
2017年4月18日 
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 

報道関係各位 

  
東京発ショートフィルムの祭典 ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2017  

アジア最大級の国際短編映画祭開催！ 〈開催期間：6月1日（木）～6月25日（日）〉 

世界から集まった9,000作品より厳選されたラインナップ発表！ 

日本初上映！カトリーヌ・ドヌーヴら時代を彩ったフランスの 
名女優4人が出演作品『4XD』 

監督：Philippe Labro / フランス / 11:23 / 1964  

本リリースの記載事項は変更になる可能性がございます。 

SSFF & ASIAグランプリ作品初のアカデミー賞オスカー受賞作『合唱』ほか、 

日本初公開 カトリーヌ・ドヌーヴ出演作など、約250作品を上映 

【主な作品情報】 

第89回（2017）米国アカデミー賞短編実写部門受賞！ 
SSFF & ASIA 2016グランプリ作品 『合唱』（Sing） 

監督：クリストフ・デアーク / ハンガリー  / 25:00 / 2015  

おとなしい10歳の少女ジョフィーは転校したばかり。最初は少し慣れなかったがすぐに

校内で有名な合唱団に入ることを決め、人気者のクラスメイト、リザと仲良くなる。 

ほどなく、彼女たちは一致団結して合唱団の指揮者である先生に立ち向かうことに 

なる。彼女は見た目と違い、本当は意地悪な人物だった。 

※スペシャルプログラム内「アカデミー賞部門」で上映 

※スペシャルプログラム内「フランス映画祭2017～短編作品集」で上映 

1964年、フィリップ・ラブロは、まだひとつも映画を監督したことがなかった。それにも関わら
ず、ユニフランスは駆け出しの4人の女優、ミレーユ・ダルク、マリー・デュボワ、カトリーヌ・ド
ヌーヴ、フランソワーズ・ドルレアックを世界に売り込むため、フィリップに撮影を依頼した。  

今年初創設！”ちがいをちからに変える街”渋谷区が贈る「Shibuya Diversity Award」 

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2017の作品ラインナップが決定しましたのでお知らせします。 

開催19回目となる今年は、世界140を超える国と地域から約9,000本の作品応募があり、その中から厳選された約250作品を、

部門ごとに優秀賞を決定する8つのコンペティションと、その他作品カテゴリーごとに分けられた15のスペシャルプログラム内で上映します。 
 

日本で唯一の米国アカデミー賞公認短編映画祭でもある本映画祭では、昨年のオフィシャルコンペティションでグランプリを獲得した

『合唱』が、第89回米国アカデミー賞短編実写部門で初めてオスカーを受賞しました。それに伴い、今年も「アカデミー賞プログラム」内

で上映することが決定しております。また、今年初となる新たな取り組みとして、「ちがいを ちからに 変える街。渋谷区」を基本構想に

掲げ、ダイバーシティとインクルージョンに力を入れる渋谷区とタイアップした『Shibuya Diversity Award』を設立します。LGBTや難

民問題などをテーマにしたショートフィルム作品を集め、優れた作品にアワードを授与する他、一般無料上映します。 

報道関係者様向けのオープニングセレモニーは6月1日（木）、一部を除く、各部門の優秀賞・グランプリ作品は6月11日（日）に

行われる授賞式で発表となります。 

渋谷区とSSFF ＆ ASIAとが協力し、区基本構想の普及啓発活動の一環と
して、ダイバーシティとインクルージョンをイメージしたショートフィルムをプログラム化。
あらゆる人たちが自分らしく生き、価値観を認め合い、混ざり合うことで、新しい
力が生まれる街渋谷を創造します。また、ノミネート作品のうち1作品が
Shibuya Diversity Awardとして選出されます。 
※アワードは、6/1（木）渋谷ヒカリエにて開催予定のオープニングセレモニーで発表します。 

『プリンセスボーイ』 
監督： Sosi Chamoun / スウェーデン / 8:34 / 2016 
僕だってドレスを着て可愛くなりたい！ 
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 SSFF & ASIAでお楽しみいただける上映プログラムは、部門ごとに優秀賞が決定される『コンペティション』と、国別や世の中の関心

テーマごとに分けられた『スペシャルプログラム』との、大きく2つに分かれております。 

 また、『コンペティション』のなかでも、インターナショナル部門、ジャパン部門、アジアインターナショナル部門の3部門を指して『オフィシャ

ルコンペティション』とし、3部門の優秀賞からグランプリが決定します。選ばれたグランプリ作品は、次年度の米国アカデミー賞短編部門

ノミネート選考対象となります。 

【上映プログラムの構成】 

それぞれの出品作品を、会期中各会場にて、100分間ずつの時間枠で無料上映します。 

グランプリ 

インター 
ナショナル 
部門 

CG 
アニメーション 

部門 

※次年度、米国アカデミー賞短編部門ノミネート選考対象作品 

優秀賞 各部門で 
優秀賞 優秀賞 

優秀賞 
（環境大臣賞） 
J-WAVEアワード 

観光映像 
大賞 

オフィシャルコンペティション 

一部を除く、各部門の優秀賞・グランプリ作品は6月11日（日）の 

アワードセレモニーで発表予定 

2016年のグランプリ作品『合唱』は第89回米国アカデミー賞短編実写部門でオスカー初受賞 

コンペティション 

各部門で優秀賞と副賞 
（東京都知事賞） 

アジア 
インター 
ナショナル 
部門 

ジャパン 
部門 

東京都知事賞 

ミュージック 
ショート＆ 
ビデオ部門 

地球を救え！ 
部門 

supported  
by リンレイ 

SSFF×地域 
プロジェクト 

Cinematic  
Tokyo 

Branded 
Shorts 

of the year 

Branded 
Shorts 

スペシャルプログラム 

 
シネマファイターズ 

 
Shibuya Diversity プログラム 

今年初 
 

Cinema TEC!プログラム 
アカデミー賞プログラム 

カンヌプログラム 
韓国・アシアナ国際短編映画祭 

プログラム 
台湾・高雄国際映画祭プログラム 

エジンバラ短編映画祭 
プログラム 

デンマーク特集 キッズプログラム 

フランス映画祭2017～ 
短編作品集 

戦争と生きる力プログラム 
supported by 赤十字 

FutureCity  
Yokohama  

Award 授賞式とノミネート作品 

ファッションショートプログラム アンダーズ東京プログラム 

今年初 映画祭テーマ 

今年初 
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『彼女とTGV』 

監督：ティモ・ヴォン・グンテン / スイス / 30:00 / ドラマ / 2016 

エリス・ラフォンテインにはもう何年も続けている秘密の習慣があった。それは毎日、朝と夕方

に彼女の家の横を通り過ぎる急行電車に手を振ること。ある日彼女は庭で列車の車掌から

の手紙を見つける。そしてその手紙によって彼女の孤独だった人生が大きく変わりはじめる。 

別所哲也、LiLiCoもおすすめ！米国アカデミー賞短編実写部門ノミネート作品 
ジェーン・バーキン主演『彼女とTGV』（La Femme et Le TGV）上映 

【ミュージックショート＆ビデオ部門】 

【アカデミー賞プログラム】 

河瀨直美監督も期待を寄せる『カンヌプログラム』！ 

各コンペティション、スペシャルプログラムから注目作品をご紹介！ 

【カンヌプログラム】 

【Cinematic Tokyo部門】 

鳥居みゆきさんが雪女役に挑戦！夏に憧れた雪女の物語―。 
2016年、第二回ブックショート部門の大賞の脚本を映像化！ 

【ジャパン部門 特別上映作品】 

『ラ・ラ・ランド』でアカデミー賞主演女優賞受賞エマ・ストーン出演作品 
『Anna』を日本初上映！ 

フランスの名女優イレーヌ・ジャコブ、タイの国民的スター、ジェームス・ジラユら出演 
東京の魅力を国内外に発信するためのショートフィルムが完成！ 

昨年カンヌで観たショートフィルムの数々は、そのどれをとっても独創的なものばかりだった。短い時間の中で、観

客が素直に感動できるものもあれば、深く心に響くものまで多種多様。そんな中から今回は厳選された作品が

届くという。日本で鑑賞できるカンヌプログラムに乞うご期待！ 河瀨直美（映像作家） 

『アラン・ワールド』   
監督：Jac Clinch / イギリス / 8:47 / アニメーション / 2016 
アラン・ブラウンは特殊能力で物事を予知することができた。人間の運命や…あるいは朝
ごはんも。でもウェンディはその“１つ先を読む能力”との結婚生活に耐えられなくなっていた。 

【cinema TEC! プログラム】 

『インサイド・スコセッシ』  
監督：Patrick Smith / アメリカ / 5:20 / アニメーション / 2016 
1990年８月３日、『グッドフェローズ』が公開される数週間前、T.Jはマーティン・スコセッ
シの紹介文をロサンゼルスタイムズ サンデーマガジンに掲載するため、本人と会っていた。 

マーティン・スコセッシが映画作りを語る。 

『Anna』    
監督： Brantley Gutierrez / アメリカ  / 4:05 / ドラマ / 2015 
この作品では、エマ・ストーンが象徴的な女王、Maryとしてカリフォルニアのロングビーチで踊
る。MTV ミュージックアワードにノミネートされたRyan Heffingtonが振付を務めた。
Arcade Fireの Will Butlerの楽曲。 

『HOME AWAY FROM HOME』 

原案：アルフォンソ・トーレ / 監督：真壁幸紀（ROBOT）/ 音楽：蓮沼執太 

日本 / 12:36 / ドラマ / 2017 

タクシー運転手、少女、バックパッカーはそれぞれの故郷であるアフリカ、ヨーロッパ、東南ア

ジアに繋がる幻想的な東京を旅する。その旅には、アキコという日本人の女性がいる。一方、

パリにいる作家は、東京で出会ったアキコの事を思い出し、執筆を始めた。 

『ユキの異常な体質 / または僕はどれほどお金が欲しいか』 

原作：大前粟生 / 監督：塩出太志 / 日本 / コメディ / 2017 

記録的な吹雪の日、突然ひとりの女が部屋に現れた。女がふぅっと息を吹きかけると、ねむ
っていたパパの顔がみるみるうちに青ざめていって、死んだ。女は次の冬にも部屋にやってき
てパパを殺した。そして僕はお金目当てで女と暮らしはじめて、ある朝起きるとバケツのなか
に水がたまっていた。 
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各コンペティション、スペシャルプログラムから注目作品をご紹介！ 

【地球を救え！部門 supported by リンレイ】 
 

【戦争と生きる力プログラム supported by赤十字】 

『今、見えるもの』  
監督：Rebecca Manley / イギリス  
環境で遊ぶのはもうやめませんか？ 

『西部劇と難民』  
監督：David Freid / アメリカ  
スウェーデンにある西部劇テーマパークが閉鎖中の冬、シリアの内戦に
よる難民を受け入れた。 

『殺し屋』 
監督：アンドレイ・タルコフスキー / ソビエト連邦  
米国の田舎町に現れた殺し屋と殺される男をめぐる物語。 

アンドレイ・タルコフスキーが脚本・出演も兼ねた初監督作品を上映！ 
原作はアーネスト･ヘミングウェイの同名短篇小説 

【インターナショナル部門 特別上映作品】 

【アジア インターナショナル部門 特別上映作品】 

『Frame in Love』 
監督：Won Jun Lee / 韓国  
撮影を終えて帰ってきたボーイフレンドに対し、不満気な様子のジソン。最近あまり会話を
していないから、今回のことも何かの言い訳だったらと不安に感じ、ついには撮影チームにま
で探りを入れることに。どうしても彼の話が信じられないまま、ジソンのいらだちは募っていく。 

ユアン･マクレガーの声で伝える、環境破壊についてのショートフィルム。 

地球上のどこかでは今この時も、戦闘やテロ、都市型暴力の 
犠牲になっている人たちがいる。 

ハン・スンヨン、イ・ハクジュ、ヒョンリほか日韓で活躍する俳優陣が出演！ 

【第6回観光映像大賞】 

各都道府県で制作されている観光プロモーション映像・ビデオで、“観光復興”という観点で最も創造性、復興性、話題性に優れ
た作品に贈られる賞。今年は全国から612作品が集まりました。エントリー作品は、旅が始まるきっかけサイト「旅もじゃ」 
にてご覧いただけます。大賞作品は映画祭内のイベントにて発表します。 

【インターナショナル観光映像大賞】 

2017年新設。「海外」の優れた観光プロモーション映像・動画を日本に紹介するアワード。海外の事例から学ぶことで、国内の
地域プロモーション映像の発展に貢献することを目的としています。日本を除く世界各国で制作された作品が対象となります。 
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会期中のイベント情報 

【Hulu presentsトンコハウスの旅 2017】 

最新作『ピッグ - 丘の上のダム・キーパー』Huluでの配信を今夏に控え、本作品の制作メンバーが来日！ 
  

2015年米国アカデミー賞短編アニメ賞ノミネート作品『ダム・キーパー』。今夏、エリック・オーを監督に迎え、本作のピッグとフォックス

が日常で発見する友情や学びを、可笑しく切なく描くショートシリーズ『ピッグ - 丘の上のダム・キーパー』が今夏、Huluで配信されま

す。本作品を制作したアニメーションスタジオ、トンコハウスのメンバーが来日し、今まで手がけてきた作品のご紹介や、これからの構想

について語り合います（※登壇者は変更の可能性がございます）。 

日時：6月18日（日） 17：50～19：40 

会場：iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ 

料金：無料 

■トンコハウスとは 

「トンコハウス」は、堤大介とロバート・コンドウの二人が設立したアニメーションスタジオです。ピクサーでアートディレクターとして、「トイ・

ストーリー3」や「モンスターズ・ユニバーシティ」のアートワークを手がけた二人が、純粋につくることを楽しみ、チャレンジし続ける環境を

求めて2014年に新たなスタートを切りました。そんな二人が2013年初めて監督としてゼロから制作に挑んだ「ダム・キーパー」は、

2015年のアカデミー賞にノミネートされ、日本でも大きな話題となりました。この作品は、世界各地の映画祭で20以上の賞を受賞

し、ベルリン国際映画祭をはじめ各国の映画祭で公式出品作として多数上映されるなど、世界から高く評価されています。また、現

在、宮城県石巻市にある石ノ森萬画館では、特別企画展 トンコハウス展「ダム・キーパー」の旅が6月25日（日）まで開催中。 

（左）総監督：堤大介（中央）監督：エリック・オー 
（右）総監督：ロバート・コンドウ  

企業や広告会社が制作したブランディングを目的として作られた 
ブランデッドムービーを特集上映！ 

【BRANDED SHORTS】 

■上映に関する概要 
SSFF ＆ ASIAが選ぶ国内外のブランデッドムービーを上映いたします。広告とは一線を画した、各企業や団体が制作したハイク
オリティな作品を鑑賞いただける多様なラインナップをご用意しています。上映作品の中から、７つの視点を基に各審査員が最も
評価した日本作品、海外作品にBranded Shorts of the Yearを授与いたします。 

 

上映期間： 6月５日（月）～6月9日（金） 

会場：アンダーズ東京 Andaz Studio（東京都港区虎ノ門1-23-4虎ノ門ヒルズ 51F） 

料金：無料 

 
■イベントに関する概要 
ブランデッドムービーの知見が深い著名なクリエイターを招聘するグローバルカンファレンスや、動画マーケティングの先進企業である、
ネスレ日本の新作ショートフィルム完成発表会など開催します。 
 
日 時 ：2017年6月7日（水）14：30～17：45 ※途中休憩有 
（①グローバルカンファレンス、②ネスレ日本新作ショートフィルム完成発表会、③「Branded Shorts of the Year」授賞式） 
会 場 ：act*square恵比寿（東京都渋谷区恵比寿４-１９-１９） 
料 金 ：無料 
 
※上映・イベントへの参加予約は公式ページにて公開しております。URL：http://brandedshorts.jp/2017 
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会期中のイベント情報 

EXILE HIROプロデュースのEXILE TRIBE×SSFF & ASIAコラボ企画 
『CINEMA FIGHTERS』より、6作品が本映画祭でプレミア上映 

ショートフィルムの総合ブランド「ShortShorts」と、21世紀の日本のエンターテインメントシーンを
牽引するアーティスト集団「EXILE TRIBE」が所属するLDH JAPANがタッグを組み、数々のメ
ジャーアーティストの作詞を手がける小竹正人氏の世界観を具現化する音楽と映像の新しいプロ
ジェクトです。 

【CINEMA FIGHTERS 概要】 

■プロジェクト名：CINEMA FIGHTERS （シネマファイターズ） 

■クレジット：（C）2017 CINEMA FIGHTERS  

■上映時間：94分 （全6作品） 

■CINEMA FIGHTERS特設サイト：http://shortshorts.org/2016/cinemafighters/ 

■公開表記:６月１日（木）、 ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2017 のオープニング作品としてプレミア上映 

        ※開催期間中、各会場にて上映予定。 

■チケットの申し込みについて： 

 ・プレミアチケット SSFF & ASIA 2017 オープニングセレモニー舞台挨拶付上映 

  チケット販売開始：4/29（土） 料金：2500円 

 ・開催期間中の上映 

    事前予約開始：4/18（火）  料金：無料   ※詳細はHPを参照ください 

未来の暮らしは、夢見た映像の先に。 

SSFF & ASIAと横浜市は、国内外に対する「環境未来都市・横浜」の普及啓発

活動の一環として、映画祭内に横浜の名を冠した「FutureCity Yokohama 

Award」を2013年に設立しました。SSFF & ASIA応募作品の中から、環境配

慮と先端技術による未来のまちやライフスタイルをテーマに選ばれた作品が選考対

象作品となり、1作品がアワードを受賞します。 

 

また、アワード設立５年を記念して横浜市とSSFF & ASIAが共同製作した『一粒

の麦』を特別上映します。この作品を通じて、緑豊かな自然環境や、地域における

人と人とのつながり、歴史と伝統を尊重しながら多様性を受け入れ、新たな価値を

生み出してきた横浜のまちの魅力を発信します。 

 

日時：6月17 日（土） 11:20～13:10 

会場：ブリリア ショートショート シアター 

料金：無料 

『一粒の麦』 
監督：鈴木 勉 
出演：シャーロット・ケイト・フォックス / 樋井明日香 / 鈴木夢奈  
     シリル・コピーニ（声の出演）/ 柄本明  
作品時間：17分59秒 
横浜の歴史あるパン屋に突然現れたフランスのパン職人。彼女の目的は最初のパンのレシピを探
すこと。頑固な店主と奔放な女性の小さな出会いは、お互いの人生を大きく変えていく。一粒の小

麦が大きく実を結ぶように。 

【特別上映作品】 環境未来都市・横浜の魅力を発信するショートフィルムプロジェクト製作作品  

2016年度の授賞式の模様 

【環境未来都市・横浜が贈る FutureCity Yokohama Award授賞式とノミネート作品上映】 

※シネマファイターズ全6作品の情報は4/10（月）情報解禁しております 
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会期中のイベント情報 

【キテミル川越ショートフィルム大賞授賞式とノミネート作品上映】 

みんなキテミル!?  

川越の魅力を発信するショートフィルムを一挙上映！ 

 

川越市では、市内の魅力ある地域資源を発掘し、映像による発信を行うことを

目的として、市内で撮影をおこなった映像作品を対象としたコンテスト「キテミル川

越ショートフィルム大賞」を開催しています。大賞作品・ノミネート作品は映画祭で

の発表後、YouTube「川越市チャンネル」での配信や市内での上映会を予定し

ています。 

日時：6月4日（日）13:30～15:20  

会場：表参道ヒルズ スペース オー 

料金：無料 

 

■ゲスト  

・市村正親（俳優） 

・川合善明（川越市長） 

・別所哲也（SSFF & ASIA代表） 

蔵造りの町並み 

【第４回いばらきショートフィルム大賞授賞式とノミネート作品上映】 

SSFF & ASIA は、茨城県が主催する「いばらきショートフィルム大賞」に 
協力し、大賞（賞金100万円）の発表とノミネート作品上映を行いま
す。この大賞は、映像から生まれる茨城の魅力（風景、文化、食等）
を国内外に発信し、観光誘客の促進を図るスクリーンツーリズムを推進
するために企画され、昨年6月にスタートした一般公募には、86本の募
集がありました。大賞作品については本映画祭での発表後、国内外の
映画祭のほか、都道府県の図書館等の各種施設や、いばキラＴＶ等
での上映と配信をいたします。 

日時：6月18日（日）13：30～15：20 

会場：iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ 

料金：無料 

ゲスト：茨城県知事、別所哲也 
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全体概要 

【本件に関するお問い合わせ先】 

ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア広報事務局（株式会社オズマピーアール内） 担当：岩見、田中（直）、大石  

TEL： 03‐4531‐0212 ／ FAX： 03‐3265-5267 ／ E-mail： ssffasia2017@ozma.co.jp 

ショートショート実行委員会  担当：高橋  

TEL：03-5474-8201 FAX：03-5474-8202 ／ E-mail： press@shortshorts.org 

【本資料に関する画像については、下記よりダウンロードいただけます（期間：5月1日 ～ 5月14日）】 

http://gg2.mobi/DfozPASS：ssff 
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【ショートショート フィルムフェスティバル & アジア  2017 概要】 

■開催期間：6月1日（木）～6月25日（日） 

■上映会場：東京5会場、横浜1会場 計6会場予定 

※開催期間は各会場によって異なります。また、変更になる場合もございます。 

 

東京会場 

・6月 2日（金）～ 6月 4日（日） 表参道ヒルズ スペース オー 

・6月 5日（月）～ 6月 9日（金） アンダーズ 東京 Andaz Studio 

・6月 7日（水）    恵比寿 act*square  

・6月 7日（水）～ 6月11日（日） ラフォーレミュージアム原宿 

・6月15日（木）～ 6月18日（日） iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ 

 

横浜会場 

 ・6月 2日（金）～ 6月25日（日） ブリリア ショートショート シアター 

 

■料金：無料上映  事前予約はPeatixにて受付。当日券もございます。 

■オフィシャルサイト： http://www.shortshorts.org/ 

■主催：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 

■ 一部の有料イベントを除き、東京会場、横浜会場ともに無料上映となります。 

   上映プログラム、イベント（有料・無料）事前予約開始 4月18日（火） 14：00～ 

   ※事前予約はオフィシャルサイトから登録が可能です。 

   ※上映プログラム・イベントは決定次第、順次オフィシャルサイトにアップします。 

mailto:ssffasia2016@ozma.co.jp
mailto:ssffasia2016@ozma.co.jp
mailto:press@shortshorts.org
http://gg2.mobi/Dfoz
http://www.shortshorts.org/
http://www.shortshorts.org/
http://www.shortshorts.org/
http://www.shortshorts.org/
http://www.shortshorts.org/
http://www.shortshorts.org/
http://www.shortshorts.org/

