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■太陽のめざめ　■THE BRIDGE/ブリッジ３　■ラスト・タンゴ　■歌声にのった少年
■バチ当たり修道院の最期　■私の秘密の花　■ライブ・フレッシュ　■大恐竜時代へGO!! GO!!

1.6[FRI]RELEASE

2.3 [FRI] RELEASE

収録話【全10話/5枚組】
第1話「家族の破壊者」／第2話「心ある被害者」／第3話「殺人兄弟」／第4話「欠けた遺体」／第5話「焼印」
第6話「コレクション」／第7話「最後の一人」／第8話「第一容疑者」／第9話「息子」／第10話「セカンド・チャンス」

STORY

￥3,800（税抜）

第68回カンヌ国際映画祭オープニング作品ほか、各映画祭が賞賛!
『シェルブールの雨傘』カトリーヌ・ドヌーヴ主演で贈る、感動ドラマ!!

裁判所で逆上する母親と置き去りにされた6歳の子供マロニー。フローランス判事が呼び出した母親
は、育児を放棄する為、子供を保護する事になったのだ。時は流れて10年後、成長したマロニーは学校

へも通わず、荒れた生活を送っていた。そしてついに補導された彼を再び担当する事になったフローランスは、ヤンを教
育係に任命し、マロニーが自分の人生を見つけられるよう、手を差しのべる。そんな彼女の無償の愛に支えられ、少しず
つ落ち着くマロニーだが、現実の厳しさに直面して…。

スウェーデン、マルメ。工事中のビル内で奇妙な死体
が発見される。被害者はヘル・アンカー。LGBT問題

に取り組むレズビアンの活動家で、死体は男性と子供のマネキンと食卓
を囲むような形で放置されていた。被害者がデンマーク人であったこと
から、マルメ警察のサーガ・ノレーンは、またもコペンハーゲン警察と合
同で捜査を進めることになるのだが…。（第1話「家族の破壊者」より）

1943年10月22日、パリ生まれ。
1962年映画デビュー。『悪徳の栄え』（1963）、
『シェルブールの雨傘』（1964）で、人気を不動
のものに。その後もジャック・ドゥミ作品『ロシュ
フォールの恋人たち』（1967）、『ロバと王女』
（1970）に出演。近年は『キングス&クイーン』
（2004）他、多数出演中。

監督：エマニュエル・ベルコ『なぜ彼女は愛しすぎたのか』
脚本：エマニュエル・ベルコ、マルシア・ロマーノ／撮影監督：ギョーム・シフマン（AFC）

ALBSD-2071／本編119分／2015年フランス／フランス語／日本語字幕／提供：セテラ・インターナショナル　©2015 LES FILMS DU KIOSQUE-FRANCE 2 CINÉMA-WILD BUNCH-RHÔNE ALPES CINÉMA-PICTANOVO

カトリーヌ・ドヌーヴ『シェルブールの雨傘』／ロッド・パラド
ブノワ・マジメル『ピアニスト』／サラ・フォレスティエ／ティアーヌ・ルーセル

￥9,500（
税
抜
）

ALBSD-2059／本編計585分／2015年スウェーデン・デンマーク／スウェーデン・デンマーク語／日本語字幕／提供：ニューセレクト/クロックワークス　©2015 FILMLANCE INTERNATIONAL AB  All rights reserved

出演：ソフィア・ヘリーン／トゥーレ・リントハート／マリーア・クッレ／ソニア・リクター
監督：ヘンリック・ゲーオソン、ルミール・ハメリッヒ／脚本：ハンス・ローセンフェルト

Cast

Story

Staff

カトリーヌ・ドヌーヴ

全国劇場公開作品
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1.6 [ Fri ]

Release
￥3,800（税抜）

3.3[FRI]RELEASE￥3,800（税抜）

STORY

全国劇場公開作

マリア・ニエベス フアン・カルロス・コペス

『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』ヴィム・ヴェンダース製作総指揮!
最も有名なタンゴ・ダンスペアの半生を綴る、情熱ドキュメンタリー!!
タンゴの母ことマリア・ニエベス、80歳。タンゴに革命を起こし、今も現役でステージに立つフアン・カルロス・コ
ペス、83歳。二人は世界中で喝采を浴びた不世出のタンゴダンサーだ。そんな伝説のタンゴダンサーの50年
近く踊り続けた半生を、本人たちのインタビューと、アルゼンチンを代表する名ダンサーたちで再現ドラマ化。

1934年9月6日ブエノスアイレス生まれ
姉の影響でタンゴを踊り始め、14歳の時にタンゴ
人生を共にするフアン・カルロス・コペスと出会い
恋におちる。愛と別れを繰り返しながら約50年間
を共に踊り続け、アメリカ、ヨーロッパでも大成功を
収める。1997年の東京公演を最後にペア解消。

1931年5月31日ブエノスアイレス生まれ
電気職人を目指していたが、マリア・ニエベスと出
会いタンゴの道を進み始める。いくつかのタンゴ集
団の結成・解散を繰り返してプロとなり、ニューヨー
クを始め国際的なツアーを敢行。1983年にはパリ
で大成功を収めるなど、現在も精力的に活動中。

【Cast & Staff】マリア・ニエベス／フアン・カルロス・コペス／パブロ・ベロン／アレハンドラ・グティ／フアン・マリシア／アジェレン・アルバレス・ミニョ
監督・脚本：ヘルマン・クラル／製作：ニルス・ドゥンガー、ディーター・ホレス、ヘルマン・クラル／製作総指揮：ヴィム・ヴェンダース、ロドリゴ・フュルト、ヤコブ・アブラハムソン
ALBSD-2068／本編85分／2014年ドイツ・アルゼンチン／スペイン語／日本語字幕／発売：ニューセレクト　©WDR/Lailaps Pictures/Schubert International Film/German Kral Filmproduktion

戦地から歌手になる夢を叶えた少年の実話を実写化!
アカデミー賞ノミネート監督が贈る、感動サクセス・ムービー!!

戦地ガザ地区で暮らす少年ムハンマド。彼
の夢は“歌手になって世界を変える”こと。そ

の夢を叶えるべく、姉と友達とバンドを組み、街中で歌を披露し
ていた。だが弟の声が最高だと信じる姉は遊びのような活動に
不満を持ち、カイロのオペラ・ハウスに出るという不可能な目標を
立てる。そして時が過ぎ、青年となったムハンマドは姉と自分の
夢を叶えるべく、オーディション番組に出る事を決意するが…。

ムハンマド・アッサーフ

タウフィーク・バルホーム／ディーマ・アワウダ／アハマド・ロッホ／サーベル・シリーム／カイス・アタッラー／ヒバ・アタッラー
ムハンマド・アッサーフ／監督：ハニ・アブ・アサド「パラダイス・ナウ」「オマールの壁」／脚本：ハニ・アブ・アサド、サメホ・ゾアビー／音楽：ハビーブ・シハーデ・ハンア

ALBSD-2080／本編98分／2015年パレスチナ／アラビア語／日本語字幕／発売：ニューセレクト　©2015 Idol Film Production Ltd/MBC FZ LLC/KeyFilm/September Film

Cast &
Staff

全国劇場公開作

1989年9月1日生まれ。アメリカの人気オー
ディション番組「アメリカン・アイドル」の中東
版「アラブ・アイドル」で2013年に優勝したガ
ザ地区出身のポップスター。現在はヨーロッパ
などでコンサートツアーを行いながら、国連パ
レスチナ難民救済事業機関青年大使を務める。

特典映像：インタビュー特典映像：インタビュー

メイキング、
インタビュー

特典
映像



他にもあるある、アルモドバル!
下記4作品も好評発売中!! 各￥1,500（税抜）

バチ当たり修道院の最期
ヤク中の歌手と二癖もある修道女が

巻き起こす一大騒動！
過激でセンセーショナルな、問題作!!

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年を超えた2006

年に『オール・アバウト・マイ・マザー』にてアカデミー外国語映画賞受賞、さらに『トーク・

トゥ・ハー』『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、

“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本の名作が一挙復刻!

独特なストーリーと世界観、強烈な色彩感覚に満ちた作品は必見!!

ペドロ・アルモドバル監督（1951年9月24日生まれ）

ALBSD-2060／本編115分／1983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, 1983

【Cast】
クリスティーナ・サンチェス・パスカル
フリエタ・セラーノ
カルメン・マウラ
マリサ・パレデス

【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
製作：ルイス・カルボ
編集：ホセ・サルセド

私の秘密の花
ロマンス小説の女王が経験する、

愛の哀しみと希望。
アルモドバル流センチメンタル・メロドラマ！

ALBSD-2061／本編108分／1995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　©1995 - EL DESEO - TF1 DROITS AUDIOVISUELS

【Cast】
マリサ・パレデス
フアン・エチャノバ
カルメン・エリアス
ロッシ・デ・パルマ

【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
撮影：アフォンソ・ベアト
編集：ホセ・サルセド

ライブ・フレッシュ
因縁で結ばれた５人の

運命と愛の行方をサスペンスタッチで描いた、
アルモドバル的群像劇！

ALBSD-2062／本編101分／1997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　©1997 - EL DESEO - TF1 INTERNATIONAL - FRANCE 3 CINEMA

【Cast】
ハビエル・バルデム
フランチェスカ・ネリ
アンヘラ・モリーナ
ペネロペ・クルス

【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
撮影：アフォンソ・ベアト
編集：ホセ・サルセド
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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!

1.6 [FRI] RELEASE 各￥1,500
（
税
抜
）



ザ・ヴィジランテ 世界最強の私設軍隊
1.6 RELEASE

ALBSD-2066／税抜￥4,800
本編108分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

犯罪組織を次々と壊滅させ
る正体不明の私設軍隊。無
敵の彼らはある日、恐ろしい
謀略に巻き込まれ…。男気
満載のド派手アクション!

沈黙のアフガン
2.3 RELEASE

ALBSD-2075／税抜￥3,800
本編87分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

最強俳優、スティーヴン・セ
ガール主演!人質救出の為、
ベテラン狙撃兵がタリバン
に戦いを挑む。大人気“沈黙”
シリーズ最新作!!

バンクラッシュ
3.3 RELEASE

ALBSD-2086／税抜￥4,800／本編98分
2015年スペイン、アルゼンチン、フランス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

凄腕強盗団がバレンシアの
銀行を襲撃!その金庫には、と
んでもない秘密が…。本国ス
ペイン劇場公開初登場第１位
の傑作クライム・サスペンス!!

マッド・ドライヴ
2.3 RELEASE

ALBSD-2072／税抜￥3,800
本編104分／2015年イギリス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

1997年ロンドン。地位と金
の為にレコード会社で働く、
男の狂気とは?『マッド・マッ
クス』コンビが放つ、ロッキ
ング・スリラー!

サスペクツ・ダイアリー すり替えられた記憶
1.6 RELEASE

ALBSD-2064／税抜￥4,800
本編87分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

起死回生を掛け、妻殺害容
疑の男を取材する作家。だ
がその事件には恐ろしい闇
が隠されていた。豪華キャ
スト集結の緊迫ミステリー!

ミラーズ 呪怨鏡
1.6 RELEASE

ALBSD-2067／税抜￥4,800
本編93分／2015年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

遊び半分で悪霊を呼び出す
儀式を行った4人の男女だ
が、翌日から仲間たちが次々
と不審な死を遂げ始め…。ロ
シア製作の戦慄ホラー!

YOU ARE NEXT ユー・アー・ネクスト
2.3 RELEASE

ALBSD-2076／税抜￥4,800
本編113分／2016年オランダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

リゾート地で起こる惨劇の
犯人は?!この映画、登場人
物すべてが怪しい…。本国
で大ヒットを記録した、絶叫
サプライズ・ホラー!!

ディープブルー・ライジング
1.6 RELEASE

ALBSD-2069／税抜￥4,800
本編90分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

北極海の調査基地を襲った
サメの大群。厚い氷も破壊
する巨大サメの猛威に、科学
者たちが助かる術は?凶暴
度MAXのサメ・パニック!

Albatros
New Release
Information

シャドウ・チェイサー
2.3 RELEASE

ALBSD-2073／税抜￥4,800
本編86分／2016年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

夫の浮気が発覚し、関係修
復の旅行に出かけた夫婦。
だがその車内にて不可思議
な事が起こり始め…。ハイ
ウェイを駆ける絶叫ホラー!

ラン・スルー・ザ・ナイト
2.3 RELEASE

ALBSD-2077／税抜￥4,800
本93分／2016年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

美しすぎる逃亡者サーシャ。
恋人を殺された悲しみを胸
に、巨大な陰謀を暴く事が
できるのか…。セクシー＆
クールなレディ・アクション!

カウントダウン・トゥ・デス
3.3 RELEASE

ALBSD-2087／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

誘拐犯に時限爆弾を巻かれ
た少年…。タイムリミットは
7時間。超人気プロレス団体
WWE製作!人気レスラー主
演の超ド級傑作アクション!!

■アクション 

■アクション ■アクション 

■サスペンス ■ホラー

■モンスター■アクション 

■アクション 

■アクション 

■スリラー

■ホラー

■アクション 

ベン・ハー 終わりなき伝説
3.3 RELEASE

ALBSD-2088／税抜￥4,800
本編89分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

強大なローマ帝国に立ち向
かう伝説の勇者。その名は
ベン・ハー!あの不朽の名作
が遂に完全リメイク!観る者
の心を揺さぶる感動巨編!!



ハザード・オブZ
2.3 RELEASE

ALBSD-2078／税抜￥4,800
本編80分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ゾンビ・ウィルス急速感染!
姿が変わり果てていく愛す
る妻、友人…。全編POVで
描く“地獄巡りの旅”戦慄の
ゾンビ・パニック!!

レジデント
3.3 RELEASE

ALBSD-2081／税抜￥4,800
本編81分／2015年デンマーク／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

儚く、そして衝撃的な映像
で描かれる、残酷の深淵。
「アンチクライスト」「メラン
コリア」のプロデューサーが
放つ、傑作ゾンビ・ホラー!

リバイバル 妻は二度殺される
1.6 RELEASE

ALBSD-2063／税抜￥3,800
本編115分／2015年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

何者かに妻を殺された弁護
士。そして事件から1年後、
彼の所に殺された筈の妻か
ら電話が掛かってきて…。
衝撃の韓国サスペンス!

美女捨山
2.3 RELEASE

ALBSD-2074／税抜￥3,800
本編60分／2016年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

美女は男を惑わす為、二十
歳になると山に捨てる事を
義務づけられた国で、法に
背いた男の運命は?お伽噺
を土台にした、悲哀ドラマ!

愛に渇く
3.3 RELEASE

ALBSD-2082／税抜￥3,800
本編108分／2015年日本／特典映像：メイキング、予告編
発売：ニューセレクト

米・ロードアイランド国際ホ
ラー映画祭観客賞受賞「殺
し屋たちの挽歌」の山本俊
輔監督が描く、暴力と悲しみ
に満ちたラブ・ストーリー。

米・ロードアイランド国際ホ
ラー映画祭観客賞受賞「殺
し屋たちの挽歌」の山本俊
輔監督が描く、暴力と悲しみ
に満ちたラブ・ストーリー。

ガールズ・ファームⅡ ～少女奴隷牧場～
3.3 RELEASE

AALBSD-2089／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

少女たちにセックスの技術
を教える訓練施設“ガール
ズ・ファーム足立第４”そこ
は地獄か?天国か?大ヒット
シリーズ第2弾早くも登場!

ガールズ・ファーム ～少女奴隷牧場～
2.3 RELEASE

ALBSD-2079／税抜￥3,800
本編74分／2016年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

そこは“学校”ではない。家
畜を性奴隷として飼育する
“人間牧場”だ。大ヒット凌
辱系邦画連発の製作チーム
が放つ過激サスペンス!

KINBAKU ～月の章～
1.6 RELEASE

ALBSD-2070／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

復讐で女上司を監禁した未
亡人。緊縛師の縄で陵辱さ
れる女上司だが、その縄は
未亡人をも捕えて…。禁断
の悦楽を描く、邦画エロス!

狂犬
1.6 RELEASE

ALBSD-2065／税抜￥3,800
本編55分／2015年日本／特典映像：予告編
提供：「狂犬」製作委員会

出世街道を外れた刑事、気
弱な探偵、スリ、ホームレス。
ある事件を境に絡む4人の
運命とは?悲しい因果を描
く、邦画サスペンス!

■ホラー

■邦画・ドラマ

■邦画・エロス

■ホラー

■邦画・ドラマ

■邦画・エロス

■アジア・サスペンス

■邦画・エロス

■邦画・サスペンス

けましておめでとうございます。2017年
が始まりましたね。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♪

明

彼は今!「サスペクツ・ダイアリー すり替えられた記憶」で発見!!
大ヒット映画『トゥルー・ロマンス』（クエンティン・タランティーノ脚本）の主演で大ブレイクし、その
後も『インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア』『ブロークン・アロー』と立て続けにヒット作に出演し、日本
でも女性を中心に人気を博した俳優、クリスチャン・スレーター。だがやんちゃな風貌そのままに拳
銃不法所持、飲酒運転、ヘロイン服用などのトラブルが続き、その後は映画出演よりも私生活しか話
題にならないお騒がせ俳優に…。そんな彼の姿を『サスペクツ・ダイアリー すり替えられた記憶』に
て発見！妻殺しの容疑をかけられた天才プログラマー役という、ある意味ハマリ役を見事に演じて新
境地を開拓しています。そんな演技にも注目な、渋みを増した彼を、ぜひその目で確認して下さい!!

第     回捜索人：クリスチャン・スレーター5
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大手通販サイトレビューでも“最高評価 五つ星”!!“安心の内容”と“口コミ効果”で、日本の子供たちにも大人気に!一度聴いたら、耳から離れないあのテーマソングも話題に!

大手通販サイトレビューでも“最高評価 五つ星”!!“安心の内容”と“口コミ効果”で、日本の子供たちにも大人気に!一度聴いたら、耳から離れないあのテーマソングも話題に!

出演：アンディ・デイ（落合弘治）／プヤ・パンチコティ（森 千晃）／エレイン・クラクストン（ちふゆ）／レス・バブ（ミスターＸ） 監督：ジョン・ミラー／脚本：ケイティ・シモンズ／編集：アレックス・ボイル、スチュアート・ガーリック
2016年イギリス／日本語吹替版／発売：ニューセレクト ©2017 BBC Worldwide Ltd.BBC and the BBC logos are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under licence.BBC logo @ BBC 1996. All Rights Reserved.

ALBSD-2085
4話収録・56分

ALBSD-2083
5話収録・70分

ALBSD-2084
4話収録・56分

4月5日
3作同時発売!!
4月5日
3作同時発売!!

恐竜の生態データを完全ファイル!
体の大きさも変えられる!
巨大恐竜の体も3Dスキャン!

ほかにも機能満載!

博物館で働くアンディは、いつも失敗ばかり…。大きな古時計に隠された
タイムマシンは、彼だけの秘密。ピンチの時は、ひみつ道具をリュックに

詰めこんで、本物の大恐竜時代へレッツ・ゴー!!・ゴー!!

アンディの腕時計ギズモは何でも出来ちゃう
ひみつ道具だ!

アンディの腕時計ギズモは何でも出来ちゃう
ひみつ道具だ!

税抜! 日本語吹替版収録！  各￥1,900 日本語吹替版収録！  各￥1,900



1.6 [ Fri ]

Release

『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』ヴィム・ヴェンダース製作総指揮!
最も有名なタンゴ・ダンスペアの半生を綴る、情熱ドキュメンタリー!!

戦地から歌手になる夢を叶えた少年の実話を実写化!
アカデミー賞ノミネート監督が贈る、感動サクセス・ムービー!!

1月28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

最新映画情報ALBATROS FILM
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