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【Cast & Staff】マドレーヌ：フルール・ジフリエ／マドレーヌ（10代）：マヤ・ドリー／マドレーヌ（幼少期）：ハンナ・ブードロー／ルイーズ：エリナ・レーヴェンソン
監督：ハリー・クレフェン／脚本：ハリー・クレフェン、トマ・グンジグ／製作：ジャコ・ヴァン・ドルマル、オリヴィエ・ローサン、ダニエル・マルケ／撮影監督：ジュリエット・ヴァン・ドルマル
ALBSD-2321／本編79分／2016年ベルギー／フランス語／日本語字幕／発売：ニューセレクト  ©2016 Mon Ange,All Rights Reserved.

『神様メール』ジャコ・ヴァン・ドルマルが贈る、幻想的な映像世界！
姿の見えない少年と目が見えない少女の恋を描く、ピュアなラブストーリー

4.27 RELEASE

STORY 恋人が謎の失踪をした事で、心を病んでしまったル
イーズ。そんな彼女が産んだ息子のエンジェルは、

誰の目にも、その姿が見えない不思議な特異体質を持っていたが、
母親の愛情に包まれて、優しい男の子に育っていった。そんなある
日、エンジェルは家の窓から近所の屋敷を覗き見る。初めて見る
外の世界、人の姿。彼はそこにいた女の子のことが気になって
近づくと、彼女は自然に話しかけてくる。その少女マドレーヌは
盲目の為、自分の秘密に気付かなかったのだ。互いの存在を
感じ合い、心惹かれていくふたりは、やがてキスも交わす恋
人の関係に。だがマドレーヌがエンジェルの姿を見たい為
に、目の手術を受ける事になり…。

100%ORANGE描き下ろし
“着せ替えイラストジャケット”

※特典“着せ替えイラストジャケット”は、初回出荷商品のみの封入となります。

初回封入
特典

全国劇場公開作
￥3,800（税抜）

特典
映像

予告編／メイキング
監督インタビュー

【Cast & Staff】トーマス：ティム・カルクオフ／アナト：サラ・アドラー／オーレン：ロイ・ミラー／モティ：ゾハル・シュトラウス／ハンナ：サンドラ・シャーディー
監督・脚本：オフィル・ラウル・グレイツァ／撮影：オムリ・アロニ／音楽：ドミニク・シャルパンティエ／編集：ミハル・オッペンハイム
ALBSD-2330／本編109分／2017年イスラエル・ドイツ／ヘブライ語・ドイツ語・英語／日本語字幕／提供：新日本映画社  © All rights reserved to Laila Films Ltd.2017

全国劇場公開作
6.5 RELEASE

STORY ベルリンでカフェを営む青年トーマスは、腕のいいケーキ職人。ある
日、馴染の客オーレンの息子の誕生日プレゼントを相談した事をきっ

かけに、二人の仲は急接近し、やがて恋人関係になっていく。だが二人が愛し合う時間
は限られ、いつものようにオーレンは妻が暮らすエルサレムに帰ってしまう。ところが、今
回は1ヶ月経ってもオーレンから連絡さえ来ない。不安に駆られ彼の会社を訪ねたトー
マスは信じられない事実を知ってしまう。彼はエルサレムで事故に遭い、既に亡くなっ
ていたのだ。消沈のトーマスは、彼の足跡をたどり、エルサレムを訪れるのだが…。 

￥3,800（税抜）

特典映像:予告編

初 回 封 入 特 典
トチハラユミ描き下ろし

“着せ替えイラストジャケット”

カルロヴィ・ヴァリ国際映画祭 他、70以上の映画祭で受賞&ノミネート！
“同じ男”を愛した男女が紡ぎ出す、美しくも切ない物語。



【Cast & Staff】ロッシフ・サザーランド『バグダッド・スキャンダル』／サラ・ボッツフォード『赤毛のアン』／ドゥアンマニー・ソリパン／ヴィタヤ・パンスリンガム
監督・脚本：ジェイミー・M・ダグ『スウィート・ヘル』／製作：ニコラス・ソルバーラ／製作総指揮：マッティ・ドゥ、トッド・ブラウン『ザ・レイド』、デイヴィッド・ミラー
ALBSD-2333／本編87分／2015年カナダ・ラオス／英語・フランス語・ラオ語・タイ語／日本語字幕／提供：新日本映画社  © 2015 APOCALYPSE LAOS PRODUCTIONS LTD.

東南アジアのラオスでNGOの医療活動に従事するアメリカ人男性ジョンが、激務で疲れきった
心身を癒す為、南部のリゾート地を訪れる。しかし、そこで若き医師を待ち受けていたのは、まっ

たく想像が及ばない衝撃的な事態だった。バーで酩酊した後の宿への帰り道で、地元の女性を暴行した外国人観
光客と揉み合いになり、図らずも相手を撲殺してしまったのだ。投獄されることを恐れ、国際指名手配犯となった
ジョンは、必死の逃走に次ぐ逃走を重ね、隣国のタイを経由してアメリカへ帰国する道を探るのだが…。 ￥3,800（税抜）

6.5 RELEASE 特典映像：予告編 劇場公開作

CATS
&

SRAFF

ALBSD-2322／本編93分／2017年スペイン・キューバ
スペイン語・ロシア語・英語／日本語字幕／発売：ニューセレクト
© MEDIAPRO-RTV Commercial-ICAIC

トマス・カオ／ヘクター・ノア／ロン・パールマン『パシフィック・リム』『ヘルボーイ』シリーズ／ユリエット・クルス
マリオ・グエッラ／監督：エルネスト・ダラナス・セラーノ／脚本：エルネスト・ダラナス・セラーノ、マルタ・ダラナス
製作：ジャウマ・ロウレス、ジョエル・オルテガ、ラモン・サマダ

全国劇場公開作

激動の時代に立ち向かう姿に、
片桐仁さん（俳優・彫刻家）がコメントにて絶賛！

「ソ連崩壊時の同盟国キューバ。
       サスペンス要素たっぷりなのに、なんか笑っちゃう。
   キューバの“楽園観”がそうさせるのかしら？」 ─片桐仁

5.8 RELEASE 特典映像：予告編

￥3,800（税抜）

STORY 1991年、社会主義崩壊の波は
キューバ共和国を直撃し、国民は

深刻な経済危機に苦しんでいた。大学教授セルジオ
も家族の食費に事欠き、趣味のアマチュア無線を通
し、無線仲間に生き残る術を教授してもらっていた。そ
んなある日、娘が宇宙ステーションに滞在中のソ連宇
宙飛行士セルゲイからの無線を受信する。いつ途切
れてもおかしくない電波を受信して語り合う二人は交
信を通し、大気圏も越えて親友となっていく。しかし、そ
んな二人に悲劇が訪れる。ソ連崩壊で母国を失ったセ
ルゲイは帰還無期延長を宣告されたのだ。親友の危
機を救う為、セルジオはある奇策を思いつくのだが…。

STORY



■アクション・パニック

アンシンカブル 襲来
4.10 RELEASE

ALBSD-2313／税抜￥4,800
本編129分／2018年スウェーデン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『ぼくのエリ 200歳の少女』
プロデューサーと『猿の惑
星：創世記』ＶＦＸスタッフ製
作!各国の映画祭で観客騒
然の衝撃ラストは必見!!

■アクション 

Mr.＆Mrs.フォックス
6.5 RELEASE

ALBSD-2331／税抜￥3,800
本編95分／2018年アメリカ、イギリス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ユマ・サーマン（『キル・ビ
ル』）×ティム・ロス（『レザ
ボア・ドッグス』）!豪華キャ
スト集結の傑作アクション
エンターテインメント!!

■アクション 

ワイルドクラッシュ
6.5 RELEASE

ALBSD-2335／税抜￥4,800
本編80分／2017年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

死にたくなければ、突っ走
れ!「ワイルド・スピード」×
「マッドマックス」暗黒の未
来世界を爆走する超絶
カーアクション大作!!

■アクション・ホラー

オーバーロードZ
4.10 RELEASE

ALBSD-2314／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

映画「ロリータ」（1997）の
美少女ドミニク・スウェイン
がマッドサイエンシストを
熱演!ゾンビ×戦争、奇跡の
ミクスチャーホラー!!

■戦争・アクション

ヘル・フロント 地獄の最前線
5.8 RELEASE

ALBSD-2326／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

サム・クラフリン、ポール・
ベタニー、他 若手・実力派
キャスト結集!兵士たちの
“極限の４日間”を描いた衝
撃の戦争大作!!

■戦争・アクション

キャンプ・アフガン
4.10 RELEASE

ALBSD-2319／税抜￥4,800
本編82分／2016年オランダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

タリバン攻撃から7年後の
アフガニスタンの真実がこ
こに!情け容赦ない戦場の
リアルを描く、緊迫の戦争
アクション!!

■ファンタジー

マーメイド・ストーリー 人魚姫と伝説の王国
4.10 RELEASE

ALBSD-2318／税抜￥4,800
本編93分／2016年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

それは誰も知らない、世界で
いちばん美しい秘密の国。世
界が愛したリトルマーメイド、
愛と冒険のハートウォーミ
ング・ファンタジー!

■アクション 

ロックアップ
6.5 RELEASE

ALBSD-2336／税抜￥4,800
本編90分／2018年アメリカ、セルビア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

スコット・アドキンス（『ドク
ター・ストレンジ』）アーロ
ン・マカスカー（『ボヘミア
ン・ラプソディ』）出演!痛快
傑作アクション!!

■アクション・サスペンス

エッジ・オブ・バイオレンス
4.10 RELEASE

ALBSD-2317／税抜￥4,800
本編97分／2016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』『死霊館』
のパトリック・ウィルソン主
演。極限の緊張感と強烈な
バイオレンスで描く、傑作
サスペンスアクション!

■SF・アクション

ザ・トランスフォーム 地球外機械生命体
5.8 RELEASE

ALBSD-2324／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

このロボット、人類の敵か?
それとも地球の救世主か?
『バンブルビー』劇場公開
で注目のロボットＳＦアク
ション最新作!

■SF・パニック

エンド・オブ・アース 地球最期の日
5.8 RELEASE

ALBSD-2328／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

地震、火山噴火、津波、巨大
ストーム!地球破滅へのカ
ウントダウンがいま始ま
る!!驚愕のディザスター・
パニック最新作!!!

ギャング・イン・ニューヨーク
5.8 RELEASE

ALBSD-2323／税抜￥3,800
本編110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

ジョン・トラボルタ主演&製
作総指揮!伝説的ギャング
スタ―の血塗られた半生
を描いた、実録クライム・ア
クション!!

■アクション・サスペンス

Albatros
New Release
Information



■邦画・サスペンス

リバースダイアリー
5.8 RELEASE

ALBSD-2325／税抜￥3,800
本編99分／2018年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

音楽監督は末廣健一郎（『逃
げるは恥だが役に立つ』）!
国内外20を超える映画祭
にて絶賛された、海外映画
祭8冠の傑作サスペンス!

■エロス・サスペンス

ブルーランジェリー 青い下着の女
5.8 RELEASE

ALBSD-2329／税抜￥3,800
本編80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

誘惑したのは男、罠を仕掛
けたのは女、一夜限りの、
危険なゲームがはじまる。
痺れる官能 !衝撃のエロ
ティック・スリラー!!

■ホラー

カッターヘッド 真夜中の切断魔
4.10 RELEASE

ALBSD-2316／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

『ザ・プレデター』のイヴォ
ンヌ・ストラホフスキー主
演。『ＲＥＣ：レック/ザ・クア
ランティン』のプロデュー
サーが放つ傑作ホラー!

■ホラー

悪魔の棲む家 REBORN
5.8 RELEASE

ALBSD-2327／税抜￥4,800
本編99分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

伝説の傑作ホラー遂に復
活 !実在の心霊事件『アミ
ティヴィルの恐怖』その発
端となった殺人事件の真相
を描いた“ビギニング編”。

■ホラー

ザ・ハロウィン
6.5 RELEASE

ALBSD-2332／税抜￥4,800
本編91分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

全米震撼の映画『ハロウィ
ン』日本公開で大注目!最恐
の殺人鬼、遂に登場!!血塗
られた“ハロウィンの夜”が
いまはじまる…。

■ホラー

アンデッド/ブラインド 不死身の少女と盲目の少年
6.5 RELEASE

ALBSD-2334／税抜￥4,800
本編95分／2018年オーストリア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

あなたを食べたい…。映画
サイトRotten Tomatoesで
満足度88％!世界各国の映
画祭にて絶賛!!戦慄のダー
ク・ファンタジー・ホラー!

■邦画・エロス

バタフライ・エフェクト レイプ∞リベンジ
4.10 RELEASE

ALBSD-2320／税抜￥3,800
本編70分／2018年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

フェロモン爆発セクシー女
優、範田紗々主演!無限に続
く“レイプ地獄”から抜け出
せるか?衝撃のエロティッ
ク・ＳＦ・スリラー!!

■邦画・エロス

監禁惑星アメーバ
6.5 RELEASE

ALBSD-2337／税抜￥3,800
本編75分／2018年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

第28回ゆうばり国際ファ
ンタスティック映画祭正式
出品!大人気セクシー女優、
川上奈々美が挑むエロ
ティック・ＳＦ・スリラー!!

■エロス

ファンタスティック・ヘブン
4.10 RELEASE

ALBSD-2315／税抜￥3,800
本編88分／2013年アメリカ
発売：ニューセレクト

淫らな行為は、あの世でも
死ぬ程、気持ちいい!お父さ
んの股間の恋人、アルバト
ロス・ロマン復活リリース
遂に最終作!!

入生や新社会人など、新たなスタートの季
節、このコーナーも帰ってきました！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

彼は今!「ギャング・イン・ニューヨーク」で発見!!
大ヒットホラー映画『キャリー』の脇役で映画デビュー。1977年『サタデー・ナイト・フィーバー』の大
ヒットにて一躍スターとなり、その後の『グリース』がヒットするも、『スティン・アライブ』の酷評から
落ち目に…。しかし、1994年『パルプ・フィクション』での演技が高評価され再び大スターに。そして
勢いそのままに『ゲッイ・ショーティ』『フェイス/オフ』が立て続けに大ヒットし、もう安泰と思われる
も、気がつけばスクリーンからフェイドアウト。もうあの割れたアゴも見れないかと思いきや、そん
な彼を『ギャング・イン・ニューヨーク』で、遂に発見！年齢を重ね、アゴも弛んだものの、顔立ちは健
在。実在したギャングを演じた本作は不評ながら、ラジー賞ノミネート、Rotten Tomatoes評価
0%を記録した事で逆に話題に!!そんな低評価の本作、あなたも、ぜひその目で確認を♪

© 2017 GEORGIA FILM FUND 46, LLC 

第     回捜索人：ジョン・トラボルタ14

帰って
来た！



★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『神様メール』ジャコ・ヴァン・ドルマルが贈る、幻想的な映像世界！

5月17日より
Bunkamura
ル・シネマほか、
全国劇場公開！
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