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ショートショート実行委員会／ショートショート アジア実行委員会 

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2010 

世界中のショートフィルムを上映する「ブリリア ショートショート シアター」限定プログラム！ 

フランス映画祭セレクトの最新短編作品集上映 6 月 12 日（土）19：20～21：10 

韓国ミュージッククリップ特集 6 月 16 日（水）19：20～21：10 

米国アカデミー賞公認、 日本発・アジア最大級の国際短編映画祭 「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア （略称： 

SSFF & ASIA）」（代表：別所哲也）では、6月 12日（土）～6月 20日（日）までブリリア ショートショート シアター（横浜市 

西区みなとみらい 5-3-1 フィルミー2F）にて、フランス映画祭 2010 で紹介された最新の短編作品集と、SSFF & ASIA では大人 

気恒例プログラムとなっている韓国ミュージッククリップを限定上映いたします。 

※上映時間は、変更になる可能性があります。 

★ ★ フ フレ レン ンチ チシ ショ ョー ート ト特 特集 集 

今 今年 年も も横 横浜 浜開 開催 催限 限定 定で でフ フラ ラン ンス ス映 映画 画祭 祭が がセ セレ レク クト トし した たシ ショ ョー ーフ フィ ィル ルム ムを を上 上映 映！ ！ 
今年 3/18～22まで六本木ヒルズで開催された「フランス映画祭 2010」がセレクトしたショートフィルム作品を、特集上映しま 

す。横浜開催限定プログラムとなります。 

目玉作品は、第 35 回セザール賞短編映画部門にノミネートされた、『ドンデ エスタ キム・ベイシンガー？』、巨匠クロード・ 

ルルーシュ監督のご子息シモン・ルルーシュ監督作品『7.57 am-pm』、そしてブルース・リーファン必見『燃えよ、プチ・ドラ 

ゴン』など盛りだくさんの内容です。 

35mm フィルムの上映となり、フランス映画の醍醐味を味わえる特別プログラムとなっています。 

『ひよこちゃん、いくら？』 
人気シンガーのイエレ扮する迷子の女性ルイー 

ズ、 大きなひよこの格好をした若い男性と出会う。 

奇妙で、心温まる、ありえそうもない出会い。途 

方に暮れたふたりは、少しの時間を共有する。 

『ゴルディーニ車にのった男』 
70 年代末、ある架空の郊外のコスチュームは、下 

着、ズボンなし、オレンジの上着のみ。ムッシュ 

ーR とその妻は、ラディカルな服飾革命のため、 

オレンジ一色の全体主義を襲撃！ ポップで風刺 

の効いたアニメーション。 

『ドンデ エスタ キム・ベイシンガー？』 
マーカスとアントワーヌの兄弟は、いとこの結婚 

を祝うため、アルゼンチンに降り立った。マーカ 

スはとても陽気だが、アントワーヌは彼女に振ら 

れたばかり。マーカスは落ち込んでいる弟を励ま 

すために大騒ぎをする。 
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★ ★ 韓 韓国 国ミ ミュ ュー ージ ジッ ック クク クリ リッ ップ プ特 特集 集 

韓 韓流 流大 大ヒ ヒッ ット トド ドラ ラマ マ「 「冬 冬の のソ ソナ ナタ タ」 」の のパ パク ク・ ・ヨ ヨン ンハ ハ主 主演 演 超 超感 感動 動大 大作 作か から ら最 最新 新作 作品 品ま まで で！ ！！ ！ 
今年は韓国映像業界を牽引するチャン・ジェヒョク監督の作品を特集。涙なしには観られないパク・ヨンハ主演、オールスイス 

ロケの力作はじめ、日本初公開作品を集めました。KNTV K-POP NAVI とのコラボレーションで、これまで以上に豪華に、K-POP 

（韓国大衆音楽）のミュージックビデオの世界にいざないます。 

今年のメインは、昨年大ヒットした、韓国を代表する男性シンガーで、今年は日本でも中野サンプラザで単独公演を行い、チケ 

ットが SOLD OUT になる人気を集めているパク・ヒョシンが歌う、ヒット曲「愛した後に」のミュージックビデオをディレクタ 

ーズカットでご紹介。人気俳優のパク・ヨンハが主演し、全編スイスロケを行った、感動巨編をスクリーンでは初上映します。 

ゲストとして、この作品の監督で、韓国を代表するミュージックビデオ界の巨匠、チャン・ジェヒョク監督を迎え、トークショ 

ーやティーチインも行う予定です。ＭＣは、INTER FM のパーソナリティーとしてもおなじみ、古家正亨さんが担当します。 

また、今年日本でもブームが始まった、韓国のガールズグループ「WONDERGIRLS」のミュージックビデオにもスポットをあてる 

予定です。 

■古家 正亨（ふるや まさゆき） 
ラジオ DJ/テレビ VJ/K-POP レーベル「OLDHOUSE」代表取締役 

10 年以上前からラジオで K-POP 専門番組をスタートさせ、現在はテレビ 3本、ラジオ 3本、 

K-POP 関連連載を 5つ持つなど、日本における K-POP 普及活動に力を入れる。 

2009年には、日本における K-POP 普及活動に対し、韓国政府より文化体育観光部長官褒章を受章。 

近書「ALL ABOUT K-POP」（ソフトバンク 6 月 15日発売）など。 

■日本初！映画祭と連動した、世界中のショートフィルムを上映するブティックシアター 

「ブリリア ショートショート シアター」 
短編上映の常設映画館が皆無に等しい中、将来の映画界を担う新しい才能の発掘手段としての出発点として位置することを目的としています。 

米国アカデミー賞公認短編映画祭「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」で上映されたコンテンツも上映。国際映像文化事業と 

しても、注目を集めるショートフィルムの活性、発信を活性化し、世界にも通じる高いレベルの映像作品をみなさまと共有したいと考えていま 

す。 

〒220-0012 横浜市西区みなとみらい 5-3-1フィルミー2F 

TEL：045-633-2151 HP：http://www.brillia-sst.jp/ 

■一般のお問い合わせ先 

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（略称：SSFF & ASIA）事務局 

TEL：03-5474-8844 

※ 上映当日の取材も可能です。お気軽にお申し付け下さい。 

■報道関係の皆様からのお問い合わせ先（作品写真紙焼き・ポジ、作品 VTRその他の資料の貸出等もお申し付け下さい） 

＜ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2010 PR 事務局＞ 
株式会社スパイスコミニケーションズ（内） 担当：渡辺、浅野 

TEL：03-6230-0519 FAX：03-6230-0524 e-mail : watanabe@spice-japan.com 

『NOBODY』 WONDERGIRLS 
監督：チャン・ジェヒョク、出演：WONDERGIRLS 

2009 年、アメリカデビューも果たし、ビルボード 100入りを果 

たした、女性アイドルグループ、WONDERGIRLS の最新曲 MV。 

1970 年代のモータウンを意識した映像作りが高く評価され、 

2009年の韓国の各ミュージックビデオアワードで作品賞を総 

なめした作品。米国映画「DREAMGIRLS」や韓国映画「GOGO70'S」 

にオマージュを捧げている。 

『愛した後に』 パク・ヒョシン（ディレクターズカット版） 

監督：チャン・ジェヒョク 

出演：パク・ヨンハ、パク・ヒョシン 

人気俳優パク・ヨンハが、公私共々仲の良い韓国の人気歌手パク・ 

ヒョシンの最新曲のミュージックビデオに出演し話題を集めたその 

作品。全編スイスロケを敢行した、そのスケールのある映像に息を 

のむ。


