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報道関係各位

世界のラブストーリーを特集するバレンタイン月間【１月１９日～２月２０日】

日本初公開！大人の恋愛ショートフィルムを期間限定配信！

フラワーバレンタインや映画館とコラボした企画ももりだくさん

２月２日（水）にはトラウデン直美さん× 別所哲也 × LiLiCoさんが

恋愛を語るトークイベントも開催

ブリリア ショートショートシアター オンライン ４周年企画

株式会社ビジュアルボイス（渋谷区：代表取締役 別所哲也）が運営するショートフィルム専門のオンライン
シアター「ブリリア ショートショートシアター オンライン（以下、BSSTO）」は、１月１９日(水)～２月２０
日(日)までを「バレンタイン月間」として、世界の恋愛ショートフィルムを特集します。
配信するのは、スペインの大人なアニメーション『ロボットの恋物語』、フランスからカトリーヌ・ドヌーヴが
カメオ出演する『グルメな歯医者』、同じくフランスのラブコメディ『カット・カット』、そしてスウェーデン
から現代の恋愛関係を描く『ききたいことば』。

2月2日(水)には米国アカデミー賞公認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 & アジア代表で俳優の別所哲也が、モデルのトラウデン直美さん、映画コメンテーターのLiLiCoさんをゲス
トに迎え、映画を通じて世界の恋愛事情を語るオンライントークイベント「Colors of Love〜ショートフィルム
で語る世界の恋愛〜」を開催。
さらに期間中は、BSSTO過去配信作品の中から人気の恋愛ショートフィルム5作品を東京・愛知・神奈川の4つ

の劇場で上映する「LOVE & SHORTS 世界の恋愛ショートフィルム特集」を実施します。
また、今年のバレンタイン月間では一般社団法人花の国協議会が展開する「フラワーバレンタイン」と連携し、
バレンタインデーにおうちで楽しみたい春のブーケ＋花瓶のプレゼントキャンペーン（実施概要は5ページ目参
照）を実施いたします。BSSTOマガジンコーナーでは、「フラワーバレンタインアンバサダー」であるファッ
ションディレクター干場義雅さんBSSTO配信作品にコラムも掲載いたします。

オンライントークイベント「Colors of Love～ショートフィルムで語る世界の恋愛～」はオンライン配信とな
りますが、会場およびオンラインで取材をいただけるプレス向けの取材案内を添付しております。バレンタイン
シーズンのトピックとして、ご紹介およびご取材のご検討をいただけますと幸いです。

「バレンタイン月間」紹介ページURL：https://sst-online.jp/magazine/11480/

https://sst-online.jp/magazine/11480/


トラウデン直美
京都府出身。ドイツ人の父と日本人の母を持つ。慶應義塾大学在学中。
「2013ミス・ティーン・ジャパン」でグランプリを受賞。
13歳で小学館「CanCam」の史上最年少専属モデルとしてデビュー。
2021年7月発売のCanCam9月号にて、専属モデル歴史上最長記録を更新。
雑誌やファッションショーのほか、BSテレ東「日経ニュース プラス９」、TBS「ひるおび！」、CX「めざまし８」
など報道や情報番組でも活躍中。
2021年1月より「環境省サスティナビリティ広報大使」を務める。
2022年1月26日に初のフォトブック「のらりとらり。」が小学館より発売。

LiLiCo
1970年スウェーデン・ストックホルム生
まれ。18歳で来日、1989年から芸能
活動スタート。 TBS「王様のブランチ」
に映画コメンテーターとして出演、フジテ
レビ「ノンストップ！」、J-WAVE「ALL 
GOOD FRIDAY」など、出演番組も
多数。イベントにも出演するほか、アニメ
の声優やナレーション、女優などマルチに
活躍する映画コメンテーター。2011年
ネイルクイーン協会功労賞受賞、
2013年ベストジーニスト協議会選出
部門受賞などファッションにも意欲的に
取り組み、バッグやジュエリーのデザイン、
プロデュースも手掛ける。

別所哲也
90年、日米合作映画『クライシス
2050』でハリウッドデビュー。その後、映
画・ドラマ・舞台・ラジオ等で幅広く活躍
中。 「レ・ミゼラブル」、「ミス・サイゴン」な
どの舞台に出演。
99年より、日本発の国際短編映画祭
「ショートショート フィルムフェスティバル」を
主宰し、文化庁長官表彰受賞。 観光
庁「VISIT JAPAN 大使」、映画倫理
委員会委員、外務省「ジャパン・ハウス」
有識者諮問会議メンバーに就任。 内
閣府・世界で活躍し『日本』を発信する
日本人の一人に選出。第1回岩谷時
子賞奨励賞受賞。第63回横浜文化
賞受賞。

Brillia SHORTSHORTS TEHATER ONLINE 4周年記念イベント
「Colors of Love～ショートフィルムで語る世界の恋愛～」

イベントタイトル 「Colors of Love～ショートフィルムで語る世界の恋愛～」
日時：2月2日（水）20:00～21：00

ゲスト：トラウデン直美さん（モデル） LiLiCo（映画コメンテーター） ホスト：別所哲也（SSFF & ASIA 代表）

内容： 登壇者による「映画と恋愛」についてのトーク・ショートフィルム上映

配信URL： https://youtu.be/G7VSWVAs3Jc

※YouTubeにてどなたでも無料でご覧いただけます。 ※上記URLよりリマインドの設定がいただけます。

毎年バレンタインシーズンに開催している「恋愛×映画」のトークイベント。今年はコロナ禍ということもあり、昨年に引き続
きオンラインLIVE配信で全国の皆さんにお届けします。
登壇者は、米国アカデミー賞公認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
（SSFF & ASIA）を主宰し、ショートフィルム専門のオンラインシアター Brillia SHORTSHORTS THEATER 
ONLINEの運営も手がける俳優・別所哲也。映画コメンテーターとして活躍し、SSFF & ASIAのフェスティバルアンバ
サーダーも務めるLiLiCoさん。そして、女性ファッション誌『CanCam』の専属モデルとして活躍する傍ら、情報番組出演
など活動の幅を広げる現役慶大生・トラウデン直美さん。
海外とのゆかりも深い３人が、映画と国際比較の観点から2022年の恋愛論を語ります。

https://youtu.be/G7VSWVAs3Jc


『ロボットの恋物語』（ Mechanical ）
監督： Alba Capilla ／スペイン／アニメーション／2016／4：45

機械の世界でロボットの修理工として働くターンスタイル。機械的に働く
毎日の中、彼は恋に落ちる。

1/19(水)〜配信

『グルメな歯医者』（ Delectable You ）
監督： Axel Courtière ／フランス／アニメーション／2017／15:00

オスカーはグルメな人喰い歯医者。彼が恋したのは隣人の女性。しかし彼
女はベジタリアン、オスカーは野菜嫌いだった。

☆カトリーヌ・ドヌーヴがカメオ出演！

1/26(水)~配信

【バレンタイン月間配信作品】
2022年1月19日（水）～毎週1作品ずつ世界のラブストーリーを配信。作品は各3か月間視聴可能です。

『カット・カット』（ Cut Cut ）
監督： Leila Macaire ／フランス／コメディ／2020／8:44  

型にはまった世界から解放される女性を描いた、少し変わった物語。
3人の典型的な美容師の元で働くルース。実在しない世界を空想す
るのに飽き飽きした彼女は、生きる実感を求めて3人のように行動を
することにする。

2/2(水)〜配信

『ききたいことば』（ Say Yes ）
監督： Johan Stavsjö ／ Sweden ／ロマンス／2018／12：
35

ジュリアは親友のクリスチャンに恋をしている。クリスチャンは自由なシング
ルライフに恋をしている。愛に素直になるには、若く、愚かで、勇気がなく
てはならない。現代の恋愛関係についての映画。

2/9(水)〜配信

【2/9（水）19:30~21:20 開催 / 申し込み受付中 】
映画×対話の参加型イベント「ショートフィルムを2度みる会」

企画名：ショートフィルムを２度みる会オンライン開催
日時：2022/2/9 水曜日 19:30~21:30 

（19:20開場）
※終了時間は多少延長となる場合がございます。
会場：オンライン
定員：18名（定員になり次第、募集を締め切ります）
参加費：ひとり1,500円（Peatixにて事前決済）
申し込み：https://nidomiru2202.peatix.com/

（株）ビジュアルボイスでは、ショートフィルムの新たな活用
方法のひとつとして「対話鑑賞」の普及に力を入れています。
2月はバレンタイン月間配信作品から視聴作品を1本を
セレクトし、オンラインで開催します。

https://nidomiru2202.peatix.com/


シネリーブル池袋

1/28(木)〜終了日未定
東京都豊島区西池袋１丁目１１−１ ルミネ池袋 8階

【施設概要】
池袋駅直結のファッションビル ルミネ池袋の8F に2スクリーンを構え、演劇作品・邦画・洋画・アニ
メと、“ボーダーレスなセレクト”で映像カルチャーを発信する映画館。
駅ビルの為、雨の日でも濡れずに気軽にお越しいただけ、映画と共に買い物・食事もビル内でお
楽しみいただけます♪

CINEMA NEKO（シネマネコ）

2/4(金)〜2/17(木)
東京都青梅市西分町3丁目123 青梅織物工業協同組合敷地内

【施設概要】
シネマネコは青梅織物工業協同組合の敷地内にある、昭和初期に建てられ旧都立繊維試験場と
して使われていた、国登録有形文化財の貴重な木造建築物をリノベーションしています。
貴重な文化財を保存するだけではなく、古くから残っている街の建物を有効活用し、人々が活用で
きる場にもなる映画館を目指しています。
上映作品の原作や画集などを取り揃えた併設カフェ「きんちゃんとぎんちゃんのシネマカフェ」も人気で
す。

劇場連携プログラム「 LOVE & SHORTS 世界の恋愛ショートフィルム特集」

ショートフィルム専門のオンラインシアター「Brillia SHORTSHORTS THEATER ONLINE」がリアルの
劇場とタイアップ。BSSTOで配信した作品などから、大人の恋愛ショートフィルムを厳選。バラエティ豊かな5本を1プログラムにまとめて映画館で
上映します。

大須シネマ

1/31(月)〜2/20(日)
愛知県名古屋市中区大須三丁目27番12号

【施設概要】
大須シネマは名古屋の大須商店街にある42座席1スクリーンのミニシアターです。大須商店街は
名古屋の中でも特に活気があり、様々な国の飲食店や雑貨や古着といった名古屋のサブカル発
信拠点の街。作品は主に、名画や旧作、アニメーション、自主製作映画などの上映をしています。
映画の上映以外にも、地元声優による生アフレコアニメ鑑賞などのイベント、貸館も行っています。

大須シネマにて「LOVE & SHORTS 世界の恋愛ショートフィルム特集」鑑賞の方にフレンチトー
スト専門店HITA PAN『miniパリふわチョコレート（価格450円）』または『iパリふわチョコレート
（価格900円）』でご利用可能な200円割引券をプレゼント！（割引券使用期間：2022
年1月31日〜2月20日）

アマリアとエドゥアルド / Amalia and Eduardo
（Tomás Morelli監督 / アルゼンチン/ 約5分）

愛は距離を超える
わずか5分弱の恋愛ファンタジー

回転ドア/ Revolving Doors
（Robert Rioux監督 / カナダ/ 約8分）

回転ドアに閉じ込められたふたりの出会い
ワンシチュエーションのラブコメ短編

宇宙の恋 / Cosmic Fling
（Jonathan Langager監督 / アメリカ/ 約10

分）
夢のような人形アニメーション

SSFF & ASIA 2020 CGアニメーション部門優秀賞

愛のポストカード/ Postcards
（Inés Pintor, Pablo Santidrián監督 / スペイ

ン/ 約14分）
休暇のビーチで出会ったふたりが1年間手紙を送り合う

スペイン発の情熱的な遠距離恋愛

ジュリアの終わりなき旅/ Lonely Planet
（Alex Burunova監督 / アメリカ・スペイン/ 約24

分）
訳あり旅行誌ライターがバルセロナっ子と過ごす３ヶ月

名所名跡を背景に旅気分も味わえる作品 上映作品

シネコヤ

2/10(木)〜2/13(日)
神奈川県藤沢市鵠沼海岸3-4-6

【施設概要】
昔ながらの八百屋さんやお肉屋さん、お洒落なカフェや雑貨屋さんなどが並ぶ、小さな商店街だけ
れども元気な街…海まで徒歩５分とほど近い、鵠沼海岸商店街の一角にシネコヤはあります。映
画をテーマにした本や雑誌、昔懐かしのパンフレットなど、たくさんの本が並ぶ中、ゆったりしたソファ
でのんびり映画が楽しめます。珈琲とパンもご一緒に。映画と本とパンの店「シネコヤ」です。

※上映時間は劇場にお問い合わせくだ
さい。

※鑑賞にあたり12歳未満の方は、保護
者の助言・指導が必要です。



フラワーバレンタイン×BSSTOコラボ企画①：春の花束＋ぴったりの花瓶 プレゼントキャンペーン

今年のバレンタイン月間は、一般社団法人花の国日本協議会（東京都港区、理事長：井上英明 以下、花の国日本協議会）
とタイアップしてお花でバレンタインを盛り上げます。花の国日本協議会は、2011年より、大切な人に愛や感謝の気持ちを込めて花
を贈るキャンペーンを展開する団体です。全国約9,000店の花店が参画し、「フラワーバレンタイン」および、「愛妻の日」「ホワイト
デー」を含む「3LOVE STORIES」を広めながら、花贈りを応援するプロモーションを行っています。
今回はタイアップ企画として、”ショートフィルムと花で楽しむおうちバレンタイン”をテーマに、世界のラブストーリー・ショートフィルムをみて、
ツイッター上で感想をシェアしていただいた方抽選で10名様に素敵な春の花束と、花束にぴったりの花瓶をプレゼントいたします。
さらに、２月２日（水）に開催のオンライントークイベントの会場には、フラワーバレンタインより、バレンタインデーをテーマにした花束

を飾りイベントを盛り上げます。

フラワーバレンタイン×BSSTOコラボ企画②：フラワーバレンタインアンバサダー干場義雅さんがショートフィルムの見どころを紹介

ファッション界に数々の影響を与え続けるファッション・ディレクターの干場義雅さん。
フラワーバレンタインでは2013年からアンバサダーにご就任。現在は人気WEB
マガジン『FORZA STYLE』の編集長、独自のファッション理論には若い男性の
ファンもたくさん！
そんな干場さんに、BSSTOで配信の世界の恋愛ショートフィルムをご覧いただき、
レビューをいただきます。
※１月下旬アップ予定

「ブリリア ショートショートシアター オンライン」は、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」が厳選したショートフィルムを毎週水曜日に配信してい
るオンラインシアターです。

2008年2月~2017年12月まで横浜みなとみらいで運営したショートフィルム専門映
画館「ブリリア ショートショート シアター」のブランドを引き継ぎ、2018年2月にスタートし
ました。
簡単な会員登録をいただければ、常時12作品ほどを無料で視聴いただけます。
短い時間で、人間の優しさや強さ、豊かな人生のヒントを教えてくれる、素晴らしい映
画を皆さんの日常にお届けするオンラインシアターをめざし、映画を暮らしに取り込むヒン
トになる記事も掲載しています。 https://sst-online.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ビジュアルボイス 担当： 田中TEL：03-5474-8201 ／ E-mail： press@shortshorts.org

画像ダウンロード

https://drive.google.com/drive/folders/1d3d66GwNhChMSAT6Jwkjpo_1IbkBdrq4?usp=sharing

【プレゼントキャンぺーン概要】

◆応募期間：2022年１/１９（水）〜２/２（水）
◆応募方法：
①BSSTOで配信中のバレンタイン月間特集のショートフィルムを
視聴ください。
※無料のメール登録でログイン後ご視聴いただけます。

②BSSTOのTwitterアカウント @short_theater および
フラワーバレンタインのTwitterアカウント @f_valentine2022
をフォローの上、#BSSTOバレンタイン #フラワーバレンタイン を
つけて作品の感想をシェアしてください。※感想は１作品ごとでも、
まとめた形でも構いません。

◆発表方法：当選者にはBSSTOよりDMを送付
◆プレゼントキャンペーンページ
https://sst-online.jp/magazine/11628/

https://sst-online.jp/
mailto:press@shortshorts.org
https://drive.google.com/drive/folders/1d3d66GwNhChMSAT6Jwkjpo_1IbkBdrq4?usp=sharing
https://twitter.com/short_theater
https://twitter.com/f_valentine2022
https://sst-online.jp/magazine/11628/


ご多忙の折恐縮ですが、ご取材の場合には、以下の項目にご記入の上、

2月１日（火）までに メールにてご返信いただきますようお願い申し上げます。

※登壇者個別取材のお申込みについては事前にご相談ください。

貴社名 貴媒体名

部署名・役職名
部署名 役職名

ご担当者名・人数 人

TEL・FAX TEL FAX

E-MAIL ＠

撮影種類
ムービー（ 台） スチール（ 台）

※ペン記者様はオンラインにてのご取材をご案内致します。

□ ご出席 ／ □ ご欠席来場取材（会場にて）

【取材案内】

「 Colors of Love～ショートフィルムで語る世界の恋愛～ 」
〜Brillia SHORTSHORTS THEATER ONLINE ４周年記念イベント〜

返信メールアドレス ： press@shortshorts.org

□ ご出席 ／ □ ご欠席オンライン取材（ZOOMにて）
※事前にURLをお送りします。

＜会場までのアクセス＞
●JR線・小田急線・京王線・東京メトロ丸の内線
「新宿」駅西口より 徒歩５分
●都営大江戸線 「都庁駅」駅より 徒歩２分
地下鉄をご利用いただくと便利です。

コロナ禍のためメディア席数を制限しております。オンライン取材の場合はオフィシャル素材を優先して提供致しますので

ムービー・スチールの撮影を行わない方はオンラインでのご取材をご案内させていただきます。

日時：2021年2月２日（水）20：00 ~ 21：00（報道受付 19：30~）
場所：Brillia Base (東京都新宿区西新宿１丁目２５−１新宿センタービル B1F）

オンライン取材も受付いたします。


