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第67回カンヌ国際映画祭
最優秀男優賞、芸術貢献賞受賞！
光の画家ターナーの素顔と
      創作の秘密が、今明かされる──。

名匠マイク・リー監督最新作

Story

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー

19世紀、イギリス。27歳の若さでロイヤル・アカデミー正会員の名声を得た、天才画
家ターナーは、年老いても尚、名画創作に没頭する日々を送っていた。だがそんなあ
る日、彼の一番の理解者で助手としても支えていた最愛の父が、病に倒れ帰らぬ人
となってしまい、悲しみから筆を止めてしまう。そんな寂しい日々を過ごす中、宿夫人・
ソフィアと親密な仲となったターナーは名画創作の意欲を取り戻すが、彼の並はず
れた才能は時代の先を行き過ぎ、評価が真っ二つに分かれるようになっていた…。

14歳でイギリス美術界最大の権
威、ロイヤル・アカデミーに入学。
史上最年少の27歳で同校正会
員に選出。70歳で同校院長代
理を務めるが、独自の画風は批

評の的に。遺言で専用ギャラリー設置を条件に、全
作品を国家に寄贈。1851年12月19日没（享年76歳）。

本編に登場する、風景画の巨匠・ターナーが描いた名画の数 ！々 カンヌ国際映画祭Ｗ受賞、アカデミー賞
４部門ノミネートなど、世界の映画祭が大絶賛！
カンヌ国際映画祭にて、英国俳優ティモシー・ス
ポールが最優秀男優賞、英国スタッフが手掛けた
絵画のような映像が芸術貢献賞を受賞！またアカ
デミー賞では撮影、衣装デザイン、作曲、美術の4
部門で賞ノミネートなど、世界にて高評価を獲得！！

全国劇場公開作

ALBSD-1952／本編150分+特典／2014年イギリス・フランス・ドイツ／英語／日本語字幕／提供：セテラ・インターナショナル／ニューセレクト　©Channel Four Television Corporation, The British Film Institute, Diaphana, France3 Cinéma, Untitled 13 Commissioning Ltd 2014.

ターナー：ティモシー・スポール『ハリー・ポッター』シリーズ『英国王のスピーチ』／ハンナ：ドロシー・アトキンソン／ソフィア：マリオン・ベイリー／シニア：ポール・ジェッソン／メアリー：レスリー・マンヴィル
ヘイドン：マーティン・サヴェージ／サラ：ルース・シーン／監督・脚本：マイク・リー『秘密と嘘』『ヴェラ・ドレイク』『家族の庭』／プロデューサー：ジョージナ・ロウ／製作総指揮：ゲイル・イーガン
テッサ・ロス、ノーマン・メリー／撮影：ディック・ポープ／編集：ジョン・グレゴリー／美術：スージー・デイヴィス／音楽：ゲイリー・ヤーション／衣装：ジャクリーン・デュラン

￥3,800（税抜）

予告編／スタッフ・キャストインタビュー／撮影風景 アートカード3枚組

1.6 [Wed] Release

Cast
&

Staff

特典映像 初回封入特典

『戦艦テメレール号』 『雨、蒸気、速度 ──
  グレート・ウェスタン鉄道』

『ヘレヴーツリュイスから
 出航するユトレヒトシティ64号』
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ベルリン国際映画祭をはじめ、数々の映画祭が賞賛！
１０歳と６歳の兄弟が、突然消えた母を捜す、感動の３日間！！

ジャック：イヴォ・ピッツカー／マヌエル：ゲオルグ・アームズ／ザナ：ルイーズ・ヘイヤー
ベッキ：ネル・ミュラー＝ストフェン／ヨナス：ヴィンセント・レデツキ／フィリップ：ヤコブ・マッチェンツ

監督：エドワード・ベルガー／脚本：エドワード・ベルガー
ネル・ミュラー＝ストフェン／プロデューサー：ヤン・クルーガー、レネ・ローマート

ALBSD-1968／本編103分／2013年ドイツ／独語／日本語字幕／提供：株式会社博報堂DYミュージック＆ピクチャーズ／販売：アルバトロス　© PORT-AU-PRINCE Film & Kultur Produktion GmbH

ベルリン国際映画祭正式出品など、
新人子役の才能に世界が大絶賛！

3.2　  Release
Cast Staff

Story
ベルリンに暮らす10歳のジャックは、6歳に
なる弟のマヌエルの世話や家事で毎日忙
しく過ごしていた。まだ若いシングルマ
ザーの母は兄弟の面倒をみようとしない。
そんなある日、マヌエルは知り合いの家に、
ジャックは養護施設に預けられることにな
るが、ジャックは、施設になじめない。そして
母に会いたい気持ちが募ったジャックは、
施設を飛び出して家に帰るが、母は不在
でカギもない。行方をくらました母を捜す
べく弟を迎えに行ったジャックは、兄弟二
人でベルリン中を駆け回るのだが…。

特典映像：予告編  初回封入特典：アートカード（予定）

全国劇場公開作

『東ベルリンから来た女』監督＆主演トリオが再結集！
劇中歌、クルト・ヴァイルの名曲〈スピーク・ロウ〉が深い余韻を心に刻む感動作！！

ニーナ・ホス「素粒子」「東ベルリンから来た女」「誰よりも狙われた男」
ロナルト・ツェアフェルト「東ベルリンから来た女」
ニーナ・クンツェンドルフ「ローゼンシュトラッセ」

監督・脚本：クリスティアン・ペッツォルト「東ベルリンから来た女」
共同脚本：ハルン・ファロッキ／原作：ユベール・モンティエ著『帰らざる肉体』（早川書房）
撮影監督：ハンス・フロム／編集：ベッティナ・ブーラー／音楽：ヤチェック・ガチュコフスキ

ALBSD-1961／本編98分／2014年ドイツ／ドイツ語／日本語字幕／提供：ニューセレクト／特典映像：予告編　© SCHRAMM FILM / BR / WDR / ARTE 2014

“シャ
ノベ”

の

時代到
来!?

全国劇場公開作

2.3 [Wed] RELEASE

Story

オーディションで、何百人もの応募者の中から
選ばれた、本作ジャック（主演）役のイヴォ・ピッ
ツカー。デビュー子役とは思えない程の演技力
に、世界の映画祭が賞賛。

￥3,800（税抜）

[W
ed] 

フランク・シナトラ等の錚々たる歌手たちが歌ったジャズの
名曲にして、ユダヤ人亡命作曲家クルト・ヴァイルの代表曲。

ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞

「Speak Lowは私の大好きな曲の一つですが、
 これからこの曲を歌うときは、ネリーの紅い口紅が
 心に浮かんでくることでしょう。いい映画をありがとう。」
                                                 ――  矢野顕子さん（ミュージシャン）

Cast
&

Staff

1945年ベルリン。顔に傷を負いながらも、
ナチス強制収容所から生還した妻は、修復
手術を受け、切望していた夫との対面を果た
す。だが、「妻は死んだ」と思い込む夫は、彼
女が妻だとは全く気づかない。やがてふたり
の再会は、彼らの心の痛手を炙り出す─。

劇中歌『スピーク・ロウ』

￥3,800（税抜）

初回封入特典
アートカード



惨劇の森から逃れたジェニファーは名前をアンジェラと変
え、素性を隠したまま新たな街・ニューヨークの片隅でひっそ

りと暮らしていた。そして絶望の記憶から逃れる為、性犯罪のPTSDに苦しむ人々
の集まるセラピーに参加をする。しかしそこで知り合ったマーラもまたレイプ魔に
よって殺されてしまう。警察も社会も守ってはくれない。唯一の心の友を再びケダモ
ノの手によって奪われた彼女は、自らの意思で、再びケダモノどもに報復を誓う。

Story

【Cast & Staff】サラ・バトラー「アイ・スピット・オン・ユア・グレイヴ」「デッド・ハング」／ジェニファー・ランドン
ガブリエル・ホーガン／ハーレー・ジェーン・コザック／監督：R．D．ブラウンシュタイン／脚本：ダニエル・ギルボーイ
製作：リサ・ハンセン、ポール・ハーツバーグ「アイ・スピット・オン・ユア・グレイヴ」（1＆2）
ALBSD-1973／本編92分／2015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　©2015 ANGEL OF VENGEANCE DISTRIBUTION, LLC. ALL RIGHTS

ALBSD-1972／本編計406分／英語／日本語字幕・日本語吹替（2、3のみ）／提供：ニューセレクト

レイプ・リベンジ・ムービーとは？

￥4,800（税抜）
3.2

『発情アニマル -アイ・スピット・オン・ユア・グレイヴ1978-』
『アイ・スピット・オン・ユア・グレイヴ』『アイ・スピット・オン・ユア・グレイヴ2』
『アイ・スピット・オン・ユア・グレイヴ3』

Release

[W
e
d

]

収録作品

特典映像：予告編

前半が凌辱（レイプ）、後半が復讐（殺人）でス
トーリーが展開する事が特徴の、70年代に
ブームを巻き起こした、過激ジャンル。

全国劇場公開作

￥6,800（税抜）

過激出血価格

期間限定生産



Albatros
New Release
Information

急死した人気女優の遺体

を見る為に安置所に侵入

した3人の若者。その美し
い死体を目にした彼らは、

欲求のまま禁断の行為に

及ぶのだが…。欲望が暴

走する、レイプ・スリラー!

■スリラー

レイプ・オブ・アナ・フリッツ
1.6 RELEASE

ALBSD-1959／税抜￥4,800
本編75分／2015年スペイン／特典映像：予告編

提供：プライムウェーブ

正体不明のウィルス汚染

により、狂暴化した人類。

感染を逃れた4人の男女
は、怪物と化した人間た

ちから逃げ続けられるの

か?世界の破滅と終末を
描く、ホラー・アクション！

■ホラー

ワールド・オブZ
1.6 RELEASE

ALBSD-1954／税抜￥4,800
本編100分／2014年イスラエル／特典映像：予告編

発売：アルバトロス

■ファンタジー・アドベンチャー

ミクロ・アドベンチャー
2.3 RELEASE

ALBSD-1963／税抜￥4,800
本編101分／2014年オランダ／特典映像：予告編

発売：アルバトロス

世界的ベストセラー小説

を映像化!いたずら好きな
小人の魔法で、体がミクロ

化したヨハネス一家。彼ら

の冒険に待ち受けるもの

とは?気分爽快なファンタ
ジー・アドベンチャー!!

映画撮影を楽しむ男女た

ちに、突如襲い掛かる恐怖

とは?人気セクシー女優吉
沢明歩&希志あいのが体当
たり演技で競演!日本と韓
国のスタッフ・キャストが放

つサスペンス・スリラー!!

■アジア・スリラー

マッドムービー　遊園地残酷迷宮
3.2 RELEASE

ALBSD-1971／税抜￥3,800
本編75分／2015年韓国／特典映像：予告編

発売：アルバトロス

荒廃した地球で滅亡の危

機に瀕した人類は、火星

に巨大ドームを建設する。

だが、その開発は自然環

境を狂わせ、巨大砂嵐を

生み出してしまう!火星を
舞台にした、SFパニック!!

■SFパニック

■戦争・アクション

マーズ・オデッセイ
2.3 RELEASE

ALBSD-1966／税抜￥4,800
本編86分／2015年アメリカ／特典映像：予告編

提供：プライムウェーブ

■サスペンス

ガンの特効薬を研究する為

にアマゾン奥地へと足を踏

み入れた研究者たち。しか

し、彼らを待ち受けていた

のは、想像を絶する恐怖体

験だった!衝撃の“ジャング
ルP.O.V”サスペンス!!

アマゾン・クルーズ
3.2 RELEASE

ALBSD-1976／税抜￥4,800／本編84分

2012年アメリカ・ブラジル／特典映像：予告編

提供：プライムウェーブ

ソルジャーズ　連合軍を救った男たち

ALBSD-1958／税抜￥4,800
本編94分／2014年イギリス／特典映像：予告編

提供：プライムウェーブ

1.6 RELEASE
1944年、パリを解放した
連合軍はナチスとの決戦

を目前にし、米英混成の

特殊部隊を結成し、奇襲

作戦に挑むが…。シャーマ

ン、パンサー戦車など、見

所満載の戦争アクション!

■エロス・ドラマ

堕落の王国
2.3 RELEASE

ALBSD-1967／税抜￥3,800
本編91分／2014年メキシコ／特典映像：予告編

提供：プライムウェーブ

大富豪の男と恋に落ちた、

美貌の女モデル。だが、そ

の男は他人に犯された女

の姿や相手を傷つける事

で興奮する欲望の持ち主

だった。愛欲に溺れていく

女を描く、官能エロス！

ゲームを考案する“ゲーム

メイカー”の末裔の少年ア

イヴァンは、巨悪なゲーム

会社の陰謀に立ち向かう

が…。世界的ベストセラー

小説をジョセフ・ファインズ

他、豪華キャストで映画化!

■ファンタジー・アドベンチャー

3.2 RELEASE

ALBSD-1970／税抜￥4,800
本編112分／2014年アルゼンチン・カナダ・イタリア

特典映像：予告編／発売：アルバトロス

古びたアパートに忍び込ん

だカップル。だが、そこは冷

酷な殺人鬼が潜む恐怖の場

所だった!大ヒットシリーズ
「REC/レック」のプロデュー
サー陣が仕掛ける、戦慄の

サバイバル・スリラー!!

■スリラー

スウィート・ホーム
3.2 RELEASE

ALBSD-1969／税抜￥4,800
本編80分／2015年スペイン・ポーランド

特典映像：予告編／発売：アルバトロス

ゲームメイカー　消えたジグソーパズルと巨大迷路の秘密

■パニック

ファイアー・クエイク　火炎大地震
3.2 RELEASE

ALBSD-1975／税抜￥4,800
本編88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

夢のエネルギー・プロジェ

クト“ヘリオス計画”が突

如暴走。未曽有の災害が人

類を襲う。襲い来る大地震

と立ち昇る巨大火柱!最新
VFXを駆使して描く、ディ
ザスター・パニック巨編!!



■邦画・ドキュメンタリー

天王寺おばあちゃんゾウ　春子 最後の夏
3.2 RELEASE

ALBSD-1977／税抜￥3,800
本編99分／2015年日本／特典映像：予告編

提供：テンダープロ

校内一のアイドルに思い

を寄せる男子高生。だが

彼女は世界に蔓延してい

るゾンビウィルスに感染

していた！『レイプゾンビ』

シリーズの鬼才・友松監督

が放つ、恋愛ゾンビ映画!!

天王寺動物園のアイドル

で、64年もの間、人々に愛さ
れたアジアゾウの春子。そ

んな春子が天国へ旅立つま

での記録、そして飼育員た

ちとの最後の日々を綴っ

た、感動ドキュメンタリー!

■邦画・エロス

恋愛死体  ROMANCE OF THE DEAD

2.3 RELEASE

ALBSD-1964／税抜￥3,800／本編86分

2015年日本／特典映像：完成披露上映イベント他

提供：アウトサイド

■邦画・エロス

義理の娘が眩しすぎて。
1.6 RELEASE

ALBSD-1955／税抜￥3,800
本編61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

雄二は、再婚した妻と連

れ子・智美との3人暮ら
し。ある日、雄二はデリヘ

ルを呼ぶのだが、そこに

智美が現れて…。人気AV
女優・葵主演で禁断の恋

を描く、エロス・ドラマ！

緑豊かなカエル王国で、4
年に1度開催される「ケロ
リンピック」。だがその競

技に、王国支配を狙う蛇

王の魔の手が忍び寄って

いた…。跳びはねる程、愉

快なファミリー・アニメ！

■アニメーション

ケロリンピック　カエル王国危機一髪！

1.6 RELEASE

ALBSD-1957／税抜￥1,900
本編87分／2013年中国／特典映像：予告編

提供：ニューセレクト

■邦画・エロス

東京地下女子刑務所 CHAPTER2･エリア99
1.6 RELEASE

ALBSD-1960／税抜￥3,800
本編75分／2015年日本／特典映像：予告編

提供：プライムウェーブ

東京地下の女子刑務所に

潜入した女捜査官。だが彼

女を待ち受けていたの

は、性奴隷としての拷問

だった。セクシー女優・古

川いおり主演で放つ、女因

エロス・シリーズ第2弾！

“不思議の森”に住む巨大

なクマさんと仲良くなっ

たヨナタンとソフィア兄

妹。しかし、クマさんを狙

うハンターが現れて…。

北欧デンマーク発、心温

まるファミリー・アニメ！

ビッグ・ベア　救え！小さな仲間たちと不思議の森

3.2 RELEASE

ALBSD-1974／税抜￥1,900
本編77分／2011年デンマーク／特典映像：予告編

提供：ニューセレクト

■アニメーション

年、明けました!今号より新
たなコーナー、《あの人は

今!》がスタート!!本カタログ内で
紹介する作品の中から、映画史を
彩った（であろう）著名な俳優・女優
に再びスポットライトを当て、ご紹介
するそんなコーナーです♪

1984年の公開から大ヒットシリーズとして不動の人気を誇る「ターミネー
ター」シリーズ。昨年には最新作「ターミネーター：新起動／ジェニシス」が公
開され盛り上がりましたね！そんな大人気シリーズの「ターミネーター3」で、
初の女性の容姿をしたターミネーターT-X役に、1万人の中から大抜擢された
のが、クリスタナ・ローケンでした。これから順風満帆な将来が待っている…と
思いきや、その後は大作への出演や“代表作”なるものを目にすることなく時
は過ぎ…。しかし!1月6日発売「ザ・ファントム」で、再びアクション全開の彼女
が活躍。36歳になっても変わらぬ美貌が眩しいのですが、“I’ll be back”し
たかしないかは、ぜひあなたの目で確かめてみてくださいね!! © 2014. Shanley Entertainment Limited, All Rights Reserved.

新

彼女は今!「ザ・ファントム」で発見!!

前号の“ALBVS総選挙”最終戦の結果は『シャークネード エクストリーム・ミッション』が勝者と
なりました。応援頂いた皆さん、ありがとうございました!

アルバ

ラブゾンビ

第     回捜索人：クリスタナ・ローケン1



「おまえの車に爆弾を仕掛けた、車を降りれば爆発する」
一本の電話から始まった、カルロスたちの恐怖のドライブ。

犯人の正体は？死にたくなければ走り続けろ！

絶対絶命のカーアクション・ムービー!!

もし世界中の人間を自在に操ることができたら─。
目の前に人間は、敵か？味方か？

孤高の捜査官が巨大な陰謀に立ち向かう！

究極テクノロジー《ファントム》
を巡る、SFアクション!!

【Cast】クリスタナ・ローケン「ターミネーター3」「ブラッドレイン」／サンザール・マディエフ／ニキータ・プレスニャコフ
【Staff】監督・脚本：マリーナ・クナロヴァ／撮影：カーティス・ピーターセン「ロッキー3」
ALBSD-1953／本編:91分／2014年カザフスタン／英語／発売：アルバトロス／特典映像：予告編  © 2014. Shanley Entertainment Limited, All Rights Reserved.

そこは、容赦なき殺意が充満した魔窟─。
マンホールの下に潜む、正体不明の犯人。

その毒牙に掛った、耳の不自由な少女の運命は!?

韓国映画史上最も残忍な
殺人鬼が仕掛ける、完全犯罪の迷宮

【Cast】チョン・ギョンホ「ローラーコースター！」／チョン・ユミ「トガニ 幼き瞳の告発」／キム・セロン「アジョシ」／チェ・ドンムン「テロ,ライブ」
【Staff】監督：シン・ジェヨン／撮影：チョ・ヨンチャン／製作：キム・サングン
ALBSD-1962／本編:101分／2014年韓国／韓国語／発売：アルバトロス／特典映像：予告編  ©2014 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

400日後、そこにまだ地球は在るのか？
宇宙探査飛行のため、地下基地に集められた宇宙飛行士たち。
そこで400日を過ごし、訓練や心理実験に挑むはずだったが…。

驚愕必至!予測不能のSFサスペンス!!

￥4,800（税抜）

【Cast】ブランドン・ラウス「スーパーマン リターンズ」／ケイティ・ロッツ「ザ・マシーン」／ベン・フェルドマン「クローバーフィールド」
【Staff】監督・脚本：マット・オスターマン／製作：ガブリエル・コーワン、ジョン・スイーツ
ALBSD-1965／本編:90分／2015年アメリカ／英語／提供：ニューセレクト／特典映像：予告編  ©2015  PANDEMIC LLC

【Cast】ルイス・トサル「ネスト」「プリズン211」／エルヴァイラ・ミンゲス／フェルナンド・カヨ／ジャビエ・グティエレス／ゴヤ・トレド
【Staff】監督：ダニー・デ・ラ・トレ／製作：エマ・ラストレス、ボルジャ・ペナ、メルセデス・ガメロ、マイク・レジャルザ／脚本：アルベルト・マリーニ
ALBSD-1956／本編:101分／2015年スペイン・フランス／スペイン語／提供：ニューセレクト／特典映像：予告編  COPYRIGHT @ VACA FILMS STUDIO, S.L. - ANTENA 3 FILMS, S.L.U.

1.6  RELEASE

[W
ED]

￥4,800（税抜）1.6  RELEASE

[W
ED]

￥4,800（税抜）2.3  RELEASE

[W
ED]

￥3,800（税抜）2.3  RELEASE

[W
ED]

スペインから出場！  危険なドライブ

カザフスタンから出場！  危険な近未来

韓国から出場！  危険な下水道

アメリカから出場！  危険な宇宙実験

各国出
品作品

が

遂にD
VDリ

リース
!



ベルリン国際映画祭をはじめ、数々の映画祭が賞賛！
１０歳と６歳の兄弟が、突然消えた母を捜す、感動の３日間！！

『東ベルリンから来た女』監督＆主演トリオが再結集！
劇中歌、クルト・ヴァイルの名曲〈スピーク・ロウ〉が深い余韻を心に刻む感動作！！“

シャノ
ベ”の

時代到
来!?

世界が慄く、笑撃の
「シャークネード」シリーズ！
DVDも好評発売中!! 発売：アルバトロス

各4,800円（税抜）

「
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ミ
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「
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Pick Up Title 

絶賛
 発売中！
定価 本体700円+税
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