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ALBSD-2296／本編112分／2017年イギリス／英語／日本語字幕／発売：ニューセレクト　©Finding Your Feet Limited 2017

イメルダ・スタウントン『マレフィセント』『ヴェラ・ドレイク』
ティモシー・スポール『ターナー、光に愛を求めて』『ハリー・ポッター』シリーズ
セリア・イムリー『マリーゴールド・ホテルで会いましょう』／デヴィッド・ヘイマン

監督：リチャード・ロンクレイン『ニューヨーク 眺めのいい部屋売ります』
脚本：メグ・レオナルド、ニック・モークラフト／作曲：マイケル・Ｊ・マカヴォイ
振付：アシュレイ・ワレン/音楽監督：マーティン・バーグ

ストーリー＆内容紹介
第二次世界大戦下の1943年、ナチスはドイツの首都ベルリンからユダヤ人一掃を宣言。だが
7,000人のユダヤ人はヒトラー率いるゲシュタポから逃げ続け、1,500人が終戦までベルリンに潜
伏し生き延びていた。収容所行きを免れドイツ人兵士になりすましたツィオマは、ユダヤ人の命を救
う為の身分証偽造を行う。過去を隠す為、髪をブロンドに染め別人となった孤児ハンニは、映画館
で知り合った男の母親の家に匿われた。本作は実際の生還者4人の証言と記録映像を挿みなが
ら、彼らの不安の日々、そして過酷な実体験を映画化した、ドキュメンタリー・ドラマである。 

イギリスのサリー州に暮らす専業主婦のサンドラと夫のマイクは幸せの絶頂を迎えようとしていた。警察本
部長を務め上げた夫の功績が認められ、ナイト爵が授与される事になったのだ。その祝いも兼ねた夫の定

年退職パーティーでサンドラは、何気なく覗いた部屋で親友と夫の浮気現場を目撃してしまう。35年連れ添った夫の裏
切りに怒りが治まらないサンドラは、家を飛び出し姉のビフの家に転がり込むのだが、10年も疎遠だった姉とは生活が合
わない。だが姉が無理矢理連れ出した、シニア向けのダンス教室でサンドラは忘れていた情熱を思い出し始め…。 

ALBSD-2289／本編111分／2017年ドイツ／ドイツ語／日本語字幕／発売：ニューセレクト  ©2016 LOOK ! Filmproduktion/CINE PLUS Filmproduktion ©Peter Hartwig

ベルリン国際映画祭受賞監督と英国名優陣が贈る、
泣いて笑って恋をする、愉快で素敵な感動ドラマ♪

CAST STAFF

2.2 RELEASE

STORY

￥3,800（税抜）

全国劇場公開作

【Cast & Staff】マックス・マウフ／アリス・ドワイヤー／ルビー・O・フィー／アーロン・アルタラス／本編内証言者：ツィオマ・シェーンハウス、ハンニ・レヴィ、ルート・アルント
オイゲン・フリーデ／監督：クラウス・レーフレ／撮影監督：イェルク・ヴィトマー／脚本：クラウス・レーフレ、アレハンドラ・ロペス／プロデューサー：クラウス・レーフレ、フランク・エヴァーズ

全国劇場公開作

特典
映像

監督・キャストインタビュー
予告編

1.5 Release￥3,800（税抜）

孤独感に苛まれながらも、生きる希望を捨てなかった若者たちの感動の物語。
実在の生還者  人の証言を基に、彼らの過酷な実体験を映画化!



アカデミー賞®監督フォルカー・シュレンドルフ   銀熊賞女優ニーナ・ホス
『ブ リ キ の 太 鼓 』 『東ベルリンから来た女』

男女の恋愛観の違いを浮き彫りに描いた、
味わい深い大人の愛の物語

作家のマックスは、自身の実らなかった恋の思い出を綴った小説を携え、新作プロモーションの為、ニューヨー
クを訪れる。その小説に登場する、かつての恋人レベッカの存在を忘れられず、なんとか彼女の住所を手に入

れ再会を果たすのだが、別れてから何があったのか一切語ろうとせず、冷ややかな態度のレベッカ。謎に包まれた彼女に成す術も
ないマックスだが、ニューヨークを発つ3日前、突然レベッカから二人の想い出の地、モントーク岬への旅の誘いが舞い込み…。 

フォルカー・シュレンドルフ監督
1939年生まれ。ドイツ出身。『ブリキの太鼓』でカンヌ国際映画祭パル
ム・ドール、アカデミー賞外国語映画賞を受賞。映画界への貢献に対しバ
イエルン映画賞名誉賞が授与されるなど、映画界を代表する巨匠監督。

【Cast & Staff】ステラン・スカルスガルド『ニンフォマニアック』／ニーナ・ホス『東ベルリンから来た女』『あの日のように抱きしめて』
スザンネ・ウォルフ／監督：フォルカー・シュレンドルフ『ブリキの太鼓』『パリよ、永遠に』
ALBSD-2287／本編:107分／2017年ドイツ・フランス・アイルランド／英語・フランス語／日本語字幕／発売：ニューセレクト
© 2017 Ziegler Film GmbH & Co. KG, Volksfilm GmbH, Pyramide Productions, Savage Productions Ltd, Gaumont S.A., ARTE France Cinéma, WDR, BR, ARTE, Barefoot Films GmbH, Senator Film Produktion ©Ziegler Film/Franziska Strauss

ニーナ・ホス主演の珠玉3作品を収録した、DVD-BOX同時リリース!
ドイツを代表する名女優

ニーナ・ホス
1975年生まれ。ドイツ出身。『Yella』（原
題）でベルリン国際映画祭銀熊賞〈女優
賞〉を獲得。また、同映画祭銀熊賞〈監督
賞〉を受賞した『東ベルリンから来た女』
で注目を浴び、その後、ハリウッドに進
出。『誰よりも狙われた男』等に出演し、国
際派女優として活躍の場を広げている。

1.5 Release

STORY

￥3,800（税抜）

全国劇場公開作全国劇場公開作

特典映像：
監督インタビュー＆予告編

ALBSD-2288／3枚組／本編：計 310分／2012年、2014年、2017年／ドイツ語、英語・フランス語／日本語字幕／発売：ニューセレクト

収録
作品

■『東ベルリンから来た女』
2012年ベルリン国際映画祭銀熊賞（監
督賞）受賞。監視体制下の東ドイツで葛藤
する、女性の運命の決断を描く渾身作!

■『あの日のように抱きしめて』 ■『男と女、モントーク岬で』
『東ベルリンから来た女』の監督&キャスト
が再結集。戦争によって引き裂かれた夫婦
の愛の真理を問う、衝撃サスペンス!

過去に生きる男と未来を見据える女が、想い
出の地モントーク岬で選び直す人生とは?名
匠監督と実力派俳優が奏でる大人の恋物語!

※本商品に収録の各タイトル本編映像および特典映像は、全て単品DVDと同様になります。

3枚組特価!
￥5,800（税抜）

封入特典：ニーナ･ホス ポストカード（3枚組）

[初回限定生産 ]



■アクション 

アクシデント
3.2 RELEASE

ALBSD-2304／税抜￥4,800／本編92分
2017年南アフリカ、フランス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

故ポール・ウォーカー主演
大ヒットアクション映画
『逃走車』のプロデューサー
が放つ、制御不能の傑作パ
ニック・アクション!

■SF・アクション

世界侵略：ワシントン決戦
3.2 RELEASE

ALBSD-2310／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

ワシントンD.Cに突如飛来し
た巨大UFO。異星人の本当の
目的は?侵略者から世界を奪
還せよ。勝つのはどっちだ!
SFバトル・アクション最新作!!

■SF・スリラー

アブダクション
3.2 RELEASE

ALBSD-2312／税抜￥4,800／本編94分
2017年アメリカ、カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

人間がエイリアンを監禁?!
『遊星からの物体Xファース
トコンタクト』『メッセージ』
の製作陣が放つ、傑作SF
ショッキング・スリラー!!

■アドベンチャー・ファンタジー

レジェンダリー・ストーン 巨神ゴーレムと魔法の石
1.5 RELEASE

ALBSD-2295／税抜￥4,800
本編112分／2017年ウクライナ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

時空に呑みこまれ魔法の世
界にタイムスリップした高
校生の世界の運命を賭けた
冒険と、魔法使いとの戦い
を描く、ファンタジー大作!

■戦争・アクション

デスティニー・イン・ザ・ウォー
3.2 RELEASE

ALBSD-2308／税抜￥4,800
本編97分／2017年中国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

男には、戦うべき使命が
あった。女には、護るべき愛
があった。カンヌ映画祭パ
ルム・ドール2度受賞の名
匠が描く戦争ロマン大作!

■アクション 

女神よ、銃を撃て
2.2 RELEASE

ALBSD-2298／税抜￥3,800
本編100分／2017年フランス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

大女優カトリーヌ・ドヌー
ヴ×カンヌ映画祭女優賞
受賞ダイアン・クルーガー!
豪華キャスト競演で放つ、
フレンチ・ノワール!

■戦争・アクション

ダマスカス
2.2 RELEASE

ALBSD-2297／税抜￥4,800
本編113分／2018年イラン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

“いま現実にある戦場”をリ
アル体験!紛争の最前線国
家・イランから登場した、
ISISの恐怖を描いた緊迫
の戦争アクション大作!!

■戦争・アクション

バトル・オブ・ブリテン 史上最大の航空作戦
1.5 RELEASE

ALBSD-2293／税抜￥4,800／本編107分
2018年イギリス・ポーランド／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

第二次世界大戦最大の空中
戦、スピットファイアvsメッ
サーシュミットの激突を、メ
ル・ギブゾンの息子主演で
描く、戦争アクション!

■モンスター・パニック

シックスヘッド・ジョーズ
1.5 RELEASE

ALBSD-2291／税抜￥4,800
本編89分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

メキシコ・コラゾン島に突如
現れた異形の怪物。その生
物は、6つ頭のある人喰いサ
メだった！サメ映画の進化
系・人気シリーズ最新作!!

■ドラマ

シークレット・エスケープ パリへの逃避行
3.2 RELEASE

ALBSD-2305／税抜￥4,800
本編102分／2017年イギリス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

主演は「OO7／慰めの報酬」
でボンドガールを務めた人
気ハリウッド女優、ジェマ・
アータートン!欲望と裏切り
の官能サスペンス!!

■スリラー

ネイキッド・フィアー
2.2 RELEASE

ALBSD-2303／税抜￥4,800
本編83分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

過激な“エロス”と仕掛けら
れた残酷な“ゲーム”。謎に満
ちたストーリーは必見!戦慄
のエロティック・シチュエー
ション・スリラー!!

■スリラー

グラウンド・デス
3.2 RELEASE

ALBSD-2309／税抜￥4,800
本編88分／2018年デンマーク／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

生き埋めになった3人。呼
吸器は1つ。あと1時間で酸
素はゼロに…。各国映画祭
で絶賛の、シチュエーショ
ン・サバイバル・スリラー!

パスト＆フューチャー 未来への警告
2.2 RELEASE

ALBSD-2302／税抜￥4,800
本編93分／2018年スペイン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

この数式を解けば、未来は
変えられるのか?知的興奮
を刺激する極上の謎とスリ
ルに満ちた、スペイン発の
衝撃SFミステリー!

■SF・ミステリー

Albatros
New Release
Information



■邦画・ドラマ

ピンカートンに会いにいく
2.2 RELEASE

ALBSD-2299／税抜￥3,800
本編86分／2017年日本／特典映像：予告編
提供：松竹ブロードキャスティング株式会社

出演は内田慈『恋の罪』、松
本若菜『コーヒーが冷めな
いうちに』他。日本映画界期
待のキャスト&スタッフで
贈る、笑いと感動の物語!

■邦画・エロス

本当はエログロいイソップ寓話 シザーチンP
3.2 RELEASE

ALBSD-2306／税抜￥3,800／本編87分
2018年日本／特典映像：予告編、短編「勅使河原UFO」
発売：ニューセレクト

愛を憎むヤラせない女と、
愛に飢えたヤレない男。どち
らが先に真実の愛を見つけ
るのか?!『レイプゾンビ』の
鬼才友松直之監督最新作!!

■ホラー

マーダー・ドライブ
1.5 RELEASE

ALBSD-2294／税抜￥4,800
本編95分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ミーシャ・バートン&デニー
ス・リチャーズ、美女共演!
乗る者に死が訪れる車に絡
む人々の惨劇を描く、絶対
乗ってはいけないホラー!!

■ホラー

死霊院 世界で最も呪われた事件
2.2 RELEASE

ALBSD-2301／税抜￥4,800／本編90分
2017年アメリカ、イギリス、ルーマニア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

世界を震撼させた実在の
事件を映画化!大ヒット作
『死霊館』『アナベル』シリー
ズの製作陣が放つ、戦慄の
ホラームービー!!

■ホラー

ハウス・オブ・インフェルノ
3.2 RELEASE

ALBSD-2311／税抜￥4,800／本編79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

ナチス親衛隊将校の悪霊が
棲む家。訪れた者は生存率
0%…。そこはヤバすぎる
“地獄の家”。戦慄のトラウ
マ級ショッキング・ホラー!

■アジア・サスペンス

一級機密
1.5 RELEASE

ALBSD-2290／税抜￥3,800
本編101分／2017年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

軍隊から国防部に異動した
パクだが、部内には不正が
蔓延していて…。韓国の汚
職事件を人気俳優共演で映
画化した、実録サスペンス!

■エロス

ミラー先生の高校性日記
2.2 RELEASE

ALBSD-2300／税抜￥3,800
本編75分／2014年アメリカ
発売：ニューセレクト

トランプ大統領との不倫で
話題のセクシー女優、ストー
ミー・ダニエルズ主演!エッチ
な女教師が男子生徒と…。
アルバロマン復活第2弾!!

■エロス

ボディ・スイッチ -変更性-
3.2 RELEASE

ALBSD-2307／税抜￥3,800
本編63分／2013年アメリカ
発売：ニューセレクト

ある朝目覚めると、彼氏と
彼女の体が入れ替わって…。
アレがアツいで、アツいで
アレが!伝説のアルバトロ
ス・ロマン復活第3弾!!

■エロス

キャンディ・クリニック
1.5 RELEASE

ALBSD-2292／税抜￥3,800
本編78分／2013年アメリカ
発売：ニューセレクト

困っている人を放っておけ
ない美人看護師のケリー。
今日も人助けで身体をはっ
て治療を施すのだが…。帰っ
てきたアルバロマン第1弾!

年明けましておめでとうございます！2019年も
よき映画との出会いがありますようお祈り申し上

げます☆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♪

新

彼女は今!「マーダー・ドライブ」で発見!!
アメリカでは2003年にスタートした人気青春ドラマ「The O.C.」のヒロインを務め、当時ファッショ
ン・アイコンとして大ブレイクを果たしたミーシャ・バートン。元 『々シックス・センス』や『ノッティングヒ
ルの恋人』等のヒット作に子役として出演する程の実力も持ち合わせていたはずの彼女だが、代表作
である「The O.C.」の途中降板を機に、飲酒運転や薬物依存、精神不安定等、かなりのネガティブ
ニュースが後を絶たず、“復帰不可能な女優”とまで言われ…。そんな彼女を1月5日発売『マーダー・ド
ライブ』で発見！本作では、血みどろで戦うタフな女性を変わらぬ美貌と抜群のスタイルで熱演。見事
に復活したその姿をぜひその目で!!さて、2016年からスタートした本コーナーですが、今号で最終回
となります。長きに渡りご愛読いただきありがとうございました。新たなコラムもどうぞお楽しみに♪

最終回捜索人：ミーシャ･バートン

© 2017 Toybox Films LLC.  All rights reserved.



★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

ベルリン国際映画祭受賞監督と英国名優陣が贈る、
泣いて笑って恋をする、愉快で素敵な感動ドラマ♪

孤独感に苛まれながらも、生きる希望を捨てなかった若者たちの感動の物語。
実在の生還者  人の証言を基に、彼らの過酷な実体験を映画化!

2月8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、全国劇場公開！
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