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自身もトランスジェンダーの女優が、逆境に立ち向かうヒロインを体現した感動作!!
チリ、サンティアゴ。歳の離れた恋人のオルランドと
暮らすトランスジェンダーのマリーナ。ある日の夜、
突然彼が意識を失い、病院に運ばれるも、急死し
てしまう。突如、最愛の人を失ったマリーナだが、ト
ランスジェンダーであるが故に、彼の元妻や息子た
ちから差別的なひどい仕打ちを受けたうえ、葬儀
にも参列させてもらえない。そんな中、どうにか愛
する人に最期の別れを告げたいマリーナは…。

出生時の性別と自分で認識して
いる性別が異なる人のこと。医学
的な疾患名の「性同一性障害」よ
りも広義に使用されることが多い。

特典
映像 ダニエラ・ヴェガ来日インタビュー&予告編

ALBSD-2245／本編：104分／2017年チリ・アメリカ・ドイツ・スペイン／スペイン語／日本語字幕／発売：ニューセレクト
CAST&STAFFダニエラ・ヴェガ／監督：セバスティアン・レリオ／脚本：セバスティアン・レリオ、ゴンザロ・マサ

文豪モーパッサンの不朽の名作を
大胆な表現と映像美で映画化!

女優ジュディット・シュムラ他、
ヨーロッパを代表する俳優陣の名演に注目!

【Cast & Staff】ジュディット・シュムラ『カミーユ、恋はふたたび』／ジャン＝ピエール・ダルッサン『ル・アーヴルの靴みがき』／ヨランド・モロー『セラフィーヌの庭』／監督：ステファヌ・ブリゼ『母の身終い』『ティエリー・トグルドーの憂鬱』
ALBSD-2246／本編:119分／2016年フランス／フランス語／日本語字幕／発売：ドマ、ニューセレクト　 ©TS PRODUCTIONS(PHOTO MICHAЁL CROTTO) - AFFICHE NUITDECHINE

トランスジェンダー8.3 RELEASE

STORY

￥3,800（税抜）

8.3 Release
￥3,800（税抜）特典映像：予告編

©2017 ASESORIAS Y PRODUCCIONES FABULA LIMITADA; PARTICIPANT PANAMERICA, LCC; KOMPLIZEN FILM GMBH; SETEMBRO CINE, SLU; AND LELIO Y MAZA LIMITADA

全国劇場公開作

全国劇場公開作
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DRIES VAN NOTEN

7.4RELEASE

2015年3月、パリ市庁舎で開催されたファッションショー。大盛況のショー終了

を告げるように、ランウェイの端で挨拶する男。コットンのシャツとパンツ、白いス

ニーカーのシンプルな装いの彼が、世界のセレブリティから愛されるファッションデ

ザイナー“ドリス・ヴァン・ノッテン”である。そんな世界中のファッション・アイコンか

ら支持される天才デザイナーのプライベートやパリ・オペラ座で開催されたファッショ

ンショーにカメラが初潜入。生地チェックから始まる創作過程や、彼がこれまで

撮影拒否してきた自宅「ザ・リンゲンホフ」での生活を収録した、夢のような93分!

1958年ベルギー生まれ。アントワープ王立芸

術アカデミーのファッション・デザイン科を卒業

後、フリーランスのコンサルタント・デザイナー

としてファッション界に入る。86年に初のブ

ティックをオープン。その後、ショップやコー

ナーを世界17都市で展開。日本には東京・南

青山の旗艦店を始め、計7つのショップがある。

近年では、バレエ団の振付家の衣装も担当

する他、芸術文化勲章なども多数受賞。

【CAST & STAFF】クリスティアーノ・ロナウド／デヴィッド・ベッカム／リオネル・メッシ／ペレ／ナレーション：ベネディクト・カンバーバッチ『ドクター・ストレンジ』／監督：タラ・ピルニア
製作：トニー・タグリエンティ  ALBSD-2244／本編58分／2014年アメリカ／英語／日本語字幕／提供：株式会社プレシディオ ©2015 Stax Entertainment Ltd.

ドリス・ヴァン・ノッテン／アイリス・アプフェル『アイリス・アプフェル 94歳のニューヨーカー』
スージー・メンケス／パトリック・ファンヘルーヴェ

監督・脚本・撮影・製作：ライナー・ホルツェマー『マグナム・フォト 世界を変える写真家たち』／撮影：トゥーン・イレハム、エルヴィン・ファンデステップ
オリジナル音楽：コリン・グリーンウッド（レディオヘッド）、マシュー・ハーバート、サム・ベッツディヴィス

ALBSD-2232／本編93分／2016年ドイツ・ベルギー／英語・フラマン語／日本語字幕／発売：ニューセレクト  ©2016 Reiner Holzemer Film-RTBF-Aminata bvba-BR-ARTE

￥2,800（税抜）特典映像：本国予告編

ドリス・ヴァン・ノッテン

内容紹介

￥3,800（税抜）
特典映像：予告編

ロナウドの偉業証言で、メッシ、ベッカム、
ペレなどのサッカー界のスターたちも出演!

本作ナレーションをハリウッド俳優、
ベネディクト・カンバーバッチが担当!

CAST STAFF
全国劇場公開作

世界のセレブから愛される、独立系ブランドの雄“ドリス・ヴァン・ノッテン”
孤高のファッションデザイナーの美の源泉に迫る、芸術ドキュメンタリー!!



8.3 RELEASE

OK TAECYEON

C A S T S T A F F

日本でも絶大な人気を誇る韓国スター・オク・テギョン出演で贈る衝撃スリラー!
ファン垂涎の【オク・テギョン仕様】と【通常版】商品が同時リリース ! !

1992年11月11日。ウィルン洞34番地にひっそりと佇む家で、
殺人事件が発生。夫と息子殺害の容疑で逮捕されたのは、妻の
ミヒ。息子の遺体も見つからず、ミヒも無実を訴えるが、懲役30
年が求刑される。それから25年後。仮釈放されたミヒは、息子を
探す手掛かりを掴むため、事件が起きた家へと戻るのだが…。

1988年生まれ。2008年にK-POPのグループ2PMのメン
バーとしてデビュー。TVドラマ「シンデレラのお姉さん」や
「ドリームハイ」で多彩な演技を披露し、俳優としても注目
を集めた。現在は兵役中の為、一時活動を休止中。

【オク・テギョン仕様】 【通常版】

特典映像：メイキング、予告編

【オク・テギョン仕様】封入特典
“オク・テギョン”サイン入りアートカード（2枚組）

オク・テギョン

ALBSD-2247【通常版】ALBSD-2248【オク・テギョン仕様】／本編100分／2017年韓国／韓国語／日本語字幕・日本語吹替／発売：ニューセレクト  © 2017 peppermint&Company,Inc. All Rights Reserved.

キム・ユンジン「シュリ」「国際市場で逢いましょう」
オク・テギョン（2PM）／チョ・ジェユン「インサイダーズ／内部者たち」

監督：イム・デウン「ホラー・ストーリーズ」
脚本：チャン・ジェヒョン「プリースト 悪魔を葬る者」

殺人事件に修道戒律を絡めた、知的層を刺激するロジック!
イタリアの鬼才監督と豪華俳優陣が仕掛ける、異色社会派ミステリー!!

￥3,800（税抜）
9.5 RELEASE

【Cast & Staff】 トニ・セルヴィッロ『グレート・ビューティー/追憶のローマ』／ダニエル・オートゥイユ『あるいは裏切りという名の犬』／コニー・ニールセン『ワンダーウーマン』
ピエルフランチェスコ・ファヴィーノ『天使と悪魔』／監督・原案・脚本：ロベルト・アンドー『ローマに消えた男』／原案・脚本：アンジェロ・パスクイーニ／撮影監督：マウリツィオ・カルヴェージ
ALBSD-2254／本編108分／2016年イタリア＝フランス／イタリア語・フランス語・英語／日本語字幕／提供：株式会社ミモザフィルムズ  © 2015 BiBi Film- Barbary Films

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

ドイツ・ハイリゲンダム
の空港に降り立った、イタリア人修道
士サルスは高級ホテルに向かってい
く。その場所では各国の財務大臣が
集うG8の財務相会議が開催されよ
うとしていた。その会合に参加するの
は、8人の財務相と彼を含む著名な
ゲスト3名。愉しい宴が過ぎていく一
方、サルスはロシェから自室に呼び出
され、ある“告解”を告げられる。そして
翌朝、顔にビニール袋を被ったロシェ
の死体が発見され、警察はサルスに
殺人の容疑をかけるのだが…。

各￥3,800（税抜）
※本編映像および特典映像は、【オク・テギョン仕様】【通常版】同様になります。

STORY



Albatros

New Release

Information

不思議の国のアリス、
白雪姫、赤ずきん…。悪
の女王を倒すべく、タ
イムトラベルを繰り返
す、グリム童話のヒロ
インたちの魅惑な激闘
を描く、ファンタジー・
アドベンチャー!

■ファンタジー・アドベンチャー

グリム・アベンジャーズ タイム・ウォーズ
8.3 RELEASE

ALBSD-2251／税抜￥4,800
本編88分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

巨大地震！大津波！大火
山噴火!地球がぶっ壊
れる!!人類は終末地獄
を生き抜けるか?絶体
絶命、地獄のサバイバ
ルがいま始まる。空前
絶後のディザスター・
パニック巨編登場。

■SF・パニック

ボルケーノ・アルマゲドン
7.4 RELEASE

ALBSD-2243／税抜￥4,800
本編87分／2017年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

地下鉄に現れる赤い
女の幽霊の都市伝説。
謎に挑むルポライター
を待ち受ける恐怖と
は?『バック・トゥ・ザ・
フューチャー』クリスト
ファー・ロイド出演で
贈る、衝撃ホラー!

■ホラー

アーバン・レジェンド 死霊都市伝説
8.3 RELEASE

ALBSD-2250／税抜￥4,800
本編93分／2017年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ある小隊が迷い込んだ
のは“女だけの村”だっ
た…。第2次世界大戦
中、ナチス・ドイツに戦
いを挑んだ女たちがい
た。世界各国映画祭で
受賞!狂気と感動の傑
作戦争アクション。

■戦争・アクション

ビハインド・エネミーライン 女たちの戦場
7.4 RELEASE

ALBSD-2241／税抜￥4,800
本編99分／2016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

タイムマシンを開発し、
謎の死を遂げた夫。あ
る日、妻ヘレンが遭遇し
たのは“犯人に復讐す
る未来の自分”だった。
『ターミネーター』のリ
ンダ・ハミルトン競演で
贈るSFアクション!

タイムトラベラー
9.5 RELEASE

ALBSD-2259／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

■ホラー

トラジディ・ガールズ
7.4 RELEASE

ALBSD-2240／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

“いいね!”の為なら人も
殺す…。JKコンビが同
級生も先生もメッタ刺
し!数々の映画祭を荒ら
した超話題作が遂に日
本上陸!!ブレイク必至
の若手女優で贈る、ハ
イテンション・ホラー。

抗不安剤投薬の被験者
となったエイプリルは、
異様な悪夢を見るよう
になり…。ごく普通の
人間をテロリストに変
えてしまう洗脳実験の
恐怖を描いた“テロリ
スト・アクション”!

■アクション

9.5 RELEASE

ALBSD-2258／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

死刑執行がTV放映さ
れる近未来。仮想現実
世界に送り込まれた10
人の死刑囚は、生き残
りを賭け、凶暴な恐竜
たちに戦いを挑む！夏
の鉄板ジャンル＝恐竜
アドベンチャー最新作!!

■モンスター・アドベンチャー

ジュラシック・ユニバース
8.3 RELEASE

ALBSD-2252／税抜￥4,800
本編87分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

エンド・オブ・ニューヨーク

■サスペンス

スウィート・ヘル
7.4 RELEASE

ALBSD-2239／抜￥4,800
本編93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

のどかな田舎町が甘美
な地獄と化す!マーベル
ヒーロー『パニッシャー』
主演で注目のジョン・
バーンサルの狂った演
技に注目!!海外マスコミ
から高評価を獲得した
クライム・サスペンス。

殺人事件に修道戒律を絡めた、知的層を刺激するロジック!



彼女は今!「アーバン・レジェンド 死霊都市伝説」で発見!!
人気テレビシリーズ「チャームド～魔女3姉妹～」への出演で注目を浴び、ロ
バート・ロドリゲス監督によるアクション・ホラー『プラネット・テラー in グラ
インドハウス』とクエンティン・タランティーノ監督作『デス・プルーフ in グ
ラインドハウス』への出演で、日本でも人気&知名度を獲得したローズ・マッ
ゴーワン。そして出演作以上に（?）話題となった“すだれドレス”姿の彼女。
当時マリリン・マンソンのガールフレンドだったこともあり、何かと世間をザ
ワつかせたが、2011年以降は目立った出演作品があまりなく…。しかし、そ
んな彼女を8月3日発売『アーバン・レジェンド 死霊都市伝説』で発見！残念
ながらスケスケ衣装の着用はありませんが、真摯に心霊現象と対峙し、真実
を暴いていくルポライターを好演。近年ハリウッドを揺るがせたセクハラ・ス
キャンダルの告発者の一人でもある彼女だが、そんな“勇気ある行動”が本
作内容にも投影されている…かどうかは、ぜひその目でお確かめ下さい!!

第     回捜索人：ローズ・マッゴーワン11

©2017 LOWER BAY FILMS, INC.

■ホラー

ボイス・フロム・ザ・ダークネス
8.3 RELEASE

ALBSD-2253／税抜￥4,800
本編91分／2017年アメリカ・イタリア
特典映像：予告編／発売：ニューセレクト

突如、激しい乱気流に
飲み込まれたジェット
機。無事難を逃れたが、
機内にて不可解な事が
起こり始め…。上空1万
メートルと心霊現象、
両方の恐怖を描く、人
気シリーズ最新作!

原因不明で亡くなった
主が構えた大邸宅。そ
こを訪れた看護師を襲
う、幻覚の正体とは?
『ターミネーター：新起
動』エミリア・クラーク
が大胆ヌードを披露し
た、怪奇ホラー!

■パニック・ホラー

エアポート2018
8.3 RELEASE

ALBSD-2249／税抜￥4,800
本編90分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ホラー

ハロウィン・レポート
9.5 RELEASE

ALBSD-2255／税抜￥4,800
本編92分／2014年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

巷で噂の“究極のお化
け屋敷”に辿り着いた
ザックたち。彼らが体
験する想像を絶する恐
怖とは?『インシディア
ス』等、名だたるホラー
映画を生み出した製作
陣が放つ、絶叫ホラー!

「ぼくらの七日間戦争」
（主演:宮沢りえ）の監督
×｢仮面ライダーエグゼ
イド｣の甲斐翔真 主演。
写真に全てを賭けた高
校生たちの青春グラ
フィティ!主題歌&挿入
歌は大黒摩季が担当!!

■邦画・ドラマ

写真甲子園 0.5秒の夏
7.4 RELEASE

ALBSD-2242／税抜￥3,800
本編117分／2017年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

■ホラー

ベイビー・キャッチャー
9.5 RELEASE

ALBSD-2257／税抜￥4,800
本編87分／2017年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

赤ん坊を連れ去る恐ろ
しい魔女“ラマシュトゥ”
から我が子を守る方法
は、生贄を差し出すのみ
…。各国映画祭を震撼
させた衝撃の結末と
は?身ぶるい必至の
ショッキング・ホラー!

人気ミュージカル「テ
ニスの王子様」の原嶋
元久と、映画『風に濡れ
た女』で絶賛された女
優、間宮夕貴のW主演!
互いの愛を模索する男
女が織りなす、沖縄発
の熱くて痛い恋物語!!

ギフテッド フリムンと乳売り女
9.5RELEASE

ALBSD-2256／税抜￥3,800
本編110分／2017年日本／特典映像：予告編
提供：オフィスインベーダー

■邦画・ドラマ

雨が明けた途端のこの暑さ…、いよ
いよ本格的な夏到来ですね！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♪

梅



           活気あふれる大都会タウンズヴィル
 街で巻き起こるアクシデントや悪いヤツらに立ち向かえるのは

            “パワーパフ ガールズ”だけ!
     ブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘がガールズパワー炸裂で大活躍!!

           活気あふれる大都会タウンズヴィル
 街で巻き起こるアクシデントや悪いヤツらに立ち向かえるのは

            “パワーパフ ガールズ”だけ!
     ブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘がガールズパワー炸裂で大活躍!!

ALBSD-2238（BOX）、ALBSD-2233（大切なお友だち編）、ALBSD-2234（戦え！ガールズ編）、ALBSD-2235（キュートなトラブル編）、ALBSD-2236（隠されたひみつ編）、
ALBSD-2237（いつだって優しく編）　BOX 225分・単品各45分／2016年アメリカ／日本語吹替／発売：ニューセレクト／販売：アルバトロス

CAST（声の出演）  ブロッサム：豊崎愛生  バブルス：上坂すみれ  バターカップ：村中知 
　　　　　　　　　ナレーター、市長さん：林家正蔵  ユートニウム博士：川原慶久

STAFF  原作：クレイグ・マクラッケン  監督：ボブ・ボイル、ニック・ジェニングス
　　　　DVD化企画：森川隆美（ターナージャパン株式会社）

オペラ座のバブルス
看病しなきゃ
王子様はどこに？
帰ってきたマンボーイ
〈特典キャラカード：モジョ・ジョジョ〉

いつだって優しく編いつだって優しく編5
博士の恋の物語
大掃除の日
１位がほしい！
失われた黄金のカワウソ
〈特典キャラカード：ユートニウム博士〉

隠されたひみつ編隠されたひみつ編4

新しいパワー！
ハチャメチャおしゃれショー
頼りになる右腕
オクティがいない！
〈特典キャラカード：バターカップ〉

キュートなトラブル編キュートなトラブル編3
市長を救え
ステキな虹の世界
お嬢ちゃんじゃないっ！
立ち上がれ！市長　
〈特典キャラカード：バブルス〉

戦え！ガールズ編戦え！ガールズ編2
お友達は一角獣さん！？
大きくなりたい！
バターカップの新しい仲間
あぶない パジャマパーティー
〈特典キャラカード：ブロッサム〉

大切なお友だち編大切なお友だち編1

（
税
抜
）

¥7,000¥7,000¥7,000¥7,000
（
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抜
）

（
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抜
）

（
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抜
）

（
税
抜
）

各¥1,600各¥1,500各¥1,500各¥1,500
（
税
抜
）

（
税
抜
）

（
税
抜
）

バブルス ブロッサム バターカップ
可愛いものが大好き！
ナイーブで甘えん坊

頭が良くてポジティブ
リーダー的存在

3人の中で一番の武闘派
おてんば娘

DVD-BOX封入特典

カートゥーン ネットワークで放送中の大人気アニメーション
『パワーパフ ガールズ』新シリーズが、待望のDVD化！
カートゥーン ネットワークで放送中の大人気アニメーション
『パワーパフ ガールズ』新シリーズが、待望のDVD化！
カートゥーン ネットワークで放送中の大人気アニメーション
『パワーパフ ガールズ』新シリーズが、待望のDVD化！

【初回限定生産】【初回限定生産】【初回限定生産】
『パワーパフ ガールズ DVD-BOX』『パワーパフ ガールズ DVD-BOX』『パワーパフ ガールズ DVD-BOX』
単品5枚をセットにしたお買い得BOX単品5枚をセットにしたお買い得BOX単品5枚をセットにしたお買い得BOX

初回版にはオリジナルキャラカード（1枚）を封入初回版にはオリジナルキャラカード（1枚）を封入初回版にはオリジナルキャラカード（1枚）を封入単品5タイトルも、7月4日同時発売！単品5タイトルも、7月4日同時発売！単品5タイトルも、7月4日同時発売！

5枚組
全20話収録

新シリーズより『けいおん!』の
豊崎愛生さん他、

豪華声優陣が大挙出演!

多くの女性著名人が“MY
パワーパフ

メーカー”に参加し話題沸騰
中!

現Twitterフォロワー数は
約11万人!

女子中高生のみならず、ファミ
リー層からも絶大なる人気ぶり!!

7月4日発売7月4日発売7月4日発売7月4日発売

ホログラム仕様
シークレットカード封入

オリジナルキャラカード6枚組

※シークレットカードは
   DVD-BOXのみの特典です。

TM & © Cartoon Network.(s18)
www.cartoonnetwork.jp

単品DVD
（各4話収録）
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★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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