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VOL.45 シリーズ全作、ジョーズにおサメました！
世界が熱狂した笑激のサメ映画、全6作品（初BD化）を収録!!

単品『シャークネード【Blu-ray】』シリーズ全6作も同時発売！

各￥1,500（税抜）

©2013, THE GLOBAL ASYLUM, INC. All Rights Reserved.  ©2014 THE SECOND ONE, LLC. All Rights Reserved.  ©2015 THE THIRD ONE, LLC. All Rights Reserved.  
©2016 FAKE PUNT PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved.  ©2017 GOOD HAIR DAY PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved.  ©2018 FELLS POINT PRODUCTIONS, LLC. All Rights Reserved.

ALBSB-0022／6枚組／本編計528分／英語／日本語字幕・日本語吹替／提供：ニューセレクト

太陽が照りつけるカリフォルニアのビーチは、いつもの賑わいを見せていた。一方、史上稀にみるハリケーン“デビッド”が
メキシコ沖から急速北上。急激な海流の変化で、突如としてサメの大群がビーチに現れる。サーファーのフィンは、サメの
出現に気付き人々を避難させるが、荒波と共に迫って来るサメの猛威は凄まじく、ビーチは地獄絵図と化す。だが、その恐
怖はまだ始まりに過ぎなかった。大量のサメを巻き込んだ巨大竜巻が発生。ロスの都市部にもサメの脅威が襲い掛かる。
ビーチから何とか逃げ出したフィンは、ロスに住む妻子の元へと向かうが…。                        【ストーリー『シャークネード』より】

5.2 RELEASE
￥3,800（税抜） 全国劇場公開作

ALBSD-2422／本編76分／2019年日本／日本語／提供：ニューセレクト  ©2019「爆裂魔神少女」製作委員会

監督・脚本：小林勇貴／原作：映画「片腕マシンガール」（Fever Dreams Inc.）／オリジナル・キャラクター制作：井口昇
脚本：継田淳／音楽：中川孝／主題歌：「東京カラフル」マキタマシロ（メディコム・トイ）

出演：搗宮姫奈／花影香音／坂口拓（TAK∴）／北原里英／根岸季衣／佐々木心音／矢部太郎（カラテカ）

無法地帯のスラム街『イシナリ地区』。正義も秩序もないその街は、臓器売買の元締め『ダルマ屋』が支配し、貧乏
人は肉体を切り売りしながら、何とか食い扶ちを稼いでいる。幼い頃、親に身体を売られた姉妹のアミとヨシエは、ゴ
ダイ一座の見世物小屋でアイドルとして舞台に立ちながら、助け合って生きていた。しかし、ヨシエはアミには内緒
で、失った片腕にマシンガン義手を装着し、ダルマ屋の女ボス青山ダルマに復讐を果たそうとしていた─。

【CAST『シャークネード』より】アイアン・ジーリング／タラ・リード／ジョン・ハード／キャシー・スケルボ
ジェイソン・シモンズ 【STAFF『シャークネード』より】監督：アンソニー・C・フェランテ
脚本：サンダー・レヴィン／撮影：ベン・デマリー／編集：ウィリアム・ブッデル

※本商品の本編は、Blu-ray単品商品と同様になります。

特典映像 メイキング/予告編

【Blu-ray-BOX】

サメ絵柄シール
封入特典



マーラー、ベートーヴェン他、本作を奏でるクラシック名曲の数 !々
キャリアのない女性が情熱だけで夢を実現させる、感動音楽映画!!

全国劇場公開作

特典映像：予告編

ALBSD-2416／本編139分／2018年オランダ／英語・オランダ語／日本語字幕／発売：ニューセレクト　©Shooting Star Filmcompany - 2018

【Cast & Staff】クリスタン・デ・ブラーン／ベンジャミン・ウェインライト／スコット・ターナー・スコフィールド／アネット・マレァブ／レイモント・ティリ／監督・脚本：マリア・ペーテルス
音楽監督：ステフ・コリニョン／音楽：ボブ・ジマーマン、クイントン・スクラム／クラシック演奏：オランダ放送フィルハーモニー管弦楽団（指揮：バス・ヴィーヘルス）

【Cast & Staff】ダニエル・メイズ『ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー』／ジェームズ・ピュアフォイ『ROMA/ローマ』／デヴィッド・ヘイマン『輝ける人生』
監督：クリス・フォギン『キッズ・イン・ラブ』／製作・脚本：メグ・レナード＆ニック・モアクロフト『輝ける人生』／音楽：ルバート・クリスティー『マンマ・ミーア！』

【Cast & Staff】ジョシュ・ホワイトハウス『ノーザン・ソウル』／フレイア・メーバー『サンシャイン/歌声が響く街』／ウィル・メリック／監督：ダニエル・ジル
脚本：フィリップ・ガウソーン／撮影：ティム・サイデル／編集：ピーター・クリステリス／音楽：オーランド・ロバートン

ALBSD-2445／本編112分／2019年イギリス／英語／日本語字幕／発売：ニューセレクト  ©FISHERMAN FILMS LIMITED 2019

8.5 RELEASE
￥3,800（税抜）

イギリス音楽界を席巻した“現役漁師バンド”の実話を映画化!
本国にて興収１０億超えの大ヒットを記録した、感動音楽映画!!
イギリス音楽界を席巻した“現役漁師バンド”の実話を映画化!
本国にて興収１０億超えの大ヒットを記録した、感動音楽映画!!

1926年、ニューヨーク。コンサートホールで働くウィリーは、指揮者メンゲルベルクを間近で見る為、客
席通路の最前列に椅子を置いて座った事で、仕事をクビになってしまう。幼い頃に移住してきたウィ
リーは指揮者になる夢を叶えたいが、その方法が分からないでいた。そんなある日、広場で無料コン
サートを指揮するゴールドスミスに興味を抱いた彼女は、彼のレッスンを受ける事になるのだが…。

“アナログ”なバンドマンを待っていた“デジタル”な奇跡！
ブリットポップの名曲が鳴り響く、切なくも心躍る感動音楽映画!!

4.3  RELEASE
￥3,800（税抜）特典映像：予告編

ALBSD-2417／本編103分／2017年イギリス／英語／日本語字幕／提供：SDP  ©Modern Life Pictures Limited 2016

レコード店で“ブラー”のアルバムを手にした時に出会い、恋に落ちたリアムとナタリー。リアムは、デジタル
な音楽ダウンロードを忌み嫌い、アナログなレコードやCDを偏愛する売れないバンドマン。ナタリーは、
CDジャケットデザイナーの夢を諦め、二人の生活の為に広告会社で働くキャリアウーマン。共通の趣味
から同棲を始めたが、次第に生活はすれ違い、別れた二人はそれぞれの道へと歩み出すのだが…。

結婚間近の悪友ヘンリーの独身卒業祝いで、小さな港町を訪れた音楽プロデューサー・ダニーとその仲間
たちは、港で舟歌を楽しげに歌う漁師たちを見かける。歌う漁師たちこと“フィッシャーマンズ・フレンズ”
は、リーダーのジムを筆頭に、海の男たち10名からなるコーラスチームで、週1回、慈善コンサートを行う
程度の趣味バンド。そんな彼らをダニーは、上司の命令で嫌々ながらスカウトする事になるのだが…。

全国劇場公開作

全国劇場公開作



セレブを魅了する名門５つ星ホテルの秘密を明かす、感動ドキュメンタリー!!

7.3 Release ￥3,800（税抜）

名門ホテルに迫る!

ALBSD-2437／本編92分／2018年アメリカ／英語／日本語字幕／提供：ニューセレクト  ©2018 DOCFILM4THECARLYLE LLC.ALL RIGHTS RESERVED.

【Cast & Staff】ジョージ・クルーニー／ウェス・アンダーソン／ソフィア・コッポラ／トミー・リー・ジョーンズ／ジェフ・ゴールドブラム／ナオミ・キャンベル／ジャック・ニコルソン
ハリソン・フォード／ロジャー・フェデラー／ウディ・アレン／監督・脚本：マシュー・ミーレー『ニューヨーク・バーグドルフ 魔法のデパート』／撮影：ジャスティン・ベア／音楽：アール・ローズ

ALBSD-2423／本編88分／2018年ドイツ／英語・ドイツ語・フランス語・ロシア語・日本語／日本語字幕／提供：ニューセレクト ©2018 Emotional Network

【Cast & Staff】デヴィッド・ボウイ／クエンティン・タランティーノ／ペドロ・アルモドバル／ミヒャエル・ハネケ／サミュエル・Ｌ・ジャクソン／アンジェリーナ・ジョリー
スティーヴン・ホーキング／ダライ・ラマ／ネルソン・マンデラ／北野武 その他大勢／監督：ハーマン・ヴァスケ／製作：ハーマン・ヴァスケ、チャールズ・ベンダー
撮影監督：パトリシア・レヴァンドフスカ、エヴゲーニイ・レヴォ、サーシャ・レンデュリック

世界の天才に迫る！

5.2 RELEASE ￥3,800（税抜）

デヴィッド・ボウイ、タランティーノ、北野武 他、世界の偉人が多数出演！
クリエイティブ論の答えから人生のヒントを導く、知的ドキュメンタリー!!

ゴッホの美術品を世界一収集した富豪、ヘレーネ・クレラー＝ミュラー。
ヘレーネと美術関係者の目を通しゴッホを描く、アート・ドキュメンタリー！

6.3 RELEASE ￥3,800（税抜）

ALBSD-2430／本編90分／2018年イタリア／イタリア語・フランス語・英語／日本語字幕／提供：ニューセレクト  ©2018-3D Produzioni and Nexo Digital-All rights reserved

【Cast & Staff】特別出演・ナレーション：ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ（女優）／インタビュー出演：マルコ・ゴルディン（キュレーター）
パスカル・ポナフー（作家、美術史家）／リセッテ・ベルサース（クレラー＝ミュラー美術館館長）／監督：ジョヴァンニ・ピスカーリア／脚本：マッテオ・モネタ
美術史コンサルタント：マルコ・ゴルディン／音楽：レモ・アンツォヴィーノ／編集：ヴァレンティーナ・ギロッティ／製作総指揮：ヴェロニカ・ボッタネッリ

9.2 RELEASE

大統領に迫る!

￥3,800（税抜）   

ニューヨークの5つ星名門ホテル《ザ・カーライル
ア ローズウッド ホテル》大統領、英国王室、ハリ
ウッド・スターにも愛されるこのホテルの魅力とは?

タランティーノ、ダライ・ラマ、北野武など、世
界の超大物が続々登場!107名のインタビュー
映像から導き出される、成功の秘訣とは？

偉大な画家ゴッホの美術品を収集した
富豪、ヘレーネ・クレラー＝ミュラー夫
人。2人が残したコレクションと膨大な手
紙から明かされる芸術の深層とは？

人口345万人の小国ウルグアイの大統領ホセ・
ムヒカ。世界一貧しいと言われる大統領は、国民
の為に、どんな行動を起こしたのか？

ジョージ・クルーニー、ウディ・アレン 他、豪華スター多数出演!

ALBSD-2450／本編74分／2018年アルゼンチン・ウルグアイ・セルビア／スペイン語／日本語字幕／提供：ニューセレクト  ©CAPITAL INTELECTUAL S.A, RASTA INTERNATIONAL,MOE

【Cast & Staff】ホセ・ムヒカ／ルシア・トポランスキー／エレウテリオ・フェルナンデス＝ウイドブロ／マウリシオ・ロセンコフ
監督：エミール・クストリッツァ『アンダーグラウンド』／撮影：レオナルド・エルモー、セバスティアン・トロ／編集：スヴェトリク・ザイッチ／製作：ウーゴ・シグマン

『アンダーグラウンド』エミール・クストリッツァ監督最新作！
世界一貧しい大統領ムヒカの人柄と功績を追った、偉人ドキュメンタリー!!
『アンダーグラウンド』エミール・クストリッツァ監督最新作！
世界一貧しい大統領ムヒカの人柄と功績を追った、偉人ドキュメンタリー!!

ゴッホに迫る！



ALBATROS

NEW   RELEASE

INFORMATION

■アクション 

ザ・ビースト
8.5 RELEASE

ALBSD-2446／税抜￥3,800
本編97分／2020年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

人が獣を狩り、獣が人を狩
る、そして人が人を狩る
『フェイス/オフ』ニコラス・
ケイジ主演、灼熱のサバイ
バル・アクション!!

■アクション 

スコルピオン テロリスト制圧指令
6.3 RELEASE

ALBSD-2436／税抜￥4,800
本編96分／2018年ウズベキスタン／特典映像：予告編
 発売：ニューセレクト

我々が生きるこの世界に、
現実《リアル》に危機は存
在する!テロリストとの過
酷な戦いを鮮烈に描く、超
リアルアクション大作!!

■アクション 

KILLERS/キラーズ
4.3 RELEASE

ALBSD-2418／税抜￥3,800
本編92分／2019年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『フェイス／オフ』ニコラス・
ケイジ主演!『エクスペンダ
ブルズ』『ランボー』のプロ
デューサーが仕掛ける極上
のハードアクション!!

■アクション 

スピード・キルズ
6.3 RELEASE

ALBSD-2432／税抜￥3,800
本編102分／2018年プエルトリコ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『フェイス／オフ』ジョン・
トラボルタ主演＆製作総指
揮!『パルプ・フィクション』
の製作陣が放つ、実録クラ
イム・アクション!!

■アクション 

ザ・スパイ ゴースト・エージェント
9.2 RELEASE

ALBSD-2451／税抜￥4,800
本編121分／2019年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『T-34/レジェンド・オブ・
ウォー』アレクサンドル・ペ
トロフ主演!本国ロシアで大
ヒットを記録したノンス
トップ・スパイ・アクション!

■SF・アクション

サイキッカー 超人覚醒
7.3 RELEASE

ALBSD-2440／抜￥4,800
本編98分／2019年オランダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『ジーザス・クライスト・スー
パースター』テッド・ニーリー
出演!近未来超能力バトル
を革新的ＶＦＸで描く傑作Ｓ
Ｆアクション!!

■SF・アクション

ウォーズ・オブ・ギャラクシー
4.3 RELEASE

ALBSD-2421／税抜￥4,800
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

『スター・ウォーズ/スカイ
ウォーカーの夜明け』大
ヒットでＳＦ映画が熱い!銀
河最終決戦!!最強スペース
ＳＦアクション降臨!!!

■SF・パニック

アルマゲドン2020
7.3 RELEASE

ALBSD-2442／税抜￥4,800
本編85分／2020年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

今度こそ地球は消滅してし
まうのか!人類の明日を賭け
た戦いが今年もはじまる!
SFパニックの金字塔、超人
気シリーズ最新作!!

■アドベンチャー・アクション

レジェンド・オブ・キングダム
9.2 RELEASE

ALBSD-2456／税抜￥4,800
本編80分／2020年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

4つの石を手に入れて、魔王
シャドワーを倒し、王国を取
り戻せ!あなたを魔法と冒
険の世界に誘う、アクショ
ン・アドベンチャー超大作!

■アドベンチャー・アクション

ファイナル・レベル エスケイプ・フロム・ランカラ
5.2 RELEASE

ALBSD-2429／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

『ジュマンジ/ネクスト・レベ
ル』ヒットで“難易度ＭＡＸ”
冒険ムービーが熱い!懐か
しのアーケードゲームの世
界でバーチャル体験!!

■戦争・アクション

バルカン・クライシス
5.2 RELEASE

ALBSD-2428／税抜￥4,800
本編129分／2019年ロシア・セルビア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

1999年コソボ紛争勃発“空
港制圧作戦”の全貌を完全
映画化!兵器は全て本物!!
巨匠クストリッツァ監督の
演技も必見の戦争巨編!!!

■戦争・アクション

ミッドウェイ 運命の海
8.5 RELEASE

ALBSD-2449／税抜￥4,800
本編98分／2019年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『ローグ・ワン／スター・
ウォーズ・ストーリー』マイ
ケル・フィリップスＪｒ監督!
『ＭＩＤＷＡＹ』に続く、傑作戦
争アクション!!

■戦争・アクション

脱走特急
7.3 RELEASE

ALBSD-2439／税抜￥4,800
本編140分／2019年ロシア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ソ連第48鉄道隊。彼らの勇
気が“いのち”を運んだ!第
2次大戦史の知られざる実
話を壮大なスケールで描
く、戦争アクション大作!!

■ホラー

ゴーストホーム・アローン
4.3 RELEASE

ALBSD-2419／税抜￥4,800
本編92分／2019年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『ホーム・アローン』×『ゴー
ストバスターズ』×『 IT／
イット』世界の映画祭で
【24部門受賞】の傑作ジュ
ブナイル・ホラー!



■サスペンス

グッド・シリアルキラー
6.3 RELEASE

ALBSD-2433／税抜￥4,800
本編97分／2018年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

『ゲット・アウト』の“稀代のホ
ラーメーカー”ジェイソン・
ブラム製作!世界の映画祭
で大絶賛の傑作“殺人鬼”
スリラー!!

■ホラー・アクション

バトル・インフェルノ
9.2 RELEASE

ALBSD-2455／税抜￥4,800
本編95分／2019年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

【シッチェス・カタロニア国
際映画祭作品賞】ノミネー
ト!『ヴェノム』ＶＦＸスタッフ
が手掛ける“悪魔”と“驚愕”
の生配信ムービー!!

■ホラー・アクション

ワールドエンド・サーガ
6.3 RELEASE

ALBSD-2435／税抜￥4,800
本編90分／2018年ドイツ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

【ベルリン国際映画祭】女優
賞受賞トリーヌ・ディルホム
出演!トロント国際映画祭ほ
か数々の国際映画祭で大絶
賛の傑作ゾンビムービー!!

■ホラー・アクション

デッド・シティ
5.2 RELEASE

ALBSD-2426／税抜￥4,800
本編97分／2019年ベネズエラ・メキシコ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

世界各国映画祭で大絶賛!
南米ベネズエラを舞台に
“カオスチックなスラム街”
と“壮大な大自然”が交錯す
る、異色ゾンビムービー!!

■ホラー

ブラインデッド
7.3 RELEASE

ALBSD-2441／税抜￥4,800
本編82分／2018年カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

世界の映画祭が震撼 !“盲
目男”と“妊婦警”が最恐ゾ
ンビに挑む!!ゾンビ映画史
上最高難易度のサバイバ
ル・ゾンビホラー!!!

■サスペンス

ダブル・サスペクツ
8.5 RELEASE

ALBSD-2448／税抜￥4,800
本編120分／2019年フランス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

【カンヌ国際映画祭作品
賞】ノミネート!『OO7/ノー・
タイム・トゥ・ダイ』レア・セ
ドゥ主演!!名匠が放つ、衝
撃サスペンス!!!

■ファミリー・ドラマ

ダイナソー・デイナ 絵本から出たティラノサウルス
8.5 RELEASE

ALBSD-2447／税抜￥1,900
本編77分／2020年アメリカ・カナダ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

ティラノサウルス・スピノサ
ウルス…人気の恐竜大集
合!迷子の赤ちゃん恐竜を救
え!!大興奮のタイムスリッ
プ恐竜アドベンチャー!!!

■ファミリー・アニメ

キャプテン・プードル
7.3 RELEASE

ALBSD-2438／税抜￥1,900
本編96分／2020年オーストラリア
発売：ニューセレクト

『ペット』『ＳＩＮＧ／シング』
に続く、痛快アニマルアニ
メ !心はウルフ見た目は
プードルの半人前が、仲間
の犬たちと奇跡を起こす!!

■アジア・アクション

スピード・スクワッド ひき逃げ専門捜査班
5.2 RELEASE

ALBSD-2425／税抜￥3,800
本編133分／2019年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

演技派リュ・ジュンヨル『タ
クシー運転手』人気アイドル
グループSHINeeキム・キボ
ム出演!『新感染』武術監督が
送る傑作暴走ムービー!!

■エロス・サスペンス

デンジャラス・インテンションズ
4.3 RELEASE

ALBSD-2420／税抜￥3,800
本編92分／2019年イタリア／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

2人の男と1人の女…。罪に
堕ちた男と女の、危険すぎ
る《ゲーム》とは?痺れる官
能!背徳の誘惑!!衝撃のエロ
ティック・サスペンス!!!

■アジア・サスペンス

悪魔は見ていた
9.2 RELEASE

ALBSD-2452／税抜￥3,800
本編98分／2019年韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

韓国にて劇場公開時・初登
場8位のスマッシュ・ヒット
を記録!閉ざされた空間で
繰り広げられる、絶体絶命
サスペンス・スリラー!!

■エロス・サスペンス

プリズン・ルーム
5.2 RELEASE

ALBSD-2427／税抜￥3,800
本編115分／2016年フランス／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

突如自宅に監禁されたスー
パーモデル!謎の男が仕掛
ける残虐な罠“トリック”!!
“逃げ場なし”の傑作“家宅
侵入”スリラー!!!

■エロス・サスペンス

イージーラブ
9.2 RELEASE

ALBSD-2453／税抜￥3,800
本編92分／2019年ドイツ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

【ベルリン国際映画祭】
【チューリッヒ国際映画祭】
正式参加作品!ドキュメンタ
リーの名手が放つ、嫉妬と
愛欲のリアル・エロス!!

■エロス・アクション

ネイキッド・ビースト
6.3 RELEASE

ALBSD-2434／税抜￥3,800
本編99分／2019年アメリカ／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

動物公園に隠された秘密の
実験施設に、監禁され実験
台にされる6人の女たち…。
超過激バイオレンス・エロ
ティック・アクション!

■邦画・エロス

日韓恋愛慕情 レイナに逢いたくて
9.2 RELEASE

ALBSD-2454／税抜￥3,800
本編79分／2018年日本・韓国／特典映像：予告編
発売：ニューセレクト

どうしても君に触れたい…。
恋した娘は日本のＡＶ女優
だった!人気セクシー女優伊
東ちなみ主演、日韓合作エ
ロティック・ストーリー!!



アカデミー賞外国語映画賞選出の名匠、クラウス監督最新作!
絵画に魅せられた男がたどり着く“本当の価値”を描く、感動作!!

8.5 RELEASE ￥3,800（税抜）

ALBSD-2443／本編95分／2018年フィンランド／フィンランド語・スウェーデン語・英語／日本語字幕／提供：ニューセレクト/クロックワークス  ©Mamocita 2018

【Cast & Staff】ヘイッキ・ノウシアイネン『ヤコブへの手紙』／ピルヨ・ロンカ／アモス・ブロテルス／ステファン・サウク／ペルッティ・スヴェホルム／ヤコブ・オーマン
クリストファー・モラー／イーロ・リタラ／監督：クラウス・ハロ『ヤコブへの手紙』／脚本：アナ・ヘイナマー／製作：カイ・ノルトベルク、カーレ・アホ／音楽：マッティ・バイ
撮影監督：トゥオーモ・フートリ／劇中絵画「キリスト」制作：イゴール・イェヒーモフ

ALBSD-2424／本編88分／2018年フランス／フランス語／日本語字幕／提供：セテラ・インターナショナル
©RAOUL TABURIN 2018 - PAN-EUROPÉENNE - FRANCE 2 CINÉMA - AUVERGNE-RHÔNE-ALPES CINÉMA - BELLINI FILMS - LW PRODUCTION -
VERSUS PRODUCTION - RTBF (TELEVISION BELGE) - VOO ET BE TV

【Cast & Staff】ブノワ・ポールヴールド『神様メール』『ありふれた事件』／スザンヌ・クレマン『Mommy/マミー』『わたしはロランス』／エドゥアール・ベール『モリエール 恋こそ喜劇』
グレゴリー・カドボワ『グッバイ・ゴダール！』／監督・脚色：ピエール・ゴトー／原作・脚色協力：ジャン＝ジャック・サンペ『プチ・ニコラ』／脚本：ギヨーム・ローラン『アメリ』

5.2 RELEASE ￥3,800（税抜）

『アメリ』脚本家　『プチ・ニコラ』作家の豪華コラボ！
人生を揺るがす秘密を隠す男の騒動を、笑いと涙で描く感動作!!

人気イラストレーター・ごめんの漫画を、期待の若手俳優陣で映画化!
同じように続く思春期の日常を繊細かつ残酷に描く、次世代青春映画!!

ALBSD-2444／本編95分／2019年日本／日本語／提供：ニューセレクト　©2019「夏の夜空と秋の夕日と冬の朝と春の風」製作委員会

【Cast & Staff】市原隼人／齊藤なぎさ／鈴木伸之／飯豊まりえ／平田薫／池田旭広／大谷史土／松本一沙／一木花漣／宮世琉弥／萩原護／岩佐真悠子／松田るか
安井順平／麻木玲那／友秋／モロ師岡／袴田吉彦／こくぼつよし／原日出子／企画・監督：向井宗敏／脚本：向井宗敏・三谷伸太朗／プロデューサー：伊藤正美、松本光司
仲山雅也／撮影：吉沢和晃／照明：本間光平／録音：高島良太／美術：山下修侍／助監督：湯本信一／アクション指導：屋宜一隆

市原隼人、齊藤なぎさ（＝LOVE）、鈴木伸之、飯豊まりえ
俳優、アイドル界で知名度を誇る豪華キャスト陣で贈る、感動ドラマ！

6.3 RELEASE ￥3,800（税抜）

ALBSD-2431／本編86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映画「左様なら」製作委員会

【Cast & Staff】芋生悠『恋するふたり』／祷キララ『Dressing Up ドレッシング・アップ』／平井亜門／日高七海／夏目志乃／白戸達也／石川瑠華／大原海輝
田中爽一郎／加藤才紀子／近藤笑菜／こだまたいち『アイネクライネナハトムジーク』／監督・脚本：石橋夕帆『ぼくらのさいご』／原作：ごめん／撮影：荻原脩
編集：小笠原風／助監督：田中麻子、泉志乃／スチール・宣伝美術：柴崎まどか／主題歌：佐野千明/企画協力：直井卓俊

8.5 RELEASE ￥3,800（税抜）

男を支える家族の愛
南仏プロヴァンスの美しい村に暮ら
す伝説の男・タビュラン。自転車の曲
芸乗りで村人から称えられている英
雄は、ある秘密を隠していて…

クラスメートに秘めた愛
平凡な日々を過ごす、普通の女子高生・由紀
と友人の綾。突然訪れた綾の死で由紀の日
常は狂い出し、周囲から孤立してしまい…

絵画と家族が結ぶ愛
家族を捨てた老美術商のオラヴィが
出会った、作者不明の絵画。何の保証
もない絵画購入に、引退間際の男は
“最後の大勝負”に挑むのだが…

男女が織りなす、恋人との愛
日常の中にある男女の出会いと別れ。
1歩前に踏み出す瞬間を、四季とともに
描き出す4つの物語


	1
	2
	3
	4
	5
	7
	8
	6

