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レディ・ガガ、ジャスティン・ビーバー、
アン・ハサウェイなど、豪華セレブ多数出演!
《ファッション界のアカデミー賞》に密着した、至福ドキュメンタリー!!

CAST

Ana Wintour

STAFF

10.4        RELEASE[WED] ￥4,000（税抜）

監督：アンドリュー・ロッシ／編集：チャド・ベック、アンドリュー・コフマン
撮影：アンドリュー・ロッシ、ブライアン・サーキネン／音楽：イアン・ハルトクイスト、ソフィア・ハルトクイスト

アナ・ウィンター、アンドリュー・ボルトン、ウォン・カーウァイ、ジャン＝ポール・ゴルチエ、カール・ラガーフェルド
バズ・ラーマン、リアーナ、ジャスティン・ビーバー、レディ・ガガ、ビヨンセ・ノウルズ
マドンナ、ジョージ・クルーニ、アン・ハサウェイ、ジュリアン・ムーア他、豪華セレブリティ多数

ALBSD-2146／本編91分／2016年アメリカ／英語／日本語字幕／発売：ニューセレクト　©2016 MB Productions, LLC

全国劇場公開作

メトロポリタン美術館（通称：メット）にて、年に一度開催される世
界最大のファッションイベント《メットガラ》。その主催者は、ファッ
ション誌US版「VOGUE」編集長で、メット理事でもあるアナ・ウィ
ンター。そして彼女とコンビを組むのはメットのキュレーター、アン
ドリュー・ボルトン。彼は従来の服飾展示を脱却した挑発的な展
示で人々から絶賛を浴び、アナからも一目を置かれていた。そん
な二人は、次の企画展「鏡の中の中国」に向け、アジア美術部門
に企画を持ち込むが、様々な問題が発生してしまい…。

70年に『ハーパース・アンド・クイーン』誌の編
集アシスタントとしてファッション業界に入る。
75年にニューヨークに移り、86年に英版
『VOGUE』編集長に就任。大ヒット映画『プ
ラダを着た悪魔』（06年）のモデルとなった
事で一躍有名に。09年には彼女に密着した
ドキュメンタリー『ファッションが教えてくれる
こと』が劇場公開され、大ヒットを記録した。

アナ・ウィンター

VOL.35



ストゥシェミンスキ：ボグスワフ・リンダ『鉄の男』、ハンナ：ゾフィア・ヴィフワチ、ニカ：ブロニスワヴァ・ザマホフスカ、ユリアン：クシシュトフ・ピェチンスキ
ロマン：トマシュ・ヴウォソク／監督：アンジェイ・ワイダ『カティンの森』『鉄の男』、脚本：アンジェイ・ムラルチク、アンジェイ・ワイダ
撮影：パヴェウ・エデルマン『戦場のピアニスト』／照明：ツェザリ・リソフスキ／音楽：アンジェイ・パヌフニク

ALBSD-2157／本編99分／2016年ポーランド／ポーランド語／日本語字幕／発売：ニューセレクト　©2016 Akson Studio Sp. z o.o, Telewizja Polska S.A, EC 1 – Łódz Miasto Kultury,  Narodowy Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmowy Camerimage- Fundacja Tumult  All Rights Reserved.

2016年10月9日に、
この世を去ったワイダ監督が残した
遺作を含む3作品を完全収録!

アンジェイ・ワイダ
「世代」（54）で長編映
画デビュー。その後、
「地下水道」（57）でカ
ンヌ国際映画祭審査
員特別賞、「灰とダイ
ヤモンド」（59）でヴェネ

チア国際映画祭批評家連盟賞、「大理石
の男」（78）でカンヌ国際映画祭国際批評
家連盟賞、「鉄の男」（81）でカンヌ国際映
画祭パルムドール（最高賞）受賞など、数々
の映画賞を受賞。2016年10月9日逝去。

© 2007 Telewizja Polska S.A. All Rights Reserved  ©2013 AKSON STUDIO SP. Z O.O., CANAL+CYFROWY SP. Z O.O., NARODOWE CENTRUM KULTURY, TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A., TELEWIZJA POLSKA S.A. ALL RIGHTS RESERVED  ©2016 Akson Studio Sp. z o.o, Telewizja Polska S.A, EC 1 – Łódz Miasto Kultury,  Narodowy Instytut Audiowizualny, Festiwal Filmowy Camerimage- Fundacja Tumult  All Rights Reserved.

収
録
作
品

￥3,800（税抜） 全国劇場公開作

Cast & Staff 

Story 第二次世界大戦後、スターリン主義時代のポーランド。中部
の都市ウッチに暮らす、画家で大学教授のストゥシェミンスキ

は、戦争で片手片足を失っていた。そんなある日、大学で行われていた彼の講義
に文化省が乗り込んでくる。政府は“芸術は政治を反映する”という理念を、芸術
家や学生に強制しようとしていた。しかし、その理念に反論したストゥシェミンスキ
は、芸術表現の自由を主張し、学生から拍手喝采を浴びるが、その行為により政
府を敵に回してしまう。己の芸術に一切妥協しないストゥシェミンスキだが、社会
主義権力は彼を破滅させるべく、大学と芸術家協会から追放してしまい…。

ポーランドの画家で世界大戦間期に最も国際的に認知さ
れた芸術家。1930年代から、ポーランド構成主義の前
衛画家として国内外で高く評価されるも、戦後のポーラ
ンドの社会主義政府が実施した意図的な政治活動によっ
て芸術家としての活動を制限され、葬り去られた。

ヴワディスワフ・ストゥシェミンスキ

前衛画家ストゥシェミンスキの実話を通じて遺された、
巨匠アンジェイ・ワイダ監督、最後のメッセージ。

11.2 [THU] RELEASE

2007年ポーランド／123分／ポーランド・ドイツ・ロシア語

カティンの森
2008年度アカデミー賞外国語映画賞
ノミネートされた、映画史に残る名作!

2013年ポーランド／127分／ポーランド・イタリア語

ワレサ 連帯の男
祖国ポーランドを自由へと導いた英雄、
「連帯」初代委員長ワレサを描く歴史大作!

2016年ポーランド／99分／ポーランド語

残像
自らの信念を貫いた画家の壮絶な人生
を実写化した、ワイダ監督渾身の遺作!

アンジェイ・ワイダ
追悼 BOX 初回限定生産

ALBSD-2158／本編計349分／3枚組／発売：ニューセレクト

11.2     RELEASE[THU]
￥6,800（税抜）

1926年3月6日生まれ（享年90歳）

Walesa After Image

Andrzej Wajda

Katyn



ヒトラー政権に抵抗した夫婦の衝撃の実話“ハンペル事件”を映画化!

1940年6月、戦勝ムードに沸くベルリンで、質素に暮らす夫婦オットーとアンナ
のもとに、息子が戦死したという知らせが届く。失意に暮れる二人だったが、や

がてオットーはペンを握り、ヒトラー政権を批判するメッセージを葉書に記しはじめた。そして、そ
れらを公共の場に置いては立ち去ることを始めたのだ。そんな夫の行動を理解したアンナも、積極
的に手伝うようになっていく。ささやかながらも命懸けの抵抗運動に、次第に魂が解放されていく
のを感じる二人。だが、ゲシュタポ（秘密警察）による捜査の手が徐々に夫婦に迫りつつあった―。

「言うべき事を命をかけて葉書に託す。
その勇気の偉大さは、まさに恐怖政治の
暗黒の闇の底知れなさを映す鏡だ。」
          ───安藤優子（ニュースキャスター）

￥3,800（税抜）

Cast & Staff エマ・トンプソン「ハワーズ・エンド」／ブレンダン・グリーソン「ハリー・ポッター」シリーズ
ダニエル・ブリュール「グッバイ、レーニン!」／監督・脚本：ヴァンサン・ペレーズ「天使の肌」（監督）「王妃マルゴ」（出演）
原作：ハンス・ファラダ『ベルリンに一人死す』（みすず書房）／共同脚本：アヒム・フォン・ボリエス
ALBSD-2165／本編:103分／2016年ドイツ・フランス・イギリス／英語／日本語字幕／発売：ニューセレクト／特典映像：監督・キャストインタビュー&予告編  © X FILME CREATIVE POOL GMBH / MASTER MOVIES / ALONE IN BERLIN LTD / PATHÉ PRODUCTION / BUFFALO FILMS 2016

『 王 妃 マ ル ゴ 』

ヴァンサン・ペレーズ監督　オスカー女優エマ・トンプソン主演で贈る衝撃作!!
Story

※285枚のうちの
　1枚が封入されています。初回封入特典 “ヒトラーへの葉書”（宛名入り）

l2.2           RELEASE[SAT ]

1940年、第二次大戦中にベルリンで起きた実
際の

事件。あるドイツ人夫婦がヒトラー政権下の体制
批判

を葉書に書き、それらを密かに公共の場に置き、
市民

に抵抗運動を呼びかけた。ゲシュタポの必至の
捜査

にも関わらず2年余り逮捕されなかった。

ハンペル事件とは

全国劇場公開作

ALBSB-0012／本編:131分／2010年カナダ・フランス／フランス語・アラビア語・英語／日本語字幕／発売：ニューセレクト　©2010 Incendies inc. (a micro_scope inc. company) - TS Productions sarl. All rights reserved.

【Cast & Staff】ルブナ・アザバル、メリッサ・デゾルモー＝プーラン、マキシム・ゴーデット、レミー・ジラール
監督・脚本：ドゥニ・ヴィルヌーヴ／原作（戯曲）：ワジディ・ムアワッド／プロデューサー：リュック・デリー、キム・マックルー

1967年10月3日（カナダ出身）
本作「灼熱の魂」でアカデミー賞ノミ
ネート、ジニー賞含む8部門受賞。その後
「複製された男」「プリズナーズ」「ボー
ダーライン」「メッセージ」とヒット連発！
また話題作「ブレードランナー2049」が
10月27日劇場公開、さらに「デューン」
リメイク版に抜擢される等、今ハリウッ
ドで最も期待されている監督。

『ブレードランナー2049』ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の出世作にして
2011年アカデミーノミネート作が、遂に初Blu-ray化！

￥3,800（税抜）
全国劇場公開作

Blu-ray 

ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督

特典映像：ヴィルヌーヴ監督作品予告編集

（
予
定
）



DEAD7 デッド・セブン
10.4 RELEASE

ALBSD-2148／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

バックストリート・ボーイズ
ほか超豪華アーティストが
集結!「Ｚネーション」の製作
陣が放つ、マグニフィセン
ト・ゾンビ・アクション!!

ディストラクションZ
12.2 RELEASE

ALBSD-2171／税抜￥4,800
本編85分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

そう遠くはない未来。日々押
し寄せるゾンビの群れと戦
うルークは、生き別れた恋
人ベナを探すが…。戦慄の
ゾンビ･アクション最新作!

パトリオット・ウォー ナチス戦車部隊に挑んだ28人
10.4 RELEASE

ALBSD-2153／税抜￥4,800
本編112分／2016年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

本国ロシアで記録的大ヒッ
ト!第2次大戦時の知られざ
る衝撃実話「パンフィロフの
28人」を完全映画化。迫力の
戦車アクションは必見!!

ウェズリー・スナイプス シールド・フォース ―監獄要塞―
12.2 RELEASE

ALBSD-2166／税抜￥3,800
本編94分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

“姿なき敵”が襲い来る秘密
要塞〈サイト9〉に閉じ込めら
れた隊員達の運命は?アク
ション番長ことウェズリー・
スナイプス完･全･復･活!

ウーナ 13歳の欲動
10.4 RELEASE

ALBSD-2151／税抜￥3,800
本編94分／2016年イギリス・アメリカ・カナダ
特典映像：予告編／発売：ニューセレクト

アカデミー賞受賞作製作陣
が衝撃の戯曲を映画化!ルー
ニー・マーラ（「キャロル」「ド
ラゴンタトゥーの女」）主演で
描く、禁断サスペンス!!

パラダイス女子刑務所
10.4 RELEASE

ALBSD-2154／税抜￥3,800
本編87分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

大ヒット作「ロサンゼルス
女子刑務所」製作チームが
再び集結。リンチ・ドラッグ・
レイプ !衝撃の“女囚エロ
ティック・サスペンス”!!

逆殺館
11.2 RELEASE

ALBSD-2162／税抜￥4,800／本編87分
2016年南アフリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

豪邸に忍び込んだ誘拐犯は
娘を連れ去り身代金を要求す
るが、その娘には恐るべき本
性が隠されていた!各国映画
祭が震撼した、衝撃ホラー!!

エイリアン：スカイコマンド
10.4 RELEASE

ALBSD-2155／税抜￥4,800
本編87分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

超高速で空を舞い、エネル
ギー波放出で地上を焼き尽
くす!最恐怪獣たちが暴れ
まくる!!傑作エイリアン・ス
カイ・アクション!!!

Albatros
New Release
Information

ヒットマン：デッドリミット
10.4 RELEASE

ALBSD-2156／税抜￥4,800
本編125分／2014年トルコ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

“悪魔”と呼ばれた伝説の
殺し屋…。盲目のピアニス
トに恋をした“悪魔”が、愛
を守るために、再び危険な
ミッションに挑む!

タイム・ループ 7回殺された男
10.4 RELEASE

ALBSD-2152／税抜￥4,800
本編86分／2016年セルビア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

殺されたはずなのに、目覚め
るとまだ生きている。そして
また殺される…。夢?現実?
［無限ループ］アクション・
スリラーの傑作登場!

オペレーション・ダンケルク
11.2 RELEASE

ALBSD-2159／税抜￥4,800
本編96分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

1940年、英国軍による史上
最大の救出作戦の中、ナチス
包囲網に進む部隊の命運は?
映画会社アサイラムが描く、
もう一つの『ダンケルク』!

■アクション 

■アクション・スリラー ■戦争・アクション

■サスペンス ■サスペンス・エロス

■SF・アクション■SF

■アクション 

■戦争・アクション

■SF・アクション

■ホラー

■アクション 

インタースペース
11.2 RELEASE

ALBSD-2164／税抜￥4,800
本編83分／2016年イギリス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

23世紀の未来世界。緊急事態
で宇宙貨物船が不時着した
惑星には、人類を脅かす知的
生命体が存在していた!宇宙
からの脅威を描く、SF大作!!

『ブレードランナー2049』ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督の出世作にして
2011年アカデミーノミネート作が、遂に初Blu-ray化！



エクリプス
12.2 RELEASE

ALBSD-2168／税抜￥4,800
本編106分／2017年スペイン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ベロニカは降霊術で霊との
交信を試みるが…。スペイン
史上初めて警察が超常現象
を認めた衝撃の実話を
「REC/レック」監督が映画化!

デイ・アフター・トゥモロー2017
11.2 RELEASE

ALBSD-2163／税抜￥4,800
本編85分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

地球温暖化による異常気象
で極寒ストームが発生！建物
も瞬時に凍ってしまう世界で
人類を待つ運命は?極寒の氷
河期を描く、パニック大作!!

シャークネード5 ワールド・タイフーン
12.2 RELEASE

ALBSD-2169／税抜￥4,800
本編89分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ロンドン、ブラジル、オース
トラリア。世界を巡り、遂に
日本上陸!未だ進化を続け
る“シャークネード”シリー
ズ、待望の最新作!!

善惡の刃
10.4 RELEASE

ALBSD-2147／税抜￥3,800
本編119分／2017年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

韓国初登場1位・動員数
200万人突破の大ヒット!
韓国を震撼させた「薬村五
叉路タクシー運転手殺人事
件」を基に描く衝撃作!!

殺戮にいたる山岳
11.2 RELEASE

ALBSD-2161／税抜￥3,800
本編93分／2016年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

韓国劇場公開時、第1位を獲
得!15年前の死亡事故で、人
が寄り付かない山を舞台に、
欲望に目がくらむ人々の抗
争を描く、韓国サスペンス!!

韓国劇場公開時、第1位を獲
得!15年前の死亡事故で、人
が寄り付かない山を舞台に、
欲望に目がくらむ人々の抗
争を描く、韓国サスペンス!!

ドクターZERO 精神分析医・財前零子
12.2 RELEASE

ALBSD-2172／税抜￥3,800
本編88分／2017年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

セレブやVIPを顧客に、美貌
の女医が操る“悪魔のセッ
クス・セラピー”とは?人気
セクシー女優・大槻ひびき
主演のエロス・スリラー!

レイプゾンビ外伝 ハードコア・オブ・ザ・デッド
10.4 RELEASE

ALBSD-2149／税抜￥3,800／本編81分
2017年日本／特典映像：メイキング＆予告編
提供：アウトサイド

鬼才・友松直之監督が放つ
大人気シリーズ「レイプゾン
ビ」のスピンオフが登場!“レ
イプゾンビ”誕生の秘密が
ついに明らかに!!

狂覗 KYO-SHI
11.2 RELEASE

ALBSD-2160／税抜￥3,800／本編82分
2017年日本／特典映像：メイキング＆予告編
提供：POP

瀕死事故を発端に生徒不在
で行われた荷物検査。だがそ
の行為が、生徒と教師の実態
を暴く事になり…。実話を基
にした、邦画サスペンス!

特別捜査 ある死刑囚の慟哭
12.2 RELEASE

ALBSD-2167／税抜￥3,800
本編121分／2016年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

元警官のピルジェは、無実
を訴えるある死刑囚の事件
の裏を暴こうとするが…。
本国韓国では動員120万人
超えの大ヒットサスペンス!

■パニック

■アジア・サスペンス

■邦画・エロス

■ホラー

■アジア・サスペンス

■邦画・サスペンス

■モンスター・パニック

■邦画・エロス

■アジア・サスペンス

の夜長に映画鑑賞でもいかがですか？
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♪

秋

彼は今!「DEAD7 デッド・セブン」で発見!!
90年代に日本でも大ブレイクしたスーパーボーイズ・グループ、“バックス”こと、バックストリート・ボー
イズ。全世界のCD総売り上げは、1億3,000万枚を超えるなど、ビジュアルだけでなく音楽性も高く評
価されていた彼らだが、そんなメンバーの中でも抜群の人気を誇っていたニック・カーター。その甘い
マスクとリードボーカルを務めた美声で、多くの日本人女性を虜にした彼だが、プライベートで起こし
た事件や新たなアイドルグループの出現など、時代の波と共に次第にその姿を見かけなくなり…。そ
んな彼をなんと10月4日発売「DEAD7 デッド・セブン」で発見!しかも、本作、自ら脚本まで手掛ける
意欲作。劇中で歌声は聴けないが、華麗なガン･アクションを披露。まだまだイケイケな雄姿は必見!!

第     回捜索人：ニック・カーター8

©2016 HPZ, LLC. All Rights Reserved.



監督：下村勇二／戦術・戦技スーパーバイザー：稲川義貴／アクション監修：TRIPLE CROWN／脚本：佐伯紅緒／撮影監督：工藤哲也／音響効果：柴崎憲治
音楽：川井憲次／プロデューサー：藤田真一、井上緑／企画・製作：有限会社ユーデンフレームワークス／株式会社アーティット

ＴＡＫ∴（坂口拓）／近藤結良／斎藤工／長谷部瞳／篠田麻里子／加藤雅也／いしだ壱成／大塚明夫／稲川義貴／武田梨奈（声の出演）

本編:106分／2017年日本／英語・日本語版／日本語字幕／発売：ニューセレクト／※本編（英語/日本語字幕切り替え）予定  ©「リボーン」製作実行委員会

コンビニで店員をしながら少女サチと慎
ましい日々 を送る敏郎。彼はかつて最強

の特殊傭兵部隊に属しながら、自らの手で部隊を壊滅
させた過去があった。ある日、彼らがひっそり暮らす田
舎町で、不可解な殺人事件が起きる。それは、ファントム
と呼ばれる謎の男からの、敏郎に対する警告だった。

RE:BORN リボーン【Blu-ray】
アルティメット・エディション RE:BORN リボーン【DVD】

主演のＴＡＫ∴（坂口拓）をはじめ、斎藤工、篠田麻里子、大塚明夫等、
豪華キャスト集結!世界が認めた本物のアクション映画!!

130分を超える特典映像DVDを収納したBlu-ray版を期間限定リリース!

主演のＴＡＫ∴（坂口拓）をはじめ、斎藤工、篠田麻里子、大塚明夫等、
豪華キャスト集結!世界が認めた本物のアクション映画!!

130分を超える特典映像DVDを収納したBlu-ray版を期間限定リリース!

主演のＴＡＫ∴（坂口拓）をはじめ、斎藤工、篠田麻里子、大塚明夫等、
豪華キャスト集結!世界が認めた本物のアクション映画!!

130分を超える特典映像DVDを収納したBlu-ray版を期間限定リリース!
本編＋特典映像を収録した、
DVDも同時リリース!

※ジャケット・仕様は変更
になる場合がございます

※特典映像：予告編2種（予定）メイキング、トークイベント集、アクション解説、戦術戦技講座
特典映像DVD収録内容（予定）

封入特典
ポストカード（2枚組）

「レイプゾンビ」、「レイプゾンビ2」、「レイプゾンビ3」、「レイプゾンビ4」、「レイプゾンビ5」、「レイプゾンビ外伝」収録タイトル

あまりに過激な内容から実現不可能と思われていた、鬼才・友松
直之監督によるプロジェクトだったが、DVDリリース後、話題を
呼び、まさかの人気シリーズに。業界内でも作家・綾辻行人氏、
ミュージシャン・作家の大槻ケンヂ氏らがファンを公言している。

監督：友松直之／出演：小沢アリス 他 ALBSD-2150／計.448分／2011、2013、2014、2017年日本／日本語／発売：ニューセレクト
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10.4 WED

©２０１１「レイプゾンビ」製作委員会/©２０１３「レイプゾンビ」製作委員会/©２０１４「レイプゾンビ」製作委員会/©東京電撃映画祭

ALBSB-0013

2枚組 ￥6,800
（
税
抜
）

全国劇場公開作

RELEASE

ALBSD-2170￥3,800
（
税
抜
）

（税抜）（税抜）



11月3日●金より新宿バルト9を皮切りに、全国順次ロードショー！

前衛画家ストゥシェミンスキの実話を通じて遺された、
巨匠アンジェイ・ワイダ監督、最後のメッセージ。

After Image

★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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