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林勇貴!
人気俳優間宮祥太朗 強烈新人監督小

狂悪バイオレンス!!
実際の事件を基に描く、
毎熊克哉

間宮祥太朗

入絵加奈子

母・ナオミ

六平直政

兄・サトシ

タカノリ

父・テツジ

資産家の長男・カツユキ

清水葉月

鳥居みゆき

藤原季節

落合モトキ

資産家の次男・ショウジ

資産家の母・パトラ

恋人・カオリ

STORY

家族想いの主人公タカノリは、情緒不安
定な組長の父・テツジと、ヒステリックな
母・ナオミを借金苦から救う為、兄・サトシと共に近所の資
産家一家の現金強奪を実行する。しかしあまりにお粗末
な強盗の末、資産家の息子を殺害し事態はエスカレート。
止まらないアドレナリンと「家族のため」という合言葉を
胸に、タカノリ達の人殺しは狂いに狂い咲いていく!

【Blu-ray&DVD】

期間限定生産

5.2 RELEASE ￥5,800

（税抜）

商 品 仕 様

特 典 映 像

《東映任侠映画風JK&劇場ポスターJK》
リバーシブル絵柄三方背ケース
（12P）
/ポストカード
（3枚組）
封入特典：エピソード0コミック
収録DISC：2枚
（Blu-ray：1枚、
DVD：1枚）

★小林勇貴監督＆間宮祥太朗
オーディオコメンタリー
★メイキング
□予告編 ★印はBlu-rayのみ収録

間宮祥太朗／毎熊克哉／六平直政／入絵加奈子／清水葉月／落合モトキ／藤原季節／鳥居みゆき
監督・脚本：小林勇貴／原作：鈴木智彦「我が一家全員死刑」
（コアマガジン/小学館文庫刊）／脚本：継田淳／音楽：中川孝／製作：永山雅也、太田和宏、原啓二郎
プロデューサー：千葉善紀、西村喜廣／製作：日活、東京テアトル、ニューセレクト／製作幹事：日活／制作プロダクション：西村映造／配給：日活、東京テアトル

全国劇場公開作

ALBSB-0014／本編98分+特典20分／2016年日本／日本語
発売：
「全員死刑」製作委員会

実録犯罪映画!
『冷たい熱帯魚』製作陣と豪華キャストで放つ、

DVDも同時リリース!
本編+予告編のみを収録した、

全員死刑

【DVD】
￥3,800（税抜）

刑」製作委員会
「全員死刑」製作委員会 © 2017「全員死
年日本／日本語／発売：
ALBSD-2209／本編98分／2016

￥9,500

︵税抜︶

特攻
価格

初回限定生産

【DVD-BOX】

監督・脚本・編集・撮影：小林勇貴
出演：ウメモトジンギ／赤池由稀也／牧野慶樹／中西秀斗／中込篤
福田博貴／岩間登／遠藤克樹／小林元樹／石川ボン／大石淳也
荻田大輔／渡辺優津紀／神尾和希／日比野翔矢／増田亮太
ALBSD-2210／本編計296分／2013年、2014年、2015年、2017年日本／日本語／販売：アルバトロス ©小林勇貴

収録タイトル
不死身の不良怪物と不良の抗争を描く、暴走バイオレンス!

レイプ、拉致、
リンチ!エスカレートする不良たちの復讐劇!!

他人の為に社会の洗浄を行う自警団の活躍を描く、意欲作!

暴走族、原チャリハンター、窃盗団！喧嘩シーン満載の衝撃作!!

モンスター!
ババア、
不良、

暴走劇!!
団地を舞台に巻き起こる、

宗教団体を
率いるファミリーはカルティックな
ちのボスはババアだった。ババア
れてしまい…。
襲撃さ
不良しか住んでいない団地。不良た
ターに
モンス
団地が
、
しこたま金を稼いでいた。そんなある日
運営しながら、犯罪に手を染め、

初回封入特典

着せ替え
ジャケット

5.2 Release

特

典

映

像

￥3,800（税抜） ビハインド・ザ・シーン&予告編

木ノ本嶺浩／ウメモトジンギ／一ノ瀬ワタル／洪潤梨／竜のり子／望月卓哉／住川龍珠／品川ヒロシ／板尾創路
監督・脚本・撮影・編集：小林勇貴／プロデューサー：西村喜廣／演出・制作：大石淳也／演出助手・制作：小峰克彦／制作応援・演出応援：真山俊作
ALBSD-2215／本編79分／2017年日本／日本語／発売：アルバトロス Copyright © VICE MEDIA JAPAN Inc.

アカデミー賞®女優マリオン・コティヤールが大胆ヌードを披露!

“狂気の愛”に捕われた、
ひとりの女性の自由奔放な欲望と愛の行方を描く、
官能ドラマ!!
て美しいガブリエルは、不本意ながら両親の決めた男の妻となった。正直者で情の深い
STORY 南仏の小さな村に暮らす若く
夫ジョゼに対し、
「あなたを絶対愛さない」
と言い放つガブリエル。
一方、
ジョゼも
「俺も愛していない」
と彼女に伝えるの

だった。そんな愛のない夫婦生活を続けていたある日、
ガブリエルは妊娠するも流産してしまう。そして原因が腎臓結石と診断された事か
ら、療養所で温泉治療することになる。
療養所で過ごす中、
あるとき彼女は、
アンドレ・ソヴァージュという男と運命的な出会いを果たし…。

マリオン・コティヤール

1975年生。
10代で映画デビュー。
『エディット・ピアフ〜愛の讃歌
ダル
〜』でアカデミー賞 ® 主演女優賞など多数受賞。その後、
デンヌ兄弟の『サンドラの週末』やグザヴィエ・
ドラン監督の『た
かが世界の終わり』
など話題作への出演が続く、国際派女優。

4.4 RELEASE
￥3,800（税抜） 全国劇場公開作

Cast & Staff マリオン・コティヤール『エディット・ピアフ〜愛の讃歌〜』
『マリアンヌ』
ルイ・ガレル『ドリーマーズ』
『サンローラン』
／アレックス・ブレンデミュール『ローマ法王になる日まで』
監督：ニコール・ガルシア『愛と哀しみのボレロ』
（女優）
／脚本・脚色：ニコール・ガルシア、
ジャック・フィエスキ
原作：
ミレーネ・アグス「祖母の手帖」
（新潮クレスト・ブックス）
ALBSD-2201／本編:121分／2016年フランス／フランス語／日本語字幕／発売：ニューセレクト／特典映像：予告編

© 2016 Les Productions du Trésor - Studiocanal - France 3 Cinéma - Lunanime - Pauline's Angel - My Unity Production

愛する妻と3人の子供たちに囲まれ、幸せな暮らしを営んでいるマック。ある日、キャンプに出掛けたマックと子供たち。大自然の中、
ま
だ幼い末娘ミッシーとのままごとを楽しむマック。だが悲劇は突然やってきた。誤って溺れた長男を救う為、川に飛び込んだマックだ
が、その目を離した隙にミッシーが行方不明になってしまったのだ。そして捜索から数時間後、廃れた山小屋でミッシーの血に染まっ
たドレスが発見された。遺体は発見されぬまま年月は過ぎ、深い悲しみから抜け出せずにいるマックの元にある手紙が届くのだが…。

サム・ワーシントン
1976 年生。全世界興
行収入歴代1位を記録

した『アバター』
での主
演で一躍有名に。以降
も
『ターミネーター4』
等、
数多くの大作に出
演するハリウッドを代表する俳優のひとり。

すみれ

オクタヴィア・スペンサー
『評決のとき』
1970年生。

で映画デビュー後、様々
な作品に出演。
『 ヘルプ
〜心がつなぐストーリー
〜』でアカデミー賞 ® 助演女優賞を受賞し、
名実ともに実力派俳優の仲間入りを果たす。

1990 年生。舞台、TV
ドラマ、
CM等マルチに
活躍する中、2015 年
にアジアワールドフェ
スティバルでライジング・スター賞を受賞。
本作でハリウッド長編映画デビューを飾る。

4.4 RELEASE

全国劇場公開作 ￥3,800（税抜）

出演：サム・ワーシントン『アバター』
『ターミネーター4』、
オクタヴィア・スペンサー『ヘルプ〜心がつなぐストーリー〜』、
アヴラハム・アヴィヴ・アラッシュ
すみれ『手をつないでかえろうよ〜シャングリラの向こうで〜』、監督：スチュアート・ヘイゼルダイン／脚本：ジョン・フスコ、
アンドリュー・ランハム
デスティン・クレットン／原作：ウィリアム・ポール・ヤング「神の小屋」
（いのちとことば社/フォレストブックス刊）
ALBSD-2200／本編:132分／2017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、
クロックワークス
特典映像：キャストインタビュー集&予告編 ©2017 Summit Entertainment,LLC.All Rights Reserved.

■アクション

Albatros

■アクション

ゴッド・ウォーズ

New Release
Information

6.2 RELEASE

紀元前 1184 年。英雄オ
デュッセウスに敗れた
トロイア王は、封印して
いた魔物を解き放って
しま う ! ク ラ ー ケ ン な
ど、ギリシャ神話の怪物
多数登場で贈る、
アドベ
ンチャー大作!!

女刑事テスラは、殺人
の濡れ衣を着せられた
強盗犯フランクと手を
組み、警察内部の闇を
暴こうとするが…。
国際
映画祭にて絶賛された、
実話に基づくフレンチ・
ハードアクション!

ALBSD-2205／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

■アクション・アドベンチャー

トゥームインベイダー

ビヨンド・ザ・ロウ

4.4 RELEASE

■アクション・スリラー

ランナウェイ ルナ、17歳の逃亡者

ALBSD-2228／税抜￥4,800／本編87分
2017年ベルギー・フランス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 戦争・アクション

トゥルース・オブ・ウォー

6.2 RELEASE

5.2 RELEASE

5.2 RELEASE

秦の始皇帝の墓に眠る
といわれる 竜の心臓
を 狙 い 、美 し きト レ
ジャー・ハンター、
アリー
が世界を駆 け る ! 人 気
作『トゥームレイダー』
ララ・クロフトに続く、
最強ヒロイン登場!!

各国の映画祭で大絶
賛 !ドイツで 20 年間潜
伏していたロシア人ス
パイの実話を元に描く
リアルストーリー。主演
はローランド・エメリッ
ヒ製作総指揮『HELL』
のリサ・ヴィカリ!!

1982年に起きた歴史的
事件【フォークランド戦
争】を映画化。突如最前
線に駆り出された、
ごく
普通の若者の視点から
描く感動と衝撃の戦争
ドラマ ! 容赦なき 戦場
のリアル がここに!!

ALBSD-2226／税抜￥4,800
本編83分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ SF・アクション

ALBSD-2218／税抜￥4,800
本編92分／2017年ドイツ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ SF・アクション

インデペンデンス・デイ2018

■ SF・アクション

ディストピア2049

4.4 RELEASE

5.2 RELEASE

20XX年、突如訪れたエ

西暦 2049 年、
アメリカ
は暗黒の監視国家と化
してい た … 。大ヒット
作『ブレードランナー
2049 』に続く、近未来
暗黒郷《ディストピア》
ワー ルド炸 裂 の SF ア
クション超大作!

イリアンの攻撃で、
壊滅
したロサンゼルス。そ
して7ヶ月、絶滅の危機
を迎えた人類は、最後
の作戦を開始する!特殊
映像満載で放つ、人気
シリーズ最新作!!
ALBSD-2206／税抜￥4,800
本編94分／2018年オーストラリア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ SF・ホラー

ALBSD-2222／税抜￥4,800
本編102分／2017年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ サスペンス

ザ・エクスペリメンター

4.4 RELEASE

地下深くの実験室で目
覚めたフランシス。
記憶
を失った彼女は、
地上へ
の扉を目指すのだが…。
禁断の実験 が生んだ
究極の恐怖! 1950 年代
の軍拡競争を背景に描
く、SFホラー!!

アトランティック・リム
6.2 RELEASE
人類の運命を掛けた最
終決戦がはじまる ! デ
ル・トロ監督の話題作
『パシフィック・リム アッ
プライジング』
を大胆オ
マージュ! ? 米アサイラ
ムが再び放つ、巨大ロ
ボットSFアクション!!
ALBSD-2230／税抜￥4,800
本編86分／2018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・エロス

ダブル/フェイス

6.2 RELEASE

ALBSD-2221／税抜￥4,800
本編99分／2016年アルゼンチン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『フェイス/オフ』
ニコラ
ス・ケイジ他、豪華キャ
スト出演で放つ戦慄サ
スペンス ! 高級住宅街
で暮らす夫婦に雇われ
たベビーシッター。
しか
し彼女には恐るべき秘
密があった…。

ALBSD-2231／税抜￥4,800
本編106分／2017年イギリス／特典映像：予告編

ALBSD-2202／税抜￥3,800
本編106分／2017年カナダ／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

クレイジーラブ 狂熱の欲望
4.4 RELEASE
病院で出逢った戦場カ
メラマンとの恋に落ち
た美しい看護師。お互
いを求め合う二人は、
激しいセックスの快楽
に溺れていくが…。愛
の国フランス発、陶酔
のサスペンス・エロス!
ALBSD-2207／税抜￥3,800
本編75分／2017年フランス
発売：ニューセレクト

■スリラー

■スリラー

プール

■ ホラー

ジャッカルズ

モンスター・プロジェクト

4.4 RELEASE

5.2 RELEASE

4.4 RELEASE

深夜の市民プールに閉
じ込められた姉妹。
プールはカバーに覆わ
れ水面に足がつかない
絶望的な状況で、二人
が助かる術は ? 誰もが
陥る日常の恐怖を描
く、
パニック・スリラー!

カルト教団から息子を
奪還したパウエル一家。
しかしそれは、更なる
地獄のはじまりだった!
監 督 は『 ソ ウ 6 』の ケ
ヴィン・グルタート。本
当にあった残虐事件を
映画化した衝撃作!!

映像プロデューサーが
立ち上げたヤラセ心霊
番組。だがその日の撮
影に訪れた出演者の中
に は 、本 物 の モ ン ス
ターが潜んでいた!全編
P.O.V（主観映像）で展
開する、
衝撃ホラー!!

ALBSD-2203／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-2220／税抜￥4,800
本編86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

■ ホラー・アクション

マザー・
ドント・クライ

Z Inc. ゼット・インク

6.2 RELEASE

6.2 RELEASE

大勢の赤ん坊が殺さ
れ、呪われた地と恐れ
られるエデンロック。
そこで若い母親クロエ
を襲う恐ろしい幻覚と
幻聴とは ?かつてない
狂怖 が襲い来る、戦
慄の マザーホラー !

高層ビルで 狂暴化 ウィ
ルスが発生!クソ社長へ
の復讐の為、
デレクは最
上階を目指すが…。TV
シリーズ
『ウォーキング・
デッド』
のスティーヴン・
ユァン主演で贈るサバ
イバル・ホラー!!

ALBSD-2229／税抜￥4,800
本編87分／2018年南アフリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ALBSD-2225／税抜￥4,800
本編88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

■ 邦画・ドラマ

自由を手にするその日まで

ALBSD-2204／税抜￥4,800
本編99分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■コメディ

アリバイ・
ドット・コム

カンヌの不倫旅行がヒャッハー！な大騒動になった件

5.2 RELEASE
完璧のはずの アリバイ
が大騒動を巻き起こす!
フランス初登場1位&7
週連続トップ 10 入り!!
『世界の果てまでヒャッ
のスタッフ&キャ
ハー!』
ストが贈る、
抱腹絶倒の
フレンチ・コメディ!!!
ALBSD-2217／抜￥4,800
本編90分／2017年フランス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ 邦画・エロス

マスタード・チョコレート
【通常版】

青春夜話 -Amazing Place-

5.2 RELEASE

6.2 RELEASE

5.2 RELEASE

カナザワ映画祭 2017
審査員特別賞受賞！深
田 晃 司 監 督（『 淵 に 立
つ』）他、業界内外から
圧倒的評価を得た話題
作 !! 壮絶ないじめから
血みどろ復讐劇へと向
かう美人ＯＬに震撼!!!

他人と交わることが苦
手な女子高生つぐみ。
だ
が、ある出会いが彼女
を次第に変えてゆき…。
人気ケータイコミック
が待望の実写化!心の動
きを繊細に描いた、
少女
の恋と成長の物語!!

理 科 室 、図 書 室 、跳 び
箱 の中でも…。あらゆ
るフェチ を探 求した 、
2017 年劇場公開のエ
ロラブストーリー!みう
らじゅん、大槻ケンヂ
他各界著名人らが大推
薦の傑作青春映画!!

ALBSD-2219／税抜￥3,800／本編112分
2017年日本／特典映像：コメンタリー、予告編
提供：T&Y FILMS

ALBSD-2227／税抜￥3,800
本編87分／2017年日本
提供：2017映画「マスタード・チョコレート」製作委員会

ALBSD-2216／税抜￥3,800／本編74分
予告編
2017年日本／特典映像：メイキング、コメンタリー、
提供：シネ★マみれ

春

到来！新たな映画との出会いをぜひお楽しみくださ
い！
！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♪

10

第

回捜索人：

ジーナ・ガーション

彼女は今「
! ダブル／フェイス」で発見!!
90年代、ポール・バーホーベン監督の衝撃作『ショーガール』で注目を浴び、その後、ウォシャウスキー兄弟の『バウンド』
でレズビアン役を好演し、人気&知名度ともに獲得したジーナ・ガーション。その後もニコラス・ケイジとの共演作『フェイ
ス/オフ』や『 P.S.アイラブユー』等の話題作に出演、年数本のペースで映画出演を果たすも、次第に劇場公開作で姿を
見掛けなくなった彼女。しかし!4月4日発売『ダブル／フェイス』で、変わらずの美貌とアヒル口のジーナ・ガーションを発
見。再びニコラス・ケイジと共演した本作では、仕掛けられた罠に抗う主婦を熱演。久々に見るその雄姿は必見!!

©2016 GEORGIA FILM FUND TWENTY-NINE, LLC

主演・製作総指揮・原案

製作総指揮

トム・ハーディ リドリー・スコット
英BBCが放つ、
全海外ドラマファン必見のミステリー・アクション超大作!!

Story

トム・ハーディ
1977年生。
リドリー・スコット監督『ブラックホーク・ダウ
ン』でハリウッド・デビュー。
ノーラン監督『インセプショ
ン』への出演で国際的に知名度を上げ、その後、
『ダー
クナイト ライジング』
『 マッドマックス 怒りのデス・ロー
ド』
『ダンケルク』等、数々の話題作に出演。今後は、主
演を務めた
『ヴェノム』の公開が控える、実力派俳優。

1814年のイギリス。アフリカに渡り、死んだと思われ
ていたジェームズ・ディレイニーという男が、突如ロンド
ンに帰って来た。帰国した彼を待ち受けていたのは、父
ホーレスの謎の死だった。ジェームズは父が築いた海
運会社の遺産受取人として名乗りを上げるが、それは
義妹ジルファの計画を頓挫させることになる。さらに、
その遺産をめぐってジェームズは、強大な力を誇る東イ
ンド会社と、真っ向から対立することになり…。

6.2 Release

￥6,000（税抜）
〔全8話収録/4枚組〕

Cast トム・ハーディ「マッドマックス 怒りのデス・ロード」「ダンケルク」／ジョナサン・プライス「未来世紀ブラジル」／ウーナ・チャップリン「アバター2」

フランカ・ポテンテ「ボーン・アイデンティティー」／製作総指揮：リドリー・スコット、
トム・ハーディ、
スティーヴン・ナイト、
ケイト・クロウ、
ディーン・ベイカー
「イースタン・プロミス」
「オン・ザ・ハイウェイ その夜、86分」／監督：
クリストファー・ニホルム「THE KILLING/キリング」、
アンダーズ・エングストロム
脚本：スティーヴン・ナイト
ALBSD-2224／本編計：約473分／2017年イギリス／英語／日本語字幕／発売：ニューセレクト／特典映像：予告編 ©Taboo Productions Limited 2017

&

Staff

世界中の美術愛好家を魅了する、
天才画家の奇想ワールドとは?
ブリューゲル、ルーベンス、
ダリなどの多くの画家に影響を与えた天才画家、
ヒエロニムス・ボス。彼の人物像、生年月日は不明とされ、現
存する作品も25点のみと、謎に満ちた人物である。
そんな彼の最高傑作にして美術史上最も異彩を放つ三連祭壇画『快楽の園』が、
プ
ラド美術館全面協力のもと、遂にカメラに収められる！緻密な筆遣いで謎をちりばめた
『快楽の園』
を体感する極上の時間、
ここに開帳!!

全国劇場公開作

6.2 RELEASE ￥3,800

（税抜）

（作曲家）
（作家）
Cast & Staff ラインダー・ファルケンブルグ（美術史家）
／シルビア・ペレス・クルース（歌手）
／ルドヴィコ・エイナウディ
／オルハン・パムク
（現代美術家）
・グオチャン
／ルネ・
／監督：ホセ・ルイス・
『ベジャール、
ロペス＝リナレス
そしてバレエはつづく』
ツァイ
フレミング（ソプラノ歌手）
原案：
・
ラインダー・ファルケンブルグ／製作：
ロペス＝リ
フィルムズ、
プラド美術館 ALBSD-2223／本編90分／2016年スペイン・フランス
英語・スペイン語・
フランス語・中国語／日本語字幕／発売：ニューセレクト © Museo Nacional del Prado ©López-Li Films

ALBATROS FILM 最新映画情報

ト
大ヒッ
!
公開中

★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

