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2.5 Release

【南 沙良】

監督：大崎章『お盆の弟』／音楽・主題歌：西山小雨「未来へ」／撮影・編集：猪本雅三
照明：松隈信一／サウンドデザイン：伊藤裕規／企画：直井卓俊
プロデューサー：越川道夫／助監督：張元香織／コンセプトデザイン：宮本菜莉『羊と鋼の森』

南沙良『志乃ちゃんは自分の名前が言えない』
西山小雨／原菜乃華『はらはらなのか。』
小野花梨『SUNNY強い気持ち・強い愛』／片岡礼子『友罪』
ALBSD-2408／本編102分／2018年日本／日本語／提供：スポッテッドプロダクションズ　©2018「無限ファンデーション」製作委員会

￥3,800（税抜） 特典映像：西山小雨「未来へ」MV（出演：南 沙良）／予告編全国劇場公開作

3.4 RELEASE

STORY

特典映像：予告編

【Cast & Staff】ティロタマ・ショーム／ヴィヴェーク・ゴーンバル／ギータンジャリ・クルカルニー／チャンドラチュール・ラーイ／ディルナーズ・イーラーニー／ラシ・マル／監督・脚本：ロヘナ・ゲラ
製作：ブリース・ポワッソン、ロヘナ・ゲラ／製作総指揮：ラーケーシュ・メーヘラー／美術：パールル・ソーンド／衣装：キムネイニン・キッゲン／音楽：ピエール・アヴィア
ALBSD-2399／本編99分／2018年インド・フランス合作／ヒンディー語・英語・マラーティー語／日本語字幕／提供：ニューセレクト ©2017 Inkpot Films Private Limited,India

2002年6月11日、神奈川県出身

《ブルーリボン賞・新人賞》南 沙良と若手女優陣が織り成す、即興劇!!
少女たちのかけがえのない“今”を切り取った、青春映画!!

カンヌ国際映画祭GAN基金賞受賞!
雇い主とメイドの関係を優しく繊細に描いた、新たなインド恋愛映画!!

人付き合いが苦手な女子高生・未来は服
飾デザイナーになる夢を抱いているが、

誰にも打ち明ける事なく退屈な日々 を過ごしている。その日は
補習で居残りとなるも講義は上の空で、隙をみては洋服のデ
ザイン画を描いていた。そんな中、教室に演劇部のナノカが
入ってきてデザイン画を見られてしまう。洋服のデザインを誉
めるナノカに対し、交流が苦手な未来はその場を立ち去る。
内気な自分に凹みながらの帰宅途中、リサイクル施設から歌
声が聴こえてくる。導かれるように近づくと、そこにはウクレレ
を弾き歌う女子高生が。小雨と名のる少女に何故か惹かれ、
打ち解ける未来。次の日、ナノカに演劇部の衣装デザインを
依頼された未来は自分を変えようと承諾する。だが、演劇部
にも慣れてきたある日、ナノカが部を辞めると言い出して…。

大都会ムンバイでメイドとして働く、未亡人のラトナ。彼女の雇い主は建設会社の御曹司アシュヴィンで、彼は結婚を目前にしていた。そして挙式
直前、里帰りしていたラトナにアシュヴィンから呼び戻しの電話が入る。急ぎ彼の部屋に戻ると、婚約者の浮気が発覚した事で挙式が破談とな
り、アシュヴィンが憔悴していた。そんな落ち込む彼にラトナは自身の不条理を語る。自分は勝手に結婚させられ、夫を亡くし、死ぬまで婚家に縛ら
れ働かされているのだと。この日を境に、結婚に失敗した共通点を持った二人の関係は、雇い主とメイドから話し相手へとなっていくのだが…。

2017年『幼な子われらに生まれ』で女優
デビューを果たし、2018年『志乃ちゃん
は自分の名前が言えない』で初主演を飾

り、第43回報知映画賞、第61回ブルーリボン賞・新人賞、第
28回日本映画批評家大賞・新人女優賞などを受賞。2019
年は江崎グリコ「ポッキー」、「キリン 午後の紅茶」CMのイ
メージキャラクターに抜擢など、今最も期待される若手女優。

初回限定封入特典：南 沙良アートカード（2枚組）

全国劇場公開作

￥3,800（税抜） 



田園の守り人たち

本編のみ収録『フリーソロ【DVD】』も
お買い得価格で同時発売!

￥3,800（税抜）  
特典映像：ボーナスシーン／予告編

1.8 RELEASE

￥2,800（税抜） ※本商品の本編は、Blu-ray商品と同様になります。

監督・脚本：エリザベス・チャイ・ヴァサルヘリィ、ジミー・チン『MERU/メルー』
製作：エヴァン・ヘイズ、シャノン・ディル／撮影監督：ジミー・チン、クレア・ポプキン、マイキー・シェイファー
音楽：マルコ・ベルトラミ／主題歌：ティム・マグロウ「Gravity（原題）」

アレックス・オノルド／トミー・コールドウェル／ジミー・チン
チェーン・ランペ／マイキー・シェイファー／サンニ・マッカンドレス
ティアドラ・ウォロウニッ／ピーター・クロフト

Motion Picture ©2018 NGC Network US, LLC and NGC Network International, LLC. All rights reserved.

ALBSD-2391／本編98分／2018年アメリカ／英語／日本語字幕／提供：ニューセレクト

地面から垂直に切り立った数百メートルの岩壁を、命綱となるロープや安全装置を一切使用せ
ず、己の手足のみで登る。最もシンプルで、最も危険なクライミング“フリーソロ”の若きスター、
アレックス・オノルドに1年間、カメラが密着。彼が抱く壮大な夢、それはカリフォルニア州ヨセミ
テ国立公園にそびえ立つ、高さ975メートルの断崖絶壁エル・キャピタンのクライミング。フリー
ソロで登り切った者は、かつてひとりもいないこの絶壁に彼はどう立ち向かうのか?岩壁に設置
した固定カメラ、空中のドローンカメラなどが映す極限映像に驚愕する事、間違いなし!

ALBSB-0015／本編98分／2018年アメリカ／英語／日本語字幕／提供：ニューセレクト

特典映像：予告編 ￥3,800（税抜）1.8 RELEASE

【Cast & Staff】ナタリー・バイ『キャッチ・ミー・イフ・ユーキャン』『ポルノグラフィックな関係』／ローラ・スメット『ブルゴーニュで会いましょう』／イリス・ブリー
監督：グザヴィエ・ボーヴォワ『神 と々男たち』／脚本：グザヴィエ・ボーヴォワ、フレデリック・モロー、マリー＝ジュリー・マイユ／原作：エルネスト・ペロション／音楽：ミシェル・ルグラン『シェルブールの雨傘』
ALBSD-2394／本編135分／2017年フランス・スイス／フランス語／日本語字幕／提供：ニューセレクト  ©2017 - Les films du Worso - Rita Productions - KNM - Pathé Production - Orange Studio - France 3 Cinéma - Versus production - RTS Radio Télévision Suisse

1915年、第一次世界大戦下のフランス。2人の息子を西部戦線に送り出した農園の未亡人オルタンスは、やはり夫を戦場にとられている娘ソラ
ンジュとともに、女たちだけで、厳しい冬を前に、種まきに備えなければならなかった。そして収穫時期が迫る頃、身寄りのない20歳の娘フラン
シーヌを働き手として雇い入れる。そんなある日、悪夢の戦場から次男ジョルジュが一時帰還する。誠実なジョルジュと慎ましやかなフランシー
ヌ、二人が心惹かれあうのに時間は掛からなかった。再び戦場へ赴くジョルジュだが、手紙を通してフランシーヌと心を通わせていくのだが…。

“名女優ナタリー・バイ  ローラ・スメット”初の母娘共演!
カンヌ国際映画祭グランプリ『神 と々男たち』監督が贈る、感動作!!

全国劇場公開作

全国劇場公開作



■アクション 

シティーレーサー
1.8 RELEASE

ALBSD-2398／税抜￥4,800
本編98分／2019年ポーランド／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

“走り屋”たちが命を削る
公道デスレース“ブラック・
シープ”!カマロ、ＢＭＷ、コ
ルベット、マスタング…極
限の実車アクション!!

■アクション 

ザ・コンクエスト シベリア大戦記
3.4 RELEASE

ALBSD-2411／税抜￥4,800
本編109分／2019年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『ガーディアンズ』VFXス
タッフが手掛ける衝撃の映
像マジック!ロシア本国でメ
ガヒットの、歴史スペクタク
ル・バトル・アクション!!

■アクション 

マシンガン・ファーザー 悪党に裁きの銃弾を
3.4 RELEASE

ALBSD-2413／税抜￥4,800
本編91分／2019年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

鬼強“人間兵器”の神父が、
悪党どもを地獄にぶち落と
す!『ミッションインポッシ
ブル』スタント監督が贈る
超絶アクション大作!!

■アクション 

ミッション：60ミニッツ
2.5 RELEASE

ALBSD-2401／税抜￥4,800
本編81分／2017年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

“武器コレクション”“戦場の
経験”“自宅の構造”を駆使
してゲームの勝利者となれ!
怒涛のホームインベージョ
ン・アクション!!

■戦争・アクション

コードレッド ロシア軍秘密兵器破壊指令
3.4 RELEASE

ALBSD-2414／税抜￥4,800
本編99分／2019年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ロシア“アスリート出身部隊”
に課せられた衝撃のミッ
ション!不可能に挑んだ兵
士たちの実話に基づく、戦
争アクション大作!!

■戦争・アクション

米中開戦 ２０ＸＸ年：悪魔のシナリオ
2.5 RELEASE

ALBSD-2404／税抜￥4,800
本編86分／2019年ニュージーランド・アメリカ
特典映像：予告編／発売：ニューセレクト

全面核戦争勃発!それは明
日、現実になるかもしれな
い…。世界最終戦争の悪夢
を描く、近未来シミュレー
ション・軍事アクション!!

■戦争・アクション

セイビング・レニングラード 奇跡の脱出作戦
1.8 RELEASE

ALBSD-2392／税抜￥4,800
本編98分／2019年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『ダンケルク』に並ぶ世紀
の脱出作戦!『ガーディアン
ズ・オブ・ギャラクシー：リ
ミックス』ＶＦＸ陣が放つ迫
力の戦争アクション!!

■SF・パニック

デイ・アフター・トゥモロー2020
2.5 RELEASE

ALBSD-2405／税抜￥4,800
本編89分／2019年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

人気シリーズ第4弾!《極寒
の終末》がやって来る!!神
は人類を見放したのか?
《絶対零度》氷河期ディザ
スター・パニック最新作!!!

■アクション 

ロンドン・バーニング
2.5 RELEASE

ALBSD-2403／税抜￥4,800
本編104分／2019年イギリス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『あと1センチの恋』サム・ク
ラフリン『ハリー・ポッター
シリーズ』ティモシー・スポー
ル出演!衝撃の“実録”バイ
オレンス!!

■ドラマ

ベルリン、アイラブユー
2.5 RELEASE

ALBSD-2402／税抜￥3,800
本編120分／2019年ドイツ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

人気シリーズ第4弾!ヘレン・
ミレン、ミッキー・ローク他
豪華キャストで贈る、再生の
街ベルリンを舞台にした、
珠玉のラブストーリー!!

■ドキュメンタリー

ペギー・グッゲンハイム アートに恋した大富豪
3.4 RELEASE

ALBSD-2409／税抜￥3,800
本編97分／2015年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ピカソ、ダリ、ポロック…。
多数の芸術家を見出した、
伝説のパトロネス!ペギー
の華麗な人生を紐解く、偉
人ドキュメンタリー!!

アクセレーション
3.4 RELEASE

ALBSD-2410／税抜￥3,800
本編86分／2019年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『ロッキー4』ドルフ・ラングレ
ン『マチューテ』ダニー・トレ
ホ出演!『ワイルド・スピード』
カースタントチームの超ド
級アクション!!

■アクション 

2.5 Release

カンヌ国際映画祭GAN基金賞受賞!

A L BAT ROS
NEW R E L E AS E
I N FORMA T I ON



■アジア・サスペンス

金の亡者たち
3.4 RELEASE

ALBSD-2412／税抜￥3,800
本編116分／2019年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

韓国初登場第1位!300万人
動員のメガ・ヒット!!『タク
シー運転手～約束は海を越
えて～』リュ・ジュンヨル主演
の傑作金融サスペンス!!!

■エロス・サスペンス

ポイズン あるスキャンダルの秘密
1.8 RELEASE

ALBSD-2393／税抜￥3,800
本編105分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『ファンタスティック・ビー
スト』キャサリン・ウォーター
ストン主演!マイケル・シャ
ノン他豪華キャストのエロ
ティック・ミステリー!!

■ホラー

THAT/ザット ジ・エンド
1.8 RELEASE

ALBSD-2396／税抜￥4,800
本編88分／2019年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

人気シリーズ第2弾!“あれ”
が見えたら、あなたも終わ
り…“殺人ピエロ”再降臨!!
身の毛もよだつ、驚愕の
ショッキング・ホラー!!!

■ホラー ・スリラー

ワイルドリング 変身する少女
2.5 RELEASE

ALBSD-2407／税抜￥4,800
本編93分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『チャイルド・プレイ』ブラッ
ド・ドゥーリフ出演!『アベン
ジャーズ』ＶＦＸスタッフが
贈る、切なくも美しい青春
ホラー!!

■アジア・サスペンス

虐待の証明
1.8 RELEASE

ALBSD-2395／税抜￥3,800
本編98分／2018年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

“仁川11歳女児虐待事件”
を完全映画化!ソン・ガンホ
『優雅な世界』脚本のイ・ジ
ウォン監督が放つ、驚愕の
実録サスペンス!!

■アジア・サスペンス

ドアロック
2.5 RELEASE

ALBSD-2400／税抜￥3,800
本編103分／2018年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

韓国初登場第1位!自分を守
れるのは自分だけ…。単身世
帯が増加する現代社会に潜
む、誰にでも起こりうる恐怖
を描いた衝撃サスペンス!!

■エロス・スリラー

ザ・インフェルノ LAST NIGHT
3.4 RELEASE

ALBSD-2415／税抜￥3,800
本編95分／2016年イタリア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

伝説のトラウマ映画『食人
族』監督、奇跡の復活!セック
ス＆ドラッグ、エロティック
でグロテスク!!驚愕のショッ
キング・スリラー!!!

■邦画・エロス

ホームジャック ペンタグラム
1.8 RELEASE

ALBSD-2397／税抜￥3,800
本編88分／2019年日本／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

人気シリーズ第5弾!狂気の
“凌辱地獄”再び!!過激な刺
激が暴走する、戦慄の《家
宅侵入＝ホーム・インベー
ジョン》スリラー!!!

■エロス・サスペンス

溺れる女
2.5 RELEASE

ALBSD-2406／税抜￥3,800
本編95分／2017年イタリア・スペイン／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

日本出身トップモデルの大
胆ヌードは必見!驚愕のラス
トに、あなたは言葉を失う
…。官能美に満ちた、エロ
ティック・ミステリー!!

年は暖冬ですが、皆さんはコタツで丸くなっ
てますでしょうか？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♪

今

彼女は今!「ベルリン、アイラブユー」で発見!!
1999年『スターウォーズEP.1』アミダラ女王の影武者役で注目され、2002年大ヒット作
『ベッカムに恋して』のヒロインでブレイク。勢いそのままに2003年『パイレーツ・オブ・
カリビアン/呪われた海賊たち』ヒロイン役に抜擢され、名実ともにハリウッド・スターに。
その後も『プライドと偏見』（アカデミー賞主演女優賞ノミネート）、『つぐない』（ゴール
デングローブ賞主演女優賞ノミネート）とヒット作が続き、演技評価も高まるも、近年、ス
クリーンではご無沙汰に…。そんな彼女を『ベルリン、アイラブユー』にて発見!相変わら
ずの美貌で恋愛に悩む大人の女性を演じています。あなたも、ぜひその目で確認を♪

第     回捜索人：キーラ・ナイトレイ18

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

“名女優ナタリー・バイ  ローラ・スメット”初の母娘共演!

3月27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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