩する60代以上の女性が紹介されるや、アクセ

ス数が急上昇。彼女たちが披露する超個性的なスタイルが

注目を集め、ブログをまとめた写真集も大ヒット!

特典映像：メイキング&予告編

アドバンスト

アドバンスト スタイル

スタイル

おしゃれマダムたちの七人七色の人生とファッション哲学に共感&感動!

11.4 [WED]RELEASE
全国劇場公開作

￥3,800（税抜）

62歳 80歳 79歳

93歳
67歳

81歳 95歳

初回版には、ラストレーターでエッセイストの

石川三千花さん        のコメント入り、“スタイル・ブック”を封入!



東西約1,000km、南北約150kmの広大な地形に
4,000ｍ級の高山が連なるアルプス山脈。その大自然は、フランスからオー
ストリアまでのヨーロッパ7ヵ国にまたがる。本作はそんなアルプスの全貌
を、シネフレックスカメラ（軍事用特殊カメラ）で空撮。地上では決して見る
ことのできないアルプスの大パノラマを、ぜひその目で!

内容紹介

特典映像：予告編／撮影地紹介
Blu-ray特典：アートカードセット（3枚組）

特典映像：予告編
DVD特典（初回生産限定）：
アートカード（1枚）

※アートカードは、Blu-ray特典アートカードセットからランダムに1枚封入

モンブラン、ドロミーティなど、眼下に広がる世界遺産の数々!
空中からアルプスの全貌を俯瞰する、
美しきランドスケープ・ドキュメンタリー!!

【DVD】￥2,500（税抜）【Blu-ray】期間限定生産 ￥3,800（税抜）

ALBSB-0009
本編93分+特典
2013年ドイツ／日本語
提供：ニューセレクト

ALBSD-1927
本編93分+特典
2013年ドイツ／日本語
提供：ニューセレクト

【CAST & STAFF】小林聡美（ナレーション）『かもめ食堂』『紙の月』【STAFF】監督：ペーター・バーデーレ、セバスチャン・リンデマン／製作総指揮：ペーター・バーデーレ／カメラ：クラウス・シュトゥール
編集：ローランド・ポッセール／音楽：リッヒ・ディッカーソン、ルイジ・メロニ、クレーメンス・ヴィンターハルター／航空撮影プロデューサー：アンドレア・モコシュ　©VIDICOM 2013

シネフレックスカメラとは？
アメリカ諜報局が軍事目的で開発したヘリ
コプター用カメラ。時速320kmで高度数千
メートルから地面までぶれる事なく、高解像
度のズーム撮影が可能な高性能カメラ

超高性能カメラで空撮した、見たことのない大自然。世界遺産含む絶景の数々!

※本作に登場する絶景を一部抜粋して紹介

『リンダーホーフ城』（ドイツ） 『モンブラン』（フランス・イタリア） 『レッツェンの人造湖』（イタリア） 『ドロミーティ』（イタリア）世界遺産 

『マッターホルン』（スイス・イタリア）『氷河特急 グレッチャー・エクスプレス』
（スイス）

『アレッチ氷河』（スイス）世界遺産 『ゼメリング鉄道』（オーストリア）世界遺産

ナレーション：小林聡美 10.2 [Fri] Release



■戦争・アクション

リベリオン ワルシャワ大攻防戦
10.2RELEASE

ALBSD-1931／税抜￥4,800
本編128分／2014年ポーランド／特典映像：予告編
提供：ニューセレクト

本国ポーランドにて興収
No.1ヒット!第2次大戦末
期に起きた、ポーランド最
大の悲劇“ワルシャワ蜂起”
の真実を描く、戦争超大作!!

■ファンタジー・アドベンチャー

クリスマスを取り戻せ!～リトル・ドラゴンとサンタの魔法の石～
10.2RELEASE

ALBSD-1932／税抜￥4,800
本編106分／2014年アメリカ／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

サンタの眠りを覚ます為、
魔法の石を託された子供た
ちの冒険が始まる!エルフ、
ドラゴンなど、ファンタジー
満載のクリスマス映画!!

■SFスリラー

Q-ZONE：隔離地区
10.2RELEASE

ALBSD-1933／税抜￥4,800
本編103分／2014年イギリス／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

軍に隔離された地区“Q- 
ZONE”に潜入した女ジャー
ナリスト。彼女が見た驚愕の
真実とは?英国の新鋭ス
タッフが放つ、SFスリラー!

■スリラー

ホーム・インベージョン
11.4RELEASE

ALBSD-1941／税抜￥4,800
本編91分／2014年イギリス･オランダ／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

正体不明の侵入者に占拠さ
れたアリソンとトム夫妻宅。
夫を拷問し、妻を緊縛する
異常な犯人の目的とは?極
限のスリルとエロスを描く!

■スリラー

タイガー・ハウス
12.2RELEASE

ALBSD-1945／税抜￥4,800
本編83分／2015年イギリス･南アフリカ／特典映像：予告編
発売：アルバトロス

凶悪強盗団に襲われたケリー
と恋人の運命は?「パイレーツ・
オブ・カリビアン」ニュー･ヒロ
イン×二代目「トランスポー
ター」俳優が豪華競演!

■ホラー

悪魔はそこにいる
12.2RELEASE

ALBSD-1950／税抜￥4,800
本編80 分／2014年アメリカ／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

カルト教団による大量殺人
事件が起きた地を訪れた若
者たち。そこで彼らは究極の
恐怖に遭遇する!戦慄のP. O. 
V（主観撮影）ホラー最新作!!

■モンスター・パニック

シャークネード エクストリーム・ミッション
11.4RELEASE

ALBSD-1938／税抜￥4,800
本編89分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
発売：アルバトロス

LA、NYを襲った“シャーク
ネード”が、ワシントンに襲
い掛かる!三度の惨劇に見
舞われたアメリカの運命は? 
人気シリーズ第3弾!!

■スリラー

スティーヴン・キング ビッグ・ドライバー
11.4RELEASE

ALBSD-1939／税抜￥3,800
本編88分／2014年アメリカ／特典映像：予告編
提供：ニューセレクト

ヒッチハイクしたトラックの
ドライバーにレイプされた
女小説家。死の淵から生還
した女の復讐を描く、キング
原作の壮絶スリラー!

■戦争・アクション

ロシアン・スナイパー
12.2RELEASE

ALBSD-1948／税抜￥4,800
本編123分／2015年ロシア･ウクライナ／特典映像：予告編
提供：ニューセレクト

1941年、ナチスドイツによ
るソ連侵攻が始まる中、戦
場に身を投じたロシア女狙
撃兵がいた。実在の女狙撃
手を描くスペクタクル巨編!

■ファンタジー・アドベンチャー

マーラとバイキングの神々
12.2RELEASE

ALBSD-1949／税抜￥4,800
本編94分／2015年ドイツ／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

平凡な女子高生マーラに
宿った不思議な力とは?「マ
イティ・ソー」の原典《バイキ
ング神話》を基に描いたファ
ンタジー･アドベンチャー!

■SFパニック

アースフォール
11.4RELEASE

ALBSD-1940／税抜￥4,800
本編89分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

軌道を外れ、天変地異に襲
われる地球を救う為、人類は
“SAFE作戦”を試みるが…。
最新VFXによるド迫力の
ディザスターシーンは必見!

■スリラー

ネスト
10.2RELEASE

ALBSD-1929／税抜￥4,800
本編92分／2014年スペイン・フランス／特典映像：予告編
発売：アルバトロス

アパートに二人きりで暮ら
す美人姉妹。だが妹に男が
出来た事で、姉の精神は崩
壊し始め…。スペインの鬼
才が放つ、驚愕スリラー!

Albatros
New Release
Information



VS

■モンスター・パニック

トリプルヘッド・ジョーズ
12.2RELEASE

ALBSD-1946／税抜￥4,800
本編89分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
発売：アルバトロス

3つの頭を携えた巨大なサメ
が海底の研究施設を攻撃!研
究員は次々に餌食となり…。
アサイラム社が放つ、前代未
聞のサメ･パニック最新作!!

■邦画・ホラー・アクション

10.2RELEASE

ALBSD-1930／税抜￥3,800
本編65分／2012年日本／特典映像：メイキング＆予告編
提供：アーケロンピクチャーズ

別冊超漫画ゴラクのコミッ
クを映像化!人肉食獣“蘇生
者”が蔓延した世界で、彼らを
始末する葬儀人の活躍を描
く、邦画ホラー・アクション!!

■邦画・エロス

聖獣警察 警視庁性犯罪特捜10課
10.2RELEASE

ALBSD-1934／税抜￥3,800
本編74分／2015年日本／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

202X年、妹を殺したレイプ
魔への復讐を誓い、秘密捜査
官になった女の戦いの行方
は?アクション女優・亜紗美
主演で放つ、邦画エロス!

■邦画・エロス

聖獣警察2 警視庁性犯罪特捜10課
11.4RELEASE

ALBSD-1942／税抜￥3,800
本編91分／2015年日本／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

凶悪な性犯罪が横行する20 
2X年。秘密捜査官のナオミは、
連続婦女暴行虐殺魔の正体
を突き止めるが…。亜紗美主
演で贈る超過激作、第2弾!

■邦画・エロス

妹がぼくを支配する。
12.2RELEASE

ALBSD-1947／税抜￥3,800
本編62分／2015年日本／特典映像：予告編
提供：ニューセレクト／レオーネ

“女”へと成長した妹に翻弄
される兄･敦彦。そんな妹に
も彼氏ができて…。セクシー
女優さくらゆら主演で贈る、
“兄と妹”の禁断エロス!

“女”へと成長した妹に翻弄
される兄･敦彦。そんな妹に
も彼氏ができて…。セクシー
女優さくらゆら主演で贈る、
“兄と妹”の禁断エロス!

■邦画・エロス

東京地下女子刑務所 CHAPTER1･エリア88
12.2RELEASE

ALBSD-1951／税抜￥3,800
本編101分／2015年日本／特典映像：予告編
提供：プライムウェーブ

強制肉体奉仕、全裸独房監禁
など、地獄の刑務所に送られ
た雪の運命は?樹花凛、あや
なれい他、豪華セクシー女優
出演の女囚エロス!

　　　　　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

ＴＨＪ出動
「トリプルヘッド・ジョーズ」

※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!

かつて世界を震撼させた
双頭のサメ。笑撃の進化を
遂げたヤツが再び人類に
襲い掛かる!怪優ダニー・
トレホも蛮刀を振るって
暴れまくりの本作。3つの
頭を携えた“海の阿修羅”
が、全てを噛み砕く!!

凶暴なサメを大量に巻き
込んだ巨大竜巻“シャー
クネード”が、三度人類に
襲い掛かる!レディ・ガガや
サイモン・ペッグも夢中に
させた「シャークネード」シ
リーズ。その最新作の本
作は、全てが宇宙規模!!

鮫竜巻、もっと吹かせたい…
「シャークネード エクストリーム・ミッション」

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
!

応募方法

第3回戦の勝者はこちら！
『エマニュエル・ベアール 赤と黒の誘惑』

52歳の美魔女、恐るべし…。
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!

葬儀人 アンダーテイカー

称号はどちらの手に!?
栄えある（?）

称号はどちらの手に!?
栄えある（?）

アルバアルバ

【ぶっ飛びサメ・パニック映画】いよいよ最終戦のお題は【ぶっ飛びサメ・パニック映画】

“
”

ぶっ飛びサメ・パ
ニック映画 の

“
”

ぶっ飛びサメ・パ
ニック映画 の

終戦最終戦最

今回をもちまして本コーナーは最終回となります。次号からの新コーナーをお楽しみに♪



今、注目度NO.1俳優のトム・ハーディ主演最新作!
画面に映るのはただ一人、ワンシチュエーションで描くリアルタイム・サスペンス!!

「殺人の追憶」「カエル少年失踪殺人事件」に続く実録犯罪映画、待望の初DVD化!!

【Cast】トム・ハーディ「インセプション」「チャイルド44 森に消えた子供たち」 【Staff】監督・脚本：スティーヴン・ナイト「ハミングバード」（監督）
「イースタン・プロミス」（脚本）／製作総指揮：ジョー・ライト「PAN ネバーランド、夢のはじまり」「つぐない」他
ALBSD-1928／本編:86分／2013年イギリス･アメリカ／英語／日本語字幕・日本語吹替／発売：アルバトロス／特典映像：メイキング&予告編
©2013 LOCKE DISTRIBUTIONS, LLC ALL RIGHTS RESERVED

「エイリアン・アブダクションの恐ろしさを初めて描いた作品だ。拉致及び人体実験の恐怖はもちろんだが、
UFO問題の本質に潜む冷酷な現実に迫っている。」　 ── 三上丈晴（学研・ムー編集部・編集長）

【Blu-ray】￥4,500（税抜）
【DVD】￥3,800（税抜）

【Blu-ray】ALBSB-0010 【DVD】ALBSD-1937／本編:101分／2014年カナダ／英語／日本語字幕・日本語吹替／発売：インターフィルム、アルバトロス／特典映像：予告編
※Blu-rayは期間限定生産となります。  © 2014 ABDUCTION FILMS LTD. ALL RIGHTS RESERVED

【Cast】ブリタニー・アレン／フレディ・ストローマ「ハリー・ポッターと謎のプリンス」／メラニー・パパリア／ジェシー・モス「ファイナル・デッドコースター」
ショーン・ロジャーソン「グレイヴ・エンカウンターズ」／マイケル・アイアンサイド「トータル・リコール」
【Staff】監督：コリン・ミニハン／脚本・編集：ザ・ヴィシャス・ブラザーズ（コリン・ミニハン＆スチュアート・オルティス）

11.4 [WED] RELEASE
￥3,800（税抜）

ALBSD-1936／本編:122分／2007年韓国／韓国語／日本語字幕／発売：CJ Entertainment Japan
©2007 CJ Entertainment Inc. and Zip Cinema Co.,Ltd. All Rights Reserved

【Cast】ソル・ギョング「監視者たち」「ソウォン／願い」／キム・ナムジュ／キム・ヨンチョル「IRIS-アイリス-」／ソン・ヨンチャン「王の涙-イ・サンの決断-」「悪魔は誰だ」
カン・ドンウォン「群盗」「義兄弟 SECRET REUNION」  【Staff】監督・脚本：パク・ジンピョ「ユア・マイ・サンシャイン」／撮影：キム・ウヒョン「高地戦」「レイトオータム」

本編＋予告編のみを収録したDVDも同時リリース！

イ・ヒョンホ君誘拐殺人事件：1991年、ソウルで起きた9歳の少年の誘拐事件。懸命の捜査も空しく、誘拐され44日後に無残な姿で発見された。犯人はその間、60回以上の脅迫電話を掛け続けるが事件解決の糸口は見えず、2006年時効を迎えた。

マッドマックス 怒りのデス･ロード

￥3,800（税抜）
初回封入特典：アートカード（1枚）

「映画とは時間と空間を再構成し、日常を至極の物語に脚色する装置。だが、
トム・ハーディが夜のハイウェイを疾走するこの86分間が、その常識を見事に
破壊する。まさに映画史に遺る映画体験だ。」

── 小島秀夫（ゲームデザイナー/「メタルギア」シリーズ監督）

“怖すぎる予告編”

“韓国三大未解決事件”韓国を震撼させた、

“イ・ヒョンホ君誘拐殺人事件”を基に描く衝撃作!
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