アルバトロスがお勧め
する最 新 D V D 情 報
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い のちと向 き 合う人 生 最 期 の 旅 を 描く、

世 界 の 映 画 祭 が 賞 賛した、感 動 作！
出発日の朝、窓から景色を見つめるハンネス。年に1度の自転
車旅行は今回で15回目を迎える。
メンバーは妻のキキ、弟のフィンと倦怠
期のドミとマライケ夫婦、そして独身主義のミヒャエル。今年の行き先、ベ
ルギーを目指す仲間たちだが、ハンネスの実家に立ち寄った彼らに衝撃
が襲う。医者に余命僅かと宣告されたハンネスは尊厳死を迎える為に、ベ
ルギーを目指していたのだ。真実を知り落ち込む仲間たちだが、彼の願い
を叶えるべく旅行継続を決意する。
その旅はずっと続くように思えたが…。

11.2 [ WED] RELEASE

￥3,800（税抜）

フロリアン・ダーヴィト・フィッツ／ユリア・コーシッツ／ユルゲン・フォーゲル／ミリアム・シュタイン／フォルカー・ブルッフ／ヴィクトリア・マイヤー
監督：クリスティアン・チューベルト／脚本：アリアーネ・シュレーダー／製作：フロリアン・ガレンベルガー、ベンヤミン・ヘルマン／撮影：ニュ・テ・チャウ

全国劇場公開作

ALBSD-2038／本編95分／2014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 ©2014 Majestic Filmproduktion Gmbh/ZDF

衝撃の注目作!!
とにかくクセがスゴイ 思わずツッコむ、

!

『マン・アップ!

60億分の1のサイテーな恋のはじまり』

バツイチ男&こじらせ女のクセがスゴい!
『宇宙人ポール』サイモン・ペッグ主演で贈る、
イタイ男女のラブ・コメディ!

『 ZOOMBIE ズーンビ』
ゾンビ化した動物たちのクセがスゴい!
ライオン、ゴリラ、コアラがゾンビに…。
地獄の動物園が、遂に開園だゾウ〜!

10.5 [WED] RELEASE ￥3,800（税抜）

10.5 [WED] RELEASE ￥4,800（税抜）

英語／日本語字幕・日本語吹替／発売：ニューセレクト

英語／日本語字幕・日本語吹替／発売：アルバトロス

ALBSD-2028／本編88分／2015年イギリス

『アサイラム

監禁病棟と顔のない患者たち』

英国俳優陣と原作小説のクセがスゴい!
監督ブラッド・アンダーソン×
メジャーキャスト集結で放つ、衝撃ミステリー!

10.5 [WED] RELEASE ￥3,800（税抜）

ALBSD-2030／本編109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/日活

ALBSD-2029／本編88分／2016年アメリカ

』
『シャークネード4（フォース）
脅威マシ、
サメ多め竜巻のクセがスゴい!
累計1,000万人以上が熱狂視聴した、
サメ映画界の絶対王者、シリーズ最新作!

12.2 [FRI] RELEASE ￥4,800（税抜）
ALBSD-2052／本編85分／2016年アメリカ

英語／日本語字幕・日本語吹替／発売：ニューセレクト

ゲイ、
レズビアン、近親相姦、
サド&マゾ…。タブーも全て愛に変換する

巨匠ペドロ・アルモドバル監督の傑作が、お買い得価格で復刻!
ペドロ・アルモドバル監督（1951年9月2 4日生まれ）

超えた2006
80年代前半に颯爽と登場したアルモドバル監督は、デビューから20年を
『トーク・
さらに
、
映画賞受賞
ミー外国語
にてアカデ
年に『オール・アバウト・マイ・マザー』
『 ボルベール〈帰郷〉』含む女性賛歌三部作が国際映画祭の高い評価を受け、
トゥ・ハー』
が一挙復刻 !
巨匠 と呼ばれる存在に。そんな巨匠 の初中期に発表された 7本の名作
見!!
た作品は必
感覚に満ち
強烈な色彩
世界観、
トーリーと
独特なス

グロリアの憂鬱

神経衰弱ぎりぎりの女たち

平凡な主婦の
行きずりのセックス、
ドラッグ、殺人…。
映画監督としての深化を遂げた、初期意欲作!

恋人に去られた女、追う女、待つ女。
女たちが男を巡り大混乱!
ヴェネチア国際映画祭受賞の傑作!!

【Cast】
カルメン・マウラ／アンヘル・デ・アンドレス・ロペス
ベロニカ・フォルケ／チュス・ランプレアベ

【Cast】
カルメン・マウラ／フェルナンド・ギリェン
アントニオ・バンデラス／ロッシ・デ・パルマ

【Staff】監督・原案・脚本：ペドロ・アルモドバル
撮影：アンヘル・ルイス・フェルナンデス
音楽：ベルナルド・ボネッツィ／編集：ホセ・サルセド

【Staff】監督・脚本：ペドロ・アルモドバル
製作総指揮：アグスティン・アルモドバル
音楽：ベルナルド・ボネッツィ／編集：ホセ・サルセド

ALBSD-2047／本編96分／1984年スペイン
スペイン語／日本語字幕／発売：アルバトロス
©¿QUÉ HE HECHO YO PARA MERECER ESTO!

ALBSD-2048／本編89分／1988年スペイン
スペイン語／日本語字幕／発売：アルバトロス
©El Deseo, 1988

欲望の法則

キカ

性転換で女になった男と2人のゲイ。
男たちの愛と欲望を過激に描いた、
アルモドバル美学の真骨頂！

レイプ、殺人、覗き。通俗的な出来事と
ゴルチエの衣裳が見事に融合した、
アルモドバルの集大成！

【Cast】エウセビオ・ポンセラ／アントニオ・バンデラス
カルメン・マウラ／ミゲル・モリーナ

【Cast】ベロニカ・フォルケ／ピーター・コヨーテ
ビクトリア・アブリル／サンティアゴ・ラフスティシア

【Staff】監督・原案・脚本：ペドロ・アルモドバル
撮影：アンヘル・ルイス・フェルナンデス
音楽：ベルナルド・ボネッツィ／編集：ホセ・サルセド

【Staff】監督・原作・脚本：ペドロ・アルモドバル
撮影：アルフレッド・メイヨ／音楽：ペレス・プラド
編集：ホセ・サルセド

ALBSD-2049／本編98分／1987年スペイン
スペイン語／日本語字幕／発売：アルバトロス
©El Deseo, 1987

ALBSD-2050／本編114分／1993年スペイン・フランス
スペイン語／日本語字幕／発売：アルバトロス
©1993 - EL DESEO - TF1 DROITS AUDIOVISUELS

︵ 税抜︶

﹃ ライブ・
フレッシュ﹄

各￥1,500（税抜）

各￥1,500
﹃ 私の秘密の花 ﹄

まだまだ続くよ、
アルモドバル !
2017年 1月6日に3作品同時発売!!

﹃ バチ当たり
修道院の最期 ﹄

12.2 [FRI] RELEASE

、

！

Albatros

■アクション

New Release
Information
■アクション

■アクション

クリムゾン

SHOOTING シューティング
10.5 RELEASE

10.5 RELEASE

憎悪の業火が邪悪な化身
となり、すべてを喰らい焼
き尽くす「プロメテウス」
の
!
ＶＦＸスタッフが放つ、
新世紀
クリーチャー降臨!!

眼球に小型カメラを埋め込
まれた男が危険なミッショ
ンに挑む ! 史上初《体感型》
シューティング・アクション
POVを体験せよ!!

ALBSD-2034／税抜￥4,800
本編85分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■アクション

アウト・オブ・コントロール
その女、制御不能の人間凶
器「エクスペンダブルズ」
!
「エンド・オブ・キングダム」
の製作会社が放つ傑作ア
クション・スリラー!!
ALBSD-2042／税抜￥4,800
本編89分／2015年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 戦争・アクション

ラスト・サマーウォーズ

■アクション・アドベンチャー

デビルバスターズ

11.2 RELEASE

アドベンチャー・アイランド

11.2 RELEASE

12.2 RELEASE

ゴースト捕獲マシン によ
る、
禁断の実験に挑んだ科学
者チーム。
勝つのは化学か?
悪 霊 か ? 抱 腹 絶 倒 のアク
ション・ホラー!

謎の島で囚われた兄弟は、
動物に姿を変えられた両親
を救う為、島の秘密を探る
のだが…。少年の大冒険を
描く、
アドベンチャー大作!

ALBSD-2043／税抜￥4,800
本編91分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 戦争・アクション

4デイズ・イン・イラク

ALBSD-2057／税抜￥4,800
本編105分／2016年スペイン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ SF・アクション

ザ・ヴァーチャリスト

11.2 RELEASE

12.2 RELEASE

11.2 RELEASE

1945年8月8日ソビエト連

イラクの都市に平和維持軍
として配備されたポーラン
ド部隊。
しかしそこに過激派
兵が攻撃を仕掛け…。実話
に基づく、
戦争アクション!

引きこもり少年が、
ネット上
で究極のVRゲームを発見!

邦は日本に宣戦を布告し
た ! 戦火に包まれた満州の
大地で壮絶な戦いがはじま
る。
傑作戦争アクション!!
ALBSD-2044／税抜￥4,800
本編103分／2016年ロシア／特典映像：予告編

ALBSD-2054／税抜￥4,800
本編116分／2016年ポーランド・ブルガリア

発売：ニューセレクト

特典映像：予告編／発売：ニューセレクト

■ SF・アクション

アンドロン

■スリラー

12.2 RELEASE

ALBSD-2056／税抜￥4,800
本編96分／2015年イギリス・イタリア・マルタ
特典映像：予告編／発売：ニューセレクト

■ サスペンス

ALBSD-2040／税抜￥4,800
本編98分／2016年アメリカ・イタリア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

シークレット・ファミリー

10.5 RELEASE

10.5 RELEASE

エリート検事が1時間2,500
ドルの快楽に堕ちていく…。
「ブラック・スワン」の鬼才
ダーレン・アロノフスキーが
放つセクシャル・スリラー!
ALBSD-2033／税抜￥4,800
本編113分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ ホラー

インサイド

脳内とアバターが直結の衝
撃リアリティ映 像 が 斬 新
な、
新感覚SFアクション!!

■ サスペンス

ZIPPER/ジッパー
少数の富裕層に支配された
未来。奴隷階級の若者は自
由を手にする為、あるゲー
ムに挑むが…。CG 満載で
贈る、
究極SFアクション!

男には恐るべきもうひとつ
の 顔 が あった … 。実 録 ! 拉
致!監禁!暴力的な洗脳で
疑似家族 をつくろうとし
た狂った男の物語…。
ALBSD-2036／税抜￥3,800
本編97分／2014年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ ホラー

レッド・インフェルノ

JUKAI −樹海−

12.2 RELEASE

11.2 RELEASE

12.2 RELEASE

レイプ魔に妻を殺された小
説家を励ます為、家に訪れ
た女。だが彼は彼女を監禁
し体を弄び始め…。狂気の
愛を描く、
凌辱サスペンス!

深い森の奥に住む 2 人の美
女。
森を訪れた男たちを性の
虜にし肉を喰らう…。人間が
人間を喰う! 恐怖と快楽のエ
ロティック・ホラー!!

双子の妹の行方を追って、
樹海に足を踏み入れた姉。
だがそこには怨念が渦巻
いていた ! 海外版『呪怨』ス
タッフが放つ、
絶叫ホラー!!

ALBSD-2055／税抜￥3,800
本編103分／2016年スペイン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2035／税抜￥4,800
本編93分／2014年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2045／税抜￥3,800
本編79分／2015年スペイン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2051／税抜￥4,800
本編94分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■アジア・サスペンス

名もなき復讐

■アジア・サスペンス

■ 邦画・ドラマ

殺人の輪廻

風のたより

10.5 RELEASE

11.2 RELEASE

10.5 RELEASE

交通事故で両親そして声ま
でも失った少女を襲う卑劣
極まりない男たちの欲望…。
観るものを混乱に突き落と
す衝撃の韓国サスペンス!

婦女暴行殺害事件から 10
年…｡殺意が再び廻り出す! ｢
テロ,ライブ｣の脚色で名を上
げた監督が仕掛ける、予測
不能な傑作韓国ノワール!!

｢ゼクシィ｣ＣＭ出演でブレ
イクの「non-no」専属モデ
ル新木優子が映画初主演 !
震災後の仙台が舞台のハー
トフルストーリー。

ALBSD-2031／税抜￥3,800
本編109分／2015年韓国／特典映像：予告編

ALBSD-2039／税抜￥3,800
本編102分／2015年韓国／特典映像：予告編

発売：ニューセレクト

発売：ニューセレクト

■ 邦画・ドラマ

ALBSD-2032／税抜￥3,800
本編90分／2016年日本／特典映像：メイキング＆予告編
提供：2016｢風のたより｣製作委員会

■ 邦画・サスペンス

華魂

■ 邦画・エロス

ら

東京地下女子刑務所 CHAPTER3

11.2 RELEASE

12.2 RELEASE

10.5 RELEASE

閉館間際の映画館に現れた
少女の幻影…。
主演は
「さよ
なら渓谷」
の大西信満、
音楽
は
「あまちゃん」
の大友良英。
映画愛溢れる名作の登場!

見知らぬ男に拉致されたマ
ユカは、
やがて解放されるが、
彼女の心の傷は、具現化し始
め…。被害者自らが監督し
た、衝撃の実録作品!

202Ｘ年、東京の地下深くに

ALBSD-2041／税抜￥3,800
本編83分／2016年日本／特典映像：メイキング＆予告編
提供：華魂プロジェクト

■ 邦画・エロス

ALBSD-2053／税抜￥3,800
本編70分／2014年日本／特典映像：予告編
提供：西村映造

ALBSD-2037／税抜￥3,800
本編82分／2016年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 邦画・エロス

東京地下女子刑務所 CHAPTER4

建設された巨大刑務所…。
そこは、
キ○チガイ女教祖に
支配された、
官能と暴力に満
ちた狂気の王国だった…。

■ バラエティ

KINBAKU 〜華の章〜

モテ福５

11.2 RELEASE

12.2 RELEASE

10.5 RELEASE

出口なき無限地獄で、女囚
はケダモノのエサになる !

妻の不倫を知り、妻と相手
を監禁した夫。そして緊縛
師の手で縄に掛かった妻は
苦痛を味わうが…。快楽の
目覚めを描く、
邦画エロス!

テレビ埼玉にて絶賛放映
中のトークバラエティ! 大

無限陵辱地獄 ! 鋼鉄ケージ
監禁!衝撃の女囚エロティッ
ク・サスペンス!!
ALBSD-2046／税抜￥3,800
本編70分／2016年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2058／税抜￥3,800
本編70分／2016年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

人気声優、蒼井翔太の卒業
と新キャラ登場で盛り上が
る、
シリーズ最新作!!
TVS-161005／税抜￥4,000／本編121分／2016年日本
特典映像：
「モテ福祭り！アオイちゃん、モテ福辞めるってよ（無修正版）」
発売：テレビ埼玉

術の秋＝映画観賞三昧の季節が訪れま
芸 したね。
こちらのコーナーでは、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、
ご紹介しちゃいます♪

4

第

回捜索人：デビッド・ハッセルホフ

彼は今「
! シャークネード4（フォース）」で発見!!
大ヒット海外TVドラマ『ナイトライダー』の主人公マイケル・ナイトとして、日本でも人気を博した俳優、
デビッド・ハッセルホフ。当時、マイケル・ナイトが乗った人工知能（キット）搭載のスーパーカー ナイト

2000 は、大ブームを巻き起こし、彼（キット）のセリフをまねる子供が続出。そんな人気は5年間続き、
日本でも74話がテレビ放映されたが、放映終了と共にデビッド・ハッセルホフもフェイドアウト。もうその
雄姿は見れないかと思われていたが、そんな彼を『シャークネード4（フォース）』で、遂に発見!年齢を重
ね、シワが増えたものの、当時のスタイルをほぼキープ。本作では ナイト2000 に乗る事もなく、サメに
挑みますが、悪に立ち向かう姿は今も健在。渋みも増した彼の雄姿を、ぜひその目で確認して下さい!!

© 2016 FAKE PUNT PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved.

ALBATROS FILM

最新映画情報

11月19日より、Bunkamuraル・シネマ他、全国劇場公開！

★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

