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Andrey 
   Zvyagintsev

￥3,800（税抜）
特典映像：予告編全国劇場公開作

ロシアの鬼才監督アンドレイ・ズビャギンツェフの
全5作品を収録した、初回限定BOX!

ALBSD-2285／本編111分／2013年ロシア／ロシア語／日本語字幕・日本語吹替／発売：アスミック・エース　© RENTV2003

コンスタンチン・ラヴロネンコ／ウラジーミル・ガーリン／イワン・ドブロヌラヴォフ
監督：アンドレイ・ズビャギンツェフ／脚本：ウラジーミル・モイセエンコ、アレクサンドル・ノヴォトツキー

12.5 RELEASE

CAST STAFF

STORY

アカデミー賞ノミネート、カンヌ国際映画祭審査員賞受賞 他、世界の映画祭が賞賛!
ロシアの鬼才監督が問う“本当の愛”。魂を揺さぶる慟哭サスペンス!!

一流企業で働くボリスと美容サロンを経営するジェーニャは現在離婚協議中の夫婦。言い争いのたえない二人は、そ
の日も息子アレクセイをどちらかが引き取るかで、激しい口論となる。互いに息子を引き取りたくない押し問答をアレク

セイは耳をふさぎながらも聞いてしまい、声を殺しながら泣くのだった。だがそんな息子の様子を感じもしない両親は一刻も早く別れて暮らし
たいと考えていた。そんなある日、二人が互いにデートで家を留守にする中、息子が登校したまま行方不明になってしまう…。

マルヤーナ・スピヴァク／アレクセイ・ロズィン
マトヴェイ・ノヴィコフ／マリーナ・ヴァシリイェーヴァ

監督：アンドレイ・ズビャギンツェフ『父、帰る』『ヴェラの祈り』
脚本：アンドレイ・ズビャギンツェフ、オレグ・ネギン／撮影：ミハイル・クリチマン

ALBSD-2283／本編127分／2017年ロシア・フランス・ドイツ・ベルギー／ロシア語／日本語字幕／発売：ニューセレクト　©2017 NON-STOP PRODUCTIONS-WHY NOT PRODUCTIONS

12.5 Release

アンドレイ・ズビャギンツェフ
1964年生。ロシア出身。初の長編『父、
帰る』（03）がヴェネチア国際映画祭金獅
子賞を受賞し、その年の映画界にセンセー
ションをもたらす。その後のリリース作品
も全て世界各国にて賞賛され、最新作『ラ
ブレス』でカンヌ国際映画祭審査員賞受
賞、アカデミー賞外国語映画賞ノミネート。
名実共にロシアを代表する映画監督。

5枚組特価
￥7,800（税抜）

ALBSD-2284／5枚組
本編計644分／ロシア語

日本語字幕／販売：アルバトロス

￥3,800（税抜）12.5 RELEASE
CAST &
STAFF

STORY
ヴェネチア国際映画祭グランプリ金獅子賞受賞のデビュー作が、価格改定で再販! 

母とささやかに暮らしていたふたり
の兄弟のもとに、家を出ていた父が
12年ぶりに帰ってきた。写真でしか
見たことのない父の突然の出現に兄
弟はとまどうが、父は無口で何の説
明もしない。そして父は、ふたりを湖
への小旅行に誘うのだが…。

『父、帰る』 『ラブレス』『裁かれるは善人のみ』『エレナの惑い』『ヴェラの祈り』
ヴェネチア国際映画祭グラ
ンプリ金獅子賞&新人監督
賞受賞の、長編デビュー作!

カンヌ国際映画祭にて、主
演俳優がロシア人初の男優
賞に輝いた、長編第2作!

世界各国の映画祭にて絶賛!
ロシア映画で初のゴールデン
グローブ賞も受賞!!

カンヌ国際映画祭審査委員
賞受賞、アカデミー賞ノミ
ネートを果たした、最新作!

カンヌ国際映画祭「ある視
点」部門審査員特別賞受賞
他、世界の映画祭が賞賛!

アンドレイ・ズビャギンツェフ
全作コンプリートBOX

初回限定生産

収
録
作
品

期間限定再販

※
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。



レディ・ガガ、サイモン・ペッグなどのハリウッドスターたちを虜にし、
世界を熱狂の渦に巻き込んだ大人気シリーズ『シャークネード』、ついに完結!

世界の映画祭で高評価を獲得!
レイプ、人間狩りなど強烈なテーマを血みどろ
バイオレンス描写満載で描き切った衝撃作!!

新鋭女性監督   新星女優!
女性ならではのセンスが随所に光る、
レイプ・リベンジ・ムービー!!

￥3,800（税抜）11.2 RELEASE

Cast & Sta�
全国劇場公開作

マチルダ・ルッツ「ザ・リング／リバース」／監督・脚本：コラリー・ファルジャ
ALBSD-2268／本編:108分／2017年フランス／英語・フランス語／日本語字幕／日本語吹替／発売：ニューセレクト／特典映像：監督インタビュー&予告編
© 2017 M.E.S. PRODUCTIONS - MONKEY PACK FILMS - CHARADES - LOGICAL PICTURES ‒ NEXUS FACTORY - UMEDIA

トロント国際映画祭ミッドナイトマッドネスにて気絶者続出!
新鋭女性監督　新星女優で放つ、超過激ウルトラ・バイオレンス!!

11月2日より、
全国ユナイテッドシネマにて
11月2日より、
全国ユナイテッド・シネマにて

まさかの4DX
劇場公開決定

アイアン・ジーリング／タラ・リード／キャシー・スケルボ／ヴィヴィカ・A・フォックス／監督：アンソニー・C・フェランテ
脚本：スコッティ・ミューレン／製作総指揮：アイアン・ジーリング、ポール・ベイルズ、デヴィッド・リマゥイー、デヴィッド・マイケル・ラット

12.5 RELEASE

CAST & STAFF

￥4,800（税抜）

ALBSD-2276／本編:86分／2018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／特典映像：予告編　©2018 FELLS POINT PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved.

ALBSD-2277／6枚組／本編：計 約528分／2013年～
2018年アメリカ／英語／日本語字幕／発売：ニューセレクト

幾度ものシャークネードとの戦いで、全てを失ったフィン。悲しみに暮れる彼の前に現
れたのは、未来からやって来た息子ギルだった。フィンは平和な時を取り戻すため、ギ

ルの手配で時間旅行へと旅立つ。彼に与えられた使命は、過去のあらゆる時代で発生したシャーク
ネードを壊滅すること。原始時代に到着したフィンは、元祖シャークネード1号と対峙するが…。

突風価格￥7,800
（
税
抜
）

［一枚換算￥1,300］

前半が凌辱（レイプ）、後半が復讐（殺人）を行うことが法則・特徴でも
あるジャンル。「鮮血の美学」（72）「発情アニマル アイ・スピット・オン・
ユア・グレイヴ1978」（78）等、現在でも語り継がれる衝撃作が多数。

レイプ・リベンジ・
ムービーとは?

『シャークネード』シリーズ全6作品を収録した、
お買い得価格のDVD-BOX同時リリース!
『シャークネード』シリーズ全6作品を収録した、
お買い得価格のDVD-BOX同時リリース!

完全捕食パクパクパック

全国劇場公開作

STORY

※本商品に収録されている各タイトルの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。 ※デザインは変更になる場合がございます。

封入特典：アートカード6枚組（予定）
サメ絵柄リバーシブルケース



■アクション 

バンディット 実在した最強無敵の銀行強盗
11.2 RELEASE

ALBSD-2271／税抜￥4,800
本編128分／2017年ハンガリー／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

酒の香りを漂わせながら人
を傷付けずにお金を奪う
“怪盗ウィスキー”。6年で27
件を襲った実在の銀行強盗
を描いた、痛快アクション!

■SF・スリラー

インフィニティ －覚醒－
12.5 RELEASE

ALBSD-2279／税抜￥4,800
本編91分／2018年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

少女アレックスが命と引き
換えに手に入れた不思議な
能力。やがてその力は制御を
失いはじめ…。注目の新鋭女
優主演で贈るSFスリラー!

■SF・パニック

デイ・アフター・トゥモロー2018
12.5 RELEASE

ALBSD-2281／抜￥4,800
本編82分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト ※デザインは変更になる場合がございます。

氷河期に突入した近未来。
ブリザードが吹き荒れる極
寒地獄、絶対零度のサバイ
バルに挑め!人気ジャンルの
“氷河期パニック”最新作!!

■ラブ・コメディ

シャロン・
  ストーン世界でいちばんのハッピーバースデイ

12.5 RELEASE

ALBSD-2282／税抜￥3,800
本編95分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
提供：セテラ・インターナショナル

仕事もオトコもうまくいかな
い46歳、独身女性を、『氷の
微笑』シャロン・ストーンが
熱演!豪華キャストで贈る、
ロマンティック・コメディ。

■ホラー

ハロウィン・レポート キル・オア・トリート
10.3 RELEASE

ALBSD-2262／税抜￥4,800
本編102分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『インシディアス』『スプ
リット』他、名だたる傑作ホ
ラーを生み出した敏腕プ
ロデューサーが新たに仕掛
ける最恐シリーズ、第2弾!

■アクション 

マキシマム・インパクト
11.2 RELEASE

ALBSD-2269／税抜￥4,800
本編110分／2017年アメリカ・ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ダニー・トレホ他、職人俳優
陣集結で放つ、暴走アク
ション!モスクワ会談を舞台
にした、エージェントとテ
ロリストの激闘の結末は?

■スリラー

ザ・インフェルノ
10.3 RELEASE

ALBSD-2267／税抜￥3,800
本編107分／2017年チリ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

狂った殺人鬼に、レイプさ
れる4人の女たち…。トラウ
マ覚悟の暴力描写にあなた
は耐えられるか!世界メディ
ア絶句の実録スリラー!!

■モンスター・パニック

MEGALODON ザ・メガロドン
11.2 RELEASE

ALBSD-2273／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

ハワイ沖に出現した体長
40mの巨大鮫＝メガロドン。
潜水艦まで飲み込む怪物に
人類のなす術は?全ての常識
を覆す、巨大サメ・パニック!

■モンスター・パニック

ジュラシック・ユニバース ダーク・キングダム
10.3 RELEASE

ALBSD-2266／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

“ゴジラサウルス”が研究所を
脱走!どう猛かつ高度な知性
を持った、“ヤツ”から逃げる
のは不可能なのか!?アサイ
ラム発、傑作恐竜パニック!!

■SF・アクション

レッド・ハンター
11.2 RELEASE

ALBSD-2270／税抜￥4,800
本編94分／2018年アメリカ・カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

異常気象で荒廃した世界で
妹を殺された女が、復讐の為
に賞金稼ぎとなるが…。
『デッドプール』ジーナ・カ
ラーノ主演の灼熱アクション!

■ホラー

ダーケスト・ウォーター
10.3 RELEASE

ALBSD-2264／税抜￥4,800
本編94分／2017年アイルランド／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

各国映画祭で絶賛!現存する
“世界で最も恐い屋敷”が舞
台の傑作ホラー。“世界で最も
美しい顔ベスト100”にランク
インの主演女優にも注目!!

■ホラー

ザ・ミッドナイトマン
10.3 RELEASE

ALBSD-2265／税抜￥4,800
本編93分／2017年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

真夜中の鬼ごっこ開始。
捕まれば死にます…。『キャ
ビン・フィーバー』監督が放
つ絶叫ホラー!あの“殺人鬼
フレディ”の怪優も出演!!

プレデターvsネイビーシールズ
12.5 RELEASE

ALBSD-2280／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

SF映画の金字塔『プレデ
ター』と人気ジャンルの軍事
アクションが融合!“地球外
最強ハンター”に遭遇した
米海軍特殊部隊の運命は?

■SF・アクション

■アクション 

ガン・ドッグ
10.3 RELEASE

ALBSD-2260／税抜￥4,800
本編106分／2018年ドイツ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

本国ドイツにて、メジャー
大作を抑えて堂々2位の劇
場大ヒットを記録!人気俳
優ティル・シュヴァイガーの
ド派手アクションに注目!!

Albatros
New Release
Information12.5 RELEASE

ヴェネチア国際映画祭グランプリ金獅子賞受賞のデビュー作が、価格改定で再販! 



■邦画・ドラマ

第二警備隊
12.5 RELEASE

ALBSD-2278／税抜￥3,800
本編112分／2017年日本／特典映像：予告編
提供：カートエンターテイメント

ロンドン国際フィルムメー
カー映画祭最優秀編集賞受
賞!命を懸けて闘った身辺警
護員たちの極限の生き様を
描いた、心抉る人間ドラマ!!

■邦画・エロス

ホームジャック カルテット
11.2 RELEASE

ALBSD-2274／税抜￥3,800
本編84分／2018年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

離婚間近の夫婦の家に忍び
込んだレイプ殺人鬼。異常
プレイを強要される妻を待
つ快楽とは?範田紗々主演
で贈る、監禁・凌辱エロス!

■ホラー

ブラック・ウィッチ
11.2 RELEASE

ALBSD-2272／税抜￥4,800
本編88分／2017年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

トロント国際映画祭など、
各国の映画祭が絶叫!母に
抵抗する為、黒魔術で魔女
を召換した女子高生の惨劇
を描く、ゴシック・ホラー!!

■アジア・サスペンス

修羅の華
10.3 RELEASE

ALBSD-2261／税抜￥3,800
本編91分／2017年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『哭声/コクソン』等、名だた
る韓国映画が受賞してきた
シッチェス映画祭にて作品
賞受賞!韓国スター、キム・
ヘス主演の傑作ノワール。

■アジア・サスペンス

黄泉がえる復讐
12.5 RELEASE

ALBSD-2275／税抜￥3,800
本編92分／2017年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

人気俳優キム・レウォン主
演!自分を殺した犯人に復讐
する為、死んだ者が蘇ると
いう驚くべき現象とは?予
測不能の衝撃サスペンス!!

■邦画・ドラマ

時時巡りエブリデイ
10.3 RELEASE

ALBSD-2263／税抜￥3,800
本編71分／2017年日本／特典映像：予告編
提供：為一

東京国際映画祭にて絶賛の
「死神ターニャ」監督最新作。
女優としても評価の高い鳥
居みゆきが熱演のちょっと
ゆがんだラブストーリー。

彼女は今!「シャロン・ストーン 世界でいちばんのハッピーバースデイ」で発見!!
全世界で大ヒットを記録した、ポール・バーホーベン監督のエロ
ティック・サスペンス『氷の微笑』（1992年）で、大ブレイクし、一
躍セックスシンボルに踊り出たシャロン・ストーン。劇中のある一
場面（取調室でミニスカの彼女が足を組みかえるシーン）が、
数々の映画作品の中でパロディ化されるほどの人気を博した衝
撃作で、まさに彼女の代表作となったのだが、その後は数々のド
ラマ・映画に出演するも『氷の微笑』を超えるような話題作には恵
まれず…。そんなシャロン・ストーンを12月5日発売『シャロン・ス
トーン世界でいちばんのハッピーバースデイ』で発見。本作では
46歳、仕事も恋愛もうまくいかないこじらせ女子を熱演。さらに、
面積狭めのビキニ姿を披露しているのですが、実は今年で還暦
を迎えており、60歳とは思えない美貌に驚き！人生の半分以上を
ハリウッドで過ごしてきた、元祖美魔女の最新作をお見逃しなく!!

第      回捜索人：シャロン・ストーン12

©2016 SUSAN’S BIRTHDAY LLC.ALL RIGHTS RESERVED

書の秋、食欲の秋、スポーツ…もい
いですが、映画の秋！ということで、

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♪

読



★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レディ・ガガ、サイモン・ペッグなどのハリウッドスターたちを虜にし、

10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!
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