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フランス映画祭2017エールフランス観客賞受賞他、世界の映画祭が賞賛！
ポーランド修道院で起きた、悲劇的事件と女医師の衝撃の実話を描く、感動作！
！
実在した事件と女医師の勇気ある行動を
映画化した本作に、
女性著名人が絶賛!
『戦争とは? 信仰とは? 命とは? そして真の幸せとは?
この映画が問いかけるものはあまりにも重い。』
──安藤優子（ニュースキャスター）
『戦争の残酷さの中で懸命に命を守ろうとした女医マチルド。
彼女の救った命は今もどこかで生き続けていることだろう。』
──おおたわ史絵（内科医/作家）
『国籍や宗教をも越える
「人と人との信頼関係」、
命の尊さについて考えさせられました。』
──春香クリスティーン（タレント）

全国劇場公開作

Story

2.2 Release

1945年12月のポーランド。赤十字の医療施設に従事するフラン
ス人の女医師マチルドの前に悲痛な面持ちのシスターがポー
ランド語で助けを求めてくる。言葉が通じない中、別の施設へ
行くよう告げるマチルドだが、雪の積もった屋外で何時間も神
へ祈りを捧げるシスターの姿に心動かされ、彼女の暮らすカト
リック系の修道院を訪れる。そこでマチルドが目の当たりにし
たのは、信仰と妊娠が両立しえない筈の修道女が、陣痛に泣
き叫ぶ姿だった。そして翌朝、別のシスターも妊娠している事
実に気付いたマチルドに修道院長は、自分たちを襲ったソ連
軍兵士の恐ろしい蛮行について語り始めるのだった…。

初回限定2枚組 ￥3,800（税抜）
※初回のみメイキング映像を収録したDVDを収録

マドレーヌ・ポーリアック
（女医師マチルドのモデル）

1912年9月17日フランスに生まれ
る。1945年4月、ポーランド・ワルシャ
ワのフランス赤十字にてフランス軍
兵士の帰還任務に携わる。その際、修道院での事件
を知り、修道女を救う手助けを行う。死後、レジオンド
ヌール勲章が授与された。
（享年33歳）

出演：ルー・
ドゥ・ラージュ／アガタ・ブゼク／アガタ・クレシャ／ヴァンサン・マケーニュ
監督：アンヌ・フォンテーヌ
『ココ・アヴァン・シャネル』／製作：エリック・アルトメイヤー、ニコラス・アルトメイヤー／脚本：サブリナ・B・カリーヌ、
アリス・ヴィアル／原案：フィリップ・メイニアル
ALBSD-2182／本編115分／2016年フランス＝ポーランド／フランス、
ポーランド、
ロシア語／日本語字幕／提供：ロングライド
©2015 MANDARIN CINEMA AEROPLAN FILM MARS FILMS FRANCE 2 CINÉMA SCOPE PICTURES

フラメンコ界最高峰の天才ダンサー、
サラ・バラス
彼女の伝説の舞台
「ボセス フラメンコ組曲」の世界ツアーに密着した情熱ドキュメンタリー!
革新的な舞台と古いルールに捕らわれない姿勢が絶賛され、若くして世界にその名が知れ渡った
フラメンコダンサー、サラ・バラス。そんな彼女が、フラメンコ界の巨匠たちに捧げる
『ボセス フラ
メンコ組曲』
を製作。その初演まではわずか3週間。振付はもちろん、
台本、
衣装、
音楽等全てを指
揮するサラ。本作は、
伝説と呼ばれるその組曲が初めて披露されるまでの舞台裏と世界ツアーに
完全密着。人生の全てをフラメンコに捧げるサラの並々ならぬ情熱と、果てなき挑戦を映し出す!

3.2 RELEASE

全国劇場公開作

￥3,800（税抜）

初回封入特典（予定）
：パッション・サラめんこ（2個セット）※めんこ風サラ・バラスカード

サラ・バラス

1971年生、スペイン出身。
フラメンコダンサーの母の影響でフラメンコを踊るようにな
り、
フラメンコの名手と多数共演し、才能が開花。98年には自らのカンパニーを設立。
その後、舞踊国家賞等、数々の賞を受賞する等、
フラメンコ舞踊界を代表する一人。

【Cast & Staﬀ】
サラ・バラス／ホセ・セラーノ／ティム・リース／監督：ラファ・モレス、
ペペ・アンドレウ／脚本：ラファ・モレス、
ペペ・アンドレウ

ヴィクトル・チャルネコ／製作：キコ・マルティネス、
アレックス・バラッサ、
ヘラルド・フアレス、
サラ・バラス／製作総指揮：ホセ・ルイス・ヒメネス
ALBSD-2189／本編:95分／2016年スペイン／スペイン語／日本語字幕／発売：ニューセレクト／特典映像：予告編

© 2016 NADIE ES PERFECTO BLINDSPOT

ゲント国際映画祭グランプリ受賞他、
各映画祭にて絶賛の嵐！
世界に熱狂的なファンを持つ女詩人ディキンスンの生涯を描く感動作!!

1.6 RELEASE

￥3,800（税抜）

初回封入特典：ポエムカード（3枚組）
19世紀半ばのマサチューセッツ
州。家族と離れ、女子専門学校

に通っていたエミリ・ディキンスンは、学校での
福音主義的な教育に疑問を持ち、周りからも
そんなある日、家族がエミリを迎
孤立していた。
えにやってくる。弁護士の父は、彼女を家に連
れ帰り、兄妹と過ごさせる事にしたのだ。生家
ひたすらに詩を
で過ごす静寂の時間の中で、

全国劇場 公開作

綴るエミリ。そしてその詩は、父の口添えもあ

エミリ・ディキンスン
マサチューセッツ州に生ま
1830年、
れる。1847年9月にマウント・ホリヨー
ク女子専門学校に入学するも翌年に
は退学。その後、世間から白眼視さ
れながら詩を執筆。屋敷から出ない
ブライド
1886年5月、
日々を続ける中、
。
（享年55歳）
で死去
（腎臓炎）
病

り、地元新聞に初めて掲載されるのだが…。

【Cast & Staff 】
シンシア・ニクソン「セックス・アンド・ザ・シティ」シリーズ／ジェニファー・イーリー「英国王のスピーチ」／キース・キャラダイン／監督・脚本：テレンス・デイヴィス
ALBSD-2173／本編:125分／2016年イギリス・ベルギー／英語／日本語字幕／発売：ニューセレクト、ミモザフィルムズ ©A Quiet Passion Ltd/Hurricane Films 2016. All Rights Reserved.

■アクション

Albatros

エスケイプ・フロム・イラク
1.6 RELEASE

New Release
Information

《現在進行形の戦場》を、最
前線でリアル体験。極限の
緊迫感 ! VFX は「 X-MEN：
ファースト・ジェネレーショ
ン」スタッフが担当!!
ALBSD-2174／税抜￥4,800
本編135分／2016年トルコ／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

サバイバーズ

■ SF

ファルコン イタリア警察特殊部隊

ラスト・スペースシップ

3.2 RELEASE

3.2 RELEASE

1.6 RELEASE

トルコ山岳地帯。
残弾はたっ
た5発、敵軍に包囲された2
人の青年兵の運命は? 極寒
の雪山を舞台に描く、緊迫
の リアル戦争アクション !

捜査の為なら手段を選ばな
いペペとフランチェスコの暴
走刑事コンビ。
そんな二人に
危険なミッションが迫る!イタ
リア発の刑事アクション!!

その船は、人類の最後の希
望。核戦争で荒廃した地球
を離れ、約束の地を目指す
が…。
ハイクオリティVFX映
像で描くスペースSF大作!

ALBSD-2190／税抜￥4,800
本編86分／2012年トルコ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ SF・アクション

バトルロイヤル

ALBSD-2192／税抜￥4,800
本編99分／2017年イタリア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ SF・パニック

ALBSD-2179／税抜￥4,800
本編108分／2017年イギリス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ サスペンス

2018

スーサイド・ライブ

2.2 RELEASE

1.6 RELEASE

3.2 RELEASE

近未来、人体エネルギーで
地球を支える人類は、生贄
を選ぶ殺人トーナメントを
開催していた。若者の生存
戦を描く、
SFアクション!

今年2018年に、
世界の終わ
りが来ると予言している、
今話題の 死海文書 がテー
マのSF大作。
最新VFXで描
く 世界の終わり に驚愕!

視聴率低迷に苦しむ放送局
が仕掛けたのは、自殺独占
生放送!ジョシュ・デュアメル、
ジェームズ・フランコ他、豪
華キャストの衝撃スリラー!!

ALBSD-2183／税抜￥4,800
本編103分／2017年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ ホラー

ALBSD-2180／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

■ ホラー

グリーン・ヘル

2.2 RELEASE

そこは、
あらゆる恐怖が蠢く
地獄の森…。
あなたも、
樹海
の餌食となってしまうのか!
「 28 週後 ... 」のプロデュー
サーが放つ傑作ホラー!!
ALBSD-2178／税抜￥4,800
本編91分／2017年スペイン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

旅行で訪れたタイで祠の像
を盗んだジュリー。
だがその
日から彼女だけに見える老
婆の悪霊が憑き始め…。神
出鬼没のショック・ホラー!
ALBSD-2186／税抜￥4,800
本編100分／2017年タイ・アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ パニック

■ パニック

カリフォルニア・ブロウ

発売：ニューセレクト

■ ホラー

フォロイング

1.6 RELEASE

ALBSD-2193／税抜￥3,800
本編105分／2017年アメリカ／特典映像：予告編

THAT/ザット
3.2 RELEASE
謎のアプリを使用したニッ
キの親友は謎の死を遂げ…。
スティーヴン･キング原作
「IT/イット」
に続く、
トラウマ
必至のショッキング・ホラー!
ALBSD-2194／税抜￥4,800
本編99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

ジオディザスター

鮫の惑星：海戦記（パシフィック・ウォー）

2.2 RELEASE

3.2 RELEASE

1.6 RELEASE

カリフォルニアで発生した
溶岩で炎に包まれたロス。
人類はマグマを止める決死
の作戦に挑むが…。火山の
脅威を描く、
灼熱パニック!

大地震、火山噴火、大津波、
巨大ツイスター…、あらゆ
る天変地異が人類に襲い来
る!地球規模巨大災害の猛威
を描いたパニック超大作!!

鮫を従えた暴君vs鮫使いの
少女。神さえも捕食される
世界で、
今、
聖なる戦いが始ま
る!名作
『ディア・ハンター』
の
ジョン・サヴェージ出演。

ALBSD-2187／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

ALBSD-2195／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

ALBSD-2175／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

■モンスター・パニック

■アジア・サスペンス

ファイブヘッド・ジョーズ

■ 邦画・サスペンス

犯人は生首に訊け

ベースメント

2.2 RELEASE

1.6 RELEASE

1.6 RELEASE

カリブ海に突如出現した 4
つ頭サメ。
人々を襲うその怪
物は、さらなる変形を開始
する ! 衝撃の進化形サメ映
画、
人気シリーズ最新作!!

韓国初登場第1位!解氷で発見
された首のない死体。ある精
肉店一家の行動を怪しむスン
フンだが…。連続殺人事件に
飲み込まれた医師の運命は?

アングラルポライター井川
楊枝が自身のルポルター
ジュ小説を映画化。JKビジ
ネス、危険ドラッグ等、社会
の闇を鋭く暴いた意欲作!

ALBSD-2184／税抜￥4,800
本編90分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 邦画・サスペンス

ALBSD-2177／税抜￥3,800
本編118分／2017年韓国／特典映像：予告編

ALBSD-2176／税抜￥3,800
本編83分／2017年日本／特典映像：舞台挨拶、予告編

発売：ニューセレクト

「ベースメント」製作委員会
提供：

■ 邦画・サスペンス・エロス
娘を殺した

HER MOTHER ハー・マザー 死刑囚との対話

■ 邦画・エロス

COLONEL PANICS カーネルパニック

CATCH キャッチ

2.2 RELEASE

3.2 RELEASE

愛娘を婿に殺された母親。
犯
人を憎む母だが、
何故か婿の
死刑判決を拒み始め…。
新鋭
監督が死刑について問いか
ける、
衝撃サスペンス!

過去と未来の東京。
あるコン
ピューターウィルスにより、
二人の男の運命が交差する。
容赦ない暴力とエロスで放
つサスペンス・エロス!

ALBSD-2185／税抜￥3,800／本編95分
2016年日本／特典映像：舞台挨拶＆予告編
提供：
『HER MOTHER』
製作委員会

■ 邦画・エロス

1.6 RELEASE

ALBSD-2191／税抜￥3,800／本編96分
2017年日本・オーストラリア／特典映像：予告編

ALBSD-2181／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

提供：
「カーネルパニック」製作委員会

■ 邦画・エロス

ブレインウォッシュ 洗脳

《捕獲》された女、
《監禁》し
た男。本物の《悪》はどっち
だ?人気の
「days」
シリーズ
スタッフが再び放つ、最新
監禁エロス・スリラー !

■ バラエティ

ホームジャック トライアングル

モテ福7〔2枚組〕

2.2 RELEASE

3.2 RELEASE

3.2 RELEASE

ルポライターが出会った謎
の女は、過去に凌辱監禁さ
れた過去を持っていた。
セク
シー女優・卯水咲流主演で
贈る、
洗脳エロス・スリラー!

連続レイプ殺人鬼の次なる
ターゲットは女刑事だった!
元セクシー女優で、
現在はマ
ルチに活躍中の範田紗々主
演で贈るシリーズ最新作!!

テレビ埼玉で放送中のイケ
メン&人気声優陣が モテモ
テトーク を繰り広げるトー
ク・バラエティ! 三代目女将
も活躍のシリーズ第7弾!!

ALBSD-2188／税抜￥3,800
本編71分／2017年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2196／税抜￥3,800
本編74分／2018年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

TVS-180302／税抜￥4,000／本編120分／2枚組
「モテ福祭り!第一回ガチ芝居!
2017年日本／特典映像：
ガチ朗読！ガチ〇〇!」
を凝縮収録／発売：テレビ埼玉

！2018年、1本目に観る映
新 年明けました
画はお決まりですか？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♪

9

第

回捜索人：スカウト・テイラー＝コンプトン

彼女は今「
! フォロイング」で発見!!
ジョン・カーペンター監督によるホラー映画史に残る不朽の名作『ハロウィン』をリメイク
した、ロブ・ゾンビ監督の『ハロウィン』シリーズで、ヒロインを演じたスカウト・テイラー＝
コンプトン。その後も数々のホラー映画に出演し、新たなる 絶叫クィーン（初代はやっぱ
りジェイミー・リー・カーティス！？）の名を手にした彼女だが、実生活では謎の失踪事件を起
こすなど、映画さながらのニュースで世間をザワつかせつつも気付けばスクリーンでの絶
叫姿を見かけなくなり…。そんな彼女を2月2日発売『フォロイング』で発見！本作では、恐
怖のババアに追われて絶叫しまくり、本領発揮。その姿をぜひその目で!!

Copyright MMXVII by WATABE, LLC All Rights Reserved.

ALBATROS FILM

最新映画情報

1月13日よりヒューマントラストシネマ有楽町、
新宿武蔵野館ほか、
全国順次ロードショー！
★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

