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■世界の果てまでヒャッハー！ ■真夜中のパリでヒャッハー！
■ブルゴーニュで会いましょう ■大恐竜時代へGO!!GO!! ■モテ福6
アルバトロス株式会社 〒104-0061 東京都中央区銀座5-13-14 銀座オリオルビル8F TEL:03-3549-1066 FAX:03-3549-1067 www.albatros-film.com
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無敵の“ヒャッ

全国劇場公開作

全国劇場公開作

社長に子守を頼まれた、さえない部下のフランク。だ
が翌朝、社長が戻った家の中はメチャメチャに荒らさ
れ、フランクも息子も行方不明。そして部屋に残されていたハン
ディカメラには、クレイジーな出来事の数々が映っていた！

結婚を考えているソニアを連れ、男友達とバカンスに
繰り出したフランクだが、男たちとおばあちゃんが
ジャングルで行方不明になってしまう…。そして残されたハンディ
カメラには、とんでもないアドベンチャーの数々が映っていた!
【Cast & Staff】
フィリップ・ラショー／アリス・ダヴィッド／タレック・ブダリ／ジュリアン・アルッティ
ヴァンサン・
ドゥサニア／シャルロット・ガブリ／監督：ニコラ・ブナム、フィリップ・ラショー
脚本：ニコラ・ブナム、フィリップ・ラショー、ピエール・ラショー、ジュリアン・アルッティ

ALBSD-2090／本編93分／2015年フランス／フランス語／日本語字幕・日本語吹替／発売：ニューセレクト/日活

RELEASE ￥2,800

︵税抜︶

4.5

[ WED]

︵税抜︶

RELEASE ￥2,800

[ WED]

4.5

【Cast & Staff】
フィリップ・ラショー／アリス・ダヴィッド／ヴァンサン・
ドゥサニア／タレック・ブダリ
ジェラール・ジュニョ
「コーラス」／クロチルド・クロ／監督：ニコラ・ブナム、フィリップ・ラショー
脚本：ニコラ・ブナム、フィリップ・ラショー、ピエール・ラショー、ジュリアン・アルッティ

ALBSD-2091／本編84分／2014年フランス／フランス語／日本語字幕・日本語吹替／発売：ニューセレクト/日活

『世界の果てまでヒャッハー!』
と
『真夜中のパリでヒャッハー!』をセット組!

価格から商品仕様までヒャッハー!な、
初回限定お買い得BOX!!
0

!

︵ 税抜
︶

大特価

￥4,8
0

DVD-BOX
ALBSD-2092／本編計177分／フランス語／日本語字幕・日本語吹替／発売：ニューセレクト/日活 © AXEL FILMS – MADAME FILMS – M6 FILMS – CINEFRANCE 1888 © Rudy Waks-Axel Films-Madame Films-Cinéfrance 1888-Good Lap Production

『イヴ・サンローラン』
ジャリル・レスペール他、
フランスの名優競演！
ブルゴーニュを舞台に、
心が離れた家族の愛と絆を描く、
感動作!!

Story

5.2

[TUE]

Release

￥3,800（税抜） 全国劇場公開作
世界に名高いワインの名産地、
フランス・ブルゴーニュ地方。そこで生まれ育ったシャリルは20歳で故郷を離れ、高

名なワイン評論家となっていた。そんなある日、父が経営するワイナリーが経営難で買収寸前だとの知らせを受け、

実家に戻る。だが、長い間疎遠となっていた父との溝は埋まらず、妥協点を見いだせないシャリル。
しかし、家業であるワイナリーを手放

す事は家族の思い出が詰まった家を失うという事。シャリルはワイン造りの素人ながら、
自身の手でワイナリー再建の決意をするが…。
ジェラール・ランヴァン／ジャリル・レスペール／アリス・タグリオーニ／ローラ・スメット／ラニック・ゴートリー／フレデリック・ティルモン
監督：ジェローム・ル・メール／脚本：レミ・ブザンソン、
ヴァネッサ・ポータル、
ジェローム・ル・メール／撮影監督：ダヴィッド・ウンガロ
ALBSD-2103／本編97分／2015年フランス／フランス語／日本語字幕／発売：ニューセレクト/クロックワークス © ALTER FILMS-TF1 FILM PRODUCTIONS-SND

Cast & Staff

■アクション

Albatros

ザ・レイジ 果てしなき怒り
5.2 RELEASE

New Release
Information

暗黒街を牛耳る男の命令で
強盗を犯した3兄弟。だがそ
れ は 兄 弟 を陥 れ る 罠 だっ
た!復讐による暴力の連鎖、
鮮血ハード・アクション!!
ALBSD-2107／税抜￥4,800
本編107分／2016年スペイン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■アクション

■アクション

アナライザー

■モンスター・パニック

バイオレンス・マックス

ラバラチュラ2

5.2 RELEASE

6.2 RELEASE

4.5 RELEASE

連邦ビルを爆破し、出頭し
たテロリスト。
だが犯人は街
中に爆弾を仕掛けていた !
凄腕捜査官と爆弾魔の頭
脳戦を描く、
IQアクション!!

最強 & 無敵の父親 暴走開
始 ! 本国カナダでブッチギリ
NO.1ヒット!!最高のアクショ
ン・スペシャリストが集結し
たド本格アクション大作!!!

フロリダに突如出現した巨
大蜘蛛、
それは1年前にロス
を壊滅させたラバランチュ
ラだった ! 前作メンバー再
集結で放つ、
怪物パニック!!

ALBSD-2109／税抜￥4,800
本編86分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■モンスター・パニック

PLANET OF THE SHARKS 鮫の惑星

ALBSD-2114／税抜￥4,800
本編97分／2016年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■アドベンチャー・ファンタジー

ファンタスティック・ピーターパン

ALBSD-2101／税抜￥4,800
本編85分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■アドベンチャー

シンドバッド

秘宝メドゥーサの心臓 と復讐の女神

5.2 RELEASE

5.2 RELEASE

4.5 RELEASE

近 未 来 、温 暖 化 で 地 表 の
98％が海となり、地球は鮫
が支配者となっていた!凶暴
な鮫に挑む人類の存亡を描
く、
新世紀サメ・パニック!!

少女が病院で見つけた 1 冊
の本。
その日から少女の夢に
ピーターパンが現れ…。
『ハ
リー・ポッター』スタッフが
贈る、
ファンタジー大作!

シンドバットの血を継ぐ考
古学者が発見した秘宝の力
で、
魔物が現代に甦ってしま
い…。英雄の子孫の冒険を
描く、
痛快アドベンチャー!

ALBSD-2104／税抜￥4,800
本編90分／2016年アメリカ／特典映像：予告編

ALBSD-2105／税抜￥4,800
本編105分／2015年イギリス／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

■ パニック・アクション

X-DAY 黙示録

■ SF・パニック

ALBSD-2108／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

シン・アルマゲドン

アイアンクロス ヒトラー親衛隊《SS》装甲師団

6.2 RELEASE

6.2 RELEASE

4.5 RELEASE

人類史上最悪の24時間「Ｘ
!
-ＭＥＮ：ファースト・ジェネ
レーション」の VFX スタッ
フが放つ、進撃のアポカリ
プス・パニック!!

別惑星にワープしてしまっ
た地球。2つの太陽が輝く異
様な世界…。地球は無事太
陽系に戻ることが出来るの
か!人気シリーズ最新作!!

1943年、祖国の為に戦うナ

ALBSD-2112／税抜￥4,800
本編86分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2117／税抜￥4,800
本編84分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ サスペンス

■ サスペンス

DEMON デーモン

チス親衛隊だが、激戦地に
て戦争犯罪を目の当たりに
し…。ナチスの視点から戦
場の真実を暴く、戦争大作!
ALBSD-2100／税抜￥4,800
本編116分／2015年イタリア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ サスペンス

スモーク・アンド・ミラーズ 1000の顔を持つスパイ

クローズド・バル 街角の狙撃手と8人の標的

4.5 RELEASE

4.5 RELEASE

6.2 RELEASE

アンソニー・ホプキンス×レ
イ・リオッタ競演で放つ、衝
撃サイコ・サスペンス !隔離
された町に潜む凶悪な男同
志の対決の行方は?

国に裏切られたスパイが引
き受けた依頼。だがそれは
スペインを驚愕させる事件
となり…。実録詐欺事件を映
像化した、サスペンス大作!

ヴィネツィア国際映画祭銀熊
賞受賞「気狂いピエロの決
闘」監督最新作! テロ? 実験?
それともドッキリ? スペイン
発の密室サスペンス!!

ALBSD-2093／税抜￥4,800
本編91分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2098／税抜￥4,800
本編123分／2016年スペイン／特典映像：予告編

ALBSD-2111／税抜￥4,800
本編102分／2017年スペイン／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

■ サスペンス

■ ホラー

リチャードの秘密

■ ホラー

インバージョン 転移

ラスト/ナイト

6.2 RELEASE

4.5 RELEASE

6.2 RELEASE

アカデミー賞受賞「ルーム」
監督作品。アイルランドで
実際に起きた事件を映画
化 ! 各国の映画祭で圧倒的
評価の実録サスペンス!!

事故現場に駆け付けた4人
の男女。そこで彼らは謎の
ウィルスに感染し、
次々と凶
暴化し始め…。恐怖の記憶
が転移する、
戦慄ホラー!!

ゾンビ・ホラーの戦慄 ×
シチュエ ー ション・スリ
ラーの驚愕 ２つの恐怖
を併せ持つ驚愕の傑作ス
タイリッシュ・ホラー!

ALBSD-2116／税抜￥4,800
本編88分／2012年アイルランド／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 邦画・ドラマ

ALBSD-2115／税抜￥4,800
本編83分／2016年イタリア／特典映像：予告編

ALBSD-2099／税抜￥4,800
本編94分／2015年アメリカ／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

野花〜風来坊シリーズ〜

■ 邦画・サスペンス

野生のなまはげ

BAD CHILD バッド・チャイルド

5.2 RELEASE

6.2 RELEASE

4.5 RELEASE

父の入院費の事で、憎んで
いた祖父を訪ねた孫娘。だ
が庭師である祖父には暗い
過去があり…。今年1月に永
眠した松方弘樹の遺作!

みうらじゅん絶賛！坂上忍
賞賛 !! あの「おっさん☆ス
ケボー」の奇才・新井健市
監督が笑撃の劇場長編映
画デビュー!!!

過保護な両親に育てられた
優等生のマサシ。だがある
挫折を境に少年は父親殺し
を計画する…。名脇役モロ
師岡主演で贈る、衝撃作!

ALBSD-2106／税抜￥3,800
本編91分／2016年日本／特典映像：予告編
提供：テンダープロ

■ 邦画・エロス

ALBSD-2113／税抜￥3,800
本編77分／2016年日本／特典映像：予告編
提供：フリーライディング

ALBSD-2094／税抜￥3,800
本編102分／2013年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 邦画・エロス

ホームジャック リバース

■ 邦画・エロス

未来世紀アマゾネス

未来戦士アマゾネス

4.5 RELEASE

5.2 RELEASE

別荘に来訪した 2 人の美女
の身体に興奮する大学教授。
だが、女たちは男を玩具に
する異常性欲者だった ! 女
が男を犯す、邦画エロス!!

荒廃した世界の支配者、女
族アマゾネス。女だけの国
家で生殖の道具と化した男
たちの運命は ? 大ヒット作
を復活させた、邦画エロス!

ALBSD-2102／税抜￥3,800
本編70分／2017年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

6.2 RELEASE
男を奴隷支配するアマゾネス
軍団。そこでは、男たちを生
物兵器化する世にも恐ろし
い実験が進められていた…。
「レイプゾンビ」
監督最新作!

ALBSD-2110／税抜￥3,800
本編76分／2017年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2118／税抜￥3,800
本編74分／2017年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

皆さん、
どこかにお出
も うすぐGWですね。
掛けされるのでしょうか？ 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♪

5

第

回捜索人：レイ・リオッタ

彼は今「
! DEMON デーモン」で発見!!
出世作『グッドフェローズ』
（マーティン・スコセッシ監督）で、元マフィア役が高評価され、大ブレイク。
その後も『ハンニバル』でのレクターに散々な仕打ちを受ける、クラリスの上司役がハマり、
『 不法侵
入』
『 NARC ナーク』
『アイデンティティー』などサイコな悪役などの不気味な役柄が続くように。その
演技で映画ファンから個性派俳優としての評価を受けた、レイ・リオッタ。だが私生活では離婚、飲酒運
転で逮捕とトラブルが続き、その後はフェードアウト状態に…。そんな彼の姿を『 DEMON デーモン』
にて発見！本作にて女子供にも暴力を振るう、周囲から煙たがられる凶悪な男役を演じ、当時のサイコ
な悪役を彷彿とさせています。そんな再び甦った彼の姿を、ぜひその目で確認してみて下さい!!

© 2015 LOGGING PRODUCTIONS FILMS, LLC.

ALBSD-2095
4話収録・58分

ALBSD-2096
4話収録・58分

︵ 税抜︶

日本語吹替版収録！ 各￥1,900
ALBSD-2097
4話収録・57分

©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.

絶 賛 発 売 中！
0
日本語吹替版 各巻・￥1,90

︵税抜︶

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）
2016年イギリス／日本語吹替版／発売：ニューセレクト

イケメン！×人気声優！ 新感覚トーク・バラエティ！

･

牛山 アンソニー 和彦

﹇牛の妖精﹈

︵声 代永 翼 ︶

﹇便器﹈

･

トイレイモンド

︵声 山谷祥生 ︶

フレッシュ・チハル

【2枚組】
￥4,000

︵税抜︶

6.2[FRI]RELEASE

﹇サルの妖精﹈

︵声 沢城千春 ︶

女将

オタマ ﹇湯のみうさぎ﹈

︵声 福圓美里 ︶

料理長

タキオ ﹇ 椎 茸の妖 精 ﹈

︵声 滝口幸広 ︶

キャラクター紹 介

温泉宿「モテ福」を舞台に、
「女将」やイケメン従業員たちが
モテモテトークを繰り広げます!!

ファンイベント
「モテ福祭り！イヤッッホ

【特典ディスク】ォォォオオォオウ！ふぇす」を凝縮収録！
TVS-170602／税抜￥4,000／本編120分・特典60分／2017年日本／発売：テレビ埼玉 ©モテ福

6
︵ 税抜︶

「モテ福」
（①〜⑤）
＆「モテ福 番外編」
好評発売中!! 各￥4,000 （番外編￥2,500 税抜）

ALBATROS FILM

最新映画情報

4 月15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

