2015 年 8 月 27 日
一般社団法人ナレッジキャピタル
株式会社KMO

各位

知的創造拠点「ナレッジキャピタル」
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 大阪 2015』
グランフロント大阪

シルバーウィークに、世界のショートフィルム約 80 作品を無料上映！
大阪限定上映やスペシャル企画も多数開催
期
間 ： 2015 年 9 月 19 日（土）～23 日（水・祝） 計 5 日間
開催場所 ： グランフロント大阪北館 ナレッジキャピタル 4F 「ナレッジシアター」
一般社団法人ナレッジキャピタル（代表理事：宮原 秀夫）および株式会社 KMO（代表取締役：間渕 豊）は、グランフロント大阪
北館 4F ナレッジキャピタル「ナレッジシアター」において、2015 年 9 月 19 日（土）から 23 日（水・祝）までの計 5 日間、米国アカデ
ミー賞公認国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 大阪 2015（SSFF & ASIA 大阪 2015）」を開催
いたします。
見どころ満載の上映作品
海外各国から集められた選りすぐりのショートフィルム約 80 作品は、全作品を無料でお楽しみいただけ
ます。今年 6 月に開催された「SSFF & ASIA 2015」オフィシャルコンペティションの受賞作品や、第 87 回
（2015）米国アカデミー賞短編実写部門受賞作品、アカデミー賞主演男優賞を受賞のエディ・ レッドメイン
ほか、英国を代表する総勢 44 名の俳優たちが集結した「イギリス特集」の作品が上映されるほか、大阪限
定で 上映するプログラムが目白押しです。
【大阪限定上映：「イタリア映画祭」、「ドイツ特集」、「未来電影日」】

SSFF & ASIA 2015
オフィシャルコンペティション
グランプリ作品「キミのモノ」

多彩なゲストが集うトークイベント ※ゲストは予定なく変更する可能性がございます。

ほか、
多数が登壇！
SSFF & ASIA 代表
別所哲也

女優
足立梨花

現“在”美術家
宇川直宏

クリエイティブディレクター
原野守弘

「キュピキュピ」主宰
石橋義正

映画評論家
ミルクマン斉藤

映画祭の初日である 9 月 19 日（土）には、SSFF & ASIA 代表の別所哲也氏と上映作品のひとつでもある「ブーケなんていらな
い！」に出演した女優の足立梨花さんがスペシャルトークを開催。そのほか、映画鑑賞後にさまざまな監督、アーティスト、文化人、
クリエイターなどが出演するアフタートークには総勢 17 名（予定）が出演し、その場でしか聞けないトークライブを繰り広げます。

SSFF & ASIA 大阪 2015 独自企画
“食”と“ショートフィルム”を掛け合わせた新しい鑑賞スタイル「EAT FILM」では、無料の日替わり朝食やワ
インを楽しみながら、映画鑑賞ができます（ワインプレゼントは成人のみ）。
さらに、「SSFF & ASIA 2015」で話題賞を受賞した鉄拳の作品展「鉄拳のパラパラマンガの世界展」を同
時開催いたします。
©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 大阪 2015 とは
「SSFF & ASIA 大阪」は、2013 年からナレッジキャピタルが主催し、今年で 3 回目を迎えます。今回は、「Cinematic Moment ～映画になる
瞬間～」をテーマに、100 を超える国と地域から集められた作品の中から、日本初公開となる作品や海外各国のセレクト作品など、計約 80 作品
の上映を予定しています。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
一般社団法人ナレッジキャピタル 担当：稗方（ひえかた）、奥村
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TEL：06-6372-6427

【「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 大阪 2015」開催概要】
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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 大阪 2015
2015 年 9 月 19 日（土）～23 日（水・祝） ※1 日 4 回、計約 80 作品上映予定
グランフロント大阪北館 4F ナレッジキャピタル「ナレッジシアター」
無料 ※要事前予約
8 月 1 日（土）よりウェブサイトにて予約受付中 ※電話予約不可
一般社団法人ナレッジキャピタル、株式会社 KMO
ショートショート実行委員会
ピーロート・ジャパン株式会社
MBS、FM OSAKA、イタリア文化会館、大阪ドイツ文化センター、大手前大学スイーツ・ラボ、他
大阪府、大阪市、公益社団法人関西経済連合会、一般社団法人関西経済同友会、大阪商工会議所、
公益財団法人関西・大阪 21 世紀協会、日本映像学会、NPO 法人映像産業振興機構、大阪デジタル
コンテンツビジネス創出協議会、一般社団法人デジタルメディア協会、一般財団法人デジタルコンテンツ協会、
台北駐大阪経済文化弁事処、アンスティチュ・フランセ関西、FM802、FM COCOLO、他
： http://www.shortshorts-osaka.org/2015/

【スペシャルトークプログラム】
「SSFF & ASIA 大阪 2015」の初日を飾るスペシャルトークプログラムに、SSFF & ASIA 代表の別所哲也氏、女優の足立梨花さ
んが登場いたします。上映作品のひとつでもある「ブーケなんていらない！」にも出演した足立さんと、17 年間ショートフィルムを国
内外に広めてきた別所さんが、ショートフィルムの魅力について語ります。
名
称
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登 壇 者

：
：
：
：

「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 大阪 2015」スペシャルトークプログラム
2015 年 9 月 19 日（土）13:10～15:00（報道受付 12:50～）
グランフロント大阪北館 4F ナレッジキャピタル「ナレッジシアター」
女優・足立梨花さん
「SSFF & ASIA」代表・別所哲也氏

進行概要

： 12:50～

報道受付開始

13:00～

進行説明

13:10～

オープニング

13:15～

トークセッション（足立梨花さん、別所哲也氏）
作品上映

15:00

終了予定

別所哲也氏

足立梨花さん

＜アフタートークプログラム＞
毎プログラム上映後にさまざまなスピーカーが繰り広げるトークプログラム。アーティスト、文化人、クリエイターなど、さまざまな
ジャンルで活躍するゲストが登壇します。
■登壇者（ゲストは予告なく変更する可能性がございます。）
現“在”美術家／DOMMUNE 代表
京都造形芸術大学
情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 教授

株式会社もり代表
クリエイティブディレクター

デイリーポータル Z
ウェブマスター

原野守弘

林 雄司

KADOKAWA ウォーカー総編集長

映画評論家

玉置泰紀

ミルクマン斉藤

『カイエ・デュ・シネマ』誌の元編集長

株式会社ガイナックス
取締役

宇川直宏

演出家、映像作家
「キュピキュピ」主宰

石橋義正

台湾未来映像発展協会 会長
未来電影日 代表取締役

林 瑋倫

エマニュエル・ビュルドー
Emmanuel Burdeau
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武田 康廣

＜上映プログラム＞

日時

※【 】内はアフタートークプログラムのゲスト（敬称略）
※ゲストは予告なく変更する可能性がございます。
9/21（月・祝）

9/22（火・祝）

9/23（水・祝）

Breakfast × Shortfilm

Breakfast × Shortfilm

Breakfast × Shortfilm

Breakfast × Shortfilm

受賞プログラム A
【齋藤俊道】

受賞プログラム C
【松本卓也】

台湾青春・未来映画
祭（未来電影日）
プログラム
【林瑋倫】

フランス映画祭
プログラム
【エマニュエル・
ビュルドー】

受賞プログラム B
【ショートショート
実行委員会】

第 2 プログラム
13:10-15:00

スペシャルトーク
プログラム
【別所哲也×
足立梨花】

イタリア映画祭
プログラム
【飛鷹全法】

フランス映画祭
プログラム
【ミルクマン斉藤】

受賞プログラム A
【ショートショート
実行委員会】

第 3 プログラム
15:50-17:40

アカデミー賞
プログラム
【玉置泰紀】

マエストロ＆
セレブリティショート
【宇川直宏】

イギリス特集
【武田康廣】

チルドレン
プログラム
【原野守弘】

第 4 プログラム
18:30-20:20

受賞プログラム B
【加藤大志×
Yuki Saito】

カンヌプログラム
【宇川直宏】

マエストロ＆
セレブリティショート
【武田康廣】

デイリーポータル Z
プログラム
【林雅司】

第 1 プログラム
10:30-12:20

9/19（土）

9/20（日）

Breakfast × Shortfilm

Wine ×Shortfilm

ドイツ特集
【イルケル・チャタク】
Wine ×Shortfilm

イギリス特集
【石橋義正】
Wine ×Shortfilm

アカデミー賞
プログラム
【石橋義正】

プログラム紹介 ※一部抜粋
受賞プログラム A： 「インターナショナル部門」や「地球を救え！部門」の各賞受賞作、グランプリ受賞作品を上映。
受賞プログラム B： インド、スペイン、アメリカ、日本の秀逸な映像を上映。CG アニメーション作品も上映。
受賞プログラム C： SSFF & ASIA 2015 の優秀賞や大賞受賞作品。ドラマだけでなくコメディまで扱う。
アカデミー賞プログラム： 最新の米国アカデミー賞受賞&ノミネート作品を集めた豪華ラインナップ。
カンヌプログラム： カンヌ映画祭からハイクオリティのショートフィルムを一挙公開。
チルドレンプログラム： 大人も楽しめるキッズ向けショートフィルムを中心に、11 作品を特集。
イギリス特集： エディ・レッドメイン、ベネディクト・カンバーバッチ等、イギリスの豪華キャストが出演するラインナップ。
台湾青春、未来映画祭（未来電影日）プログラム： 「台湾青春、未来映画祭（未来電影日）」から、日本初公開作品を上映。
マエストロ&セレブリティショート： 第一線で活躍する監督、著名な俳優・女優の出演作品を特集。

＜上映作品一覧＞
プログラム

受賞プログラムA

受賞プログラムB

受賞プログラムC

上映日時

9/19 10:30-12:20
9/22 13:10-15:00

上映作品
「海の上の宮殿」(The Palace On The Sea)
―SSFF ＆ ASIA 2015 アジア インターナショナル部門ベストアクトレスアワード（Wu Ke-xi）
「私の大好きな樹」(Once Upon a Tree)
―SSFF ＆ ASIA 2015 地球を救え！部門 優秀賞（環境大臣賞）
「小春日和」 (A Warm Spell)
―SSFF ＆ ASIA 2015 ジャパン部門ベストアクターアワード（福島慎之介）
「新しい家族」(The Salt of the Earth)
―SSFF ＆ ASIA 2015 インターナショナル部門ベストアクトレスアワード（Nelli Tsay）
「キミのモノ」(Cloudy Children)＜グランプリ受賞作品＞
―SSFF & ASIA 2015 グランプリ & アジア インターナショナル部門優秀賞/東京都知事賞

9/19 18:30-20:20
9/23 10:30-12:20

「自転車」(Bicycle)
―SSFF & ASIA 2015 ジャパン部門オーディエンスアワード
「ベンディート・マシン V - 引金を引け！」(Bendito Machine V - Pull the Trigger)
―SSFF & ASIA 2015 CGアニメーション優秀賞
「きらわないでよ」 (camouflage)
―SSFF & ASIA 2015 ジャパン部門ベストアクトレスアワード（一栁みのり）
「ゴッサム ジャンブル パフェ」(Gotham Jumble Parfait)
―SSFF & ASIA 2015 アジア ジャパン部門オーディエンスアワード
「蛍を追いかけて」(Catching Fireflies)
―SSFF & ASIA 2015 インターナショナル部門オーディエンスアワード

9/20 10:30-12:20

「こころ、おどる -Kerama Blue-」(Kerama Blue)
―SSFF & ASIA 2015 ジャパン部門優秀賞/東京都知事賞
「我慢できない」(All The Pain In The World)
―SSFF & ASIA 2015 インターナショナル部門ベストアクターアワード（Peter Faulkner）
「白と黒」 (Cloud & Mud)
―SSFF & ASIA 2015 アジア インターナショナル部門ベストアクターアワード（Yu Wang）
「帰ろうYO！」(Let’s go home !)
―SSFF & ASIA 2015 いばらきショートフィルム大賞
「父親」(Father)
―SSFF & ASIA 2015 インターナショナル部門優秀賞
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プログラム

上映日時

上映作品

9/19 15:50-17:40
9/23 18:30-20:20

「プーガルーとグレアム」(Boogaloo and Graham)
―第87回(2015)米国アカデミー賞短編実写部門ノミネート
「アフガニスタンからきた少女」(Parvaneh)
―第87回(2015)米国アカデミー賞短編実写部門ノミネート
「アスファルトの上のマノン」 (Manon on the Asphalt)
―第81回（2009)米国アカデミー賞短編実写部門ノミネート
「兄弟」(The Bigger Picture)
―第87回(2015)米国アカデミー賞短編アニメーション部門ノミネート
「一本の電話」(THE PHONE CALL)
―第87回(2015)米国アカデミー賞短編実写部門受賞

イタリア映画祭プログラム

9/20 13:10-15:00

「イタリアの奇跡」(Italian Miracles)
「国境」(Borderlands)
「トゥビオロと月」 (Tubiolo and the Moon)
「花嫁としての私の務め」(My Duty as a Bride)
「ジロトンド」(Ring o' Roses)
「戦争の幕開け」（Into the War）
「カンツォーネ」（Singing）
「パニック計画」（Panic!）
「田舎のイタリア」（The Rural Italy）

フランス映画祭プログラム

9/21 13:10-15:00
9/22 10:30-12:20

「私たちのファウスト」(NOTRE FAUST)
「バン バン！」（BANG BANG !）
「サベージ・ナイト」 (SAVAGE NIGHT)
「あなたの指で」(SOUS TES DOIGTS)
「エルザとオオカミ」（GUEULE DU LOUP）

9/23 13:10-15:00

「忠誠」（Sadakat）
「古き良き世界」（Alte Schule）
「不協和音」（DISSONANCE）
「90度北」（90 Grad Nord）

カンヌプログラム

9/20 18:30-20:20

「最後の一人」（The Last One）
「火曜日」（Tuesday）
「リハビリ」（Foreign Bodies）
「ニックとアン」（37°4 S）
―カンヌ国際映画祭 2013 （フランス） 特別奨励賞
「愛は盲目」（Love is Blind)
「見えない場所」（Invisible Spaces)
「レイディ」（Leidi)
―カンヌ映画祭 2014 （フランス）パルムドール（短編映画）

台湾青春・未来映画祭
（未来電影日）プログラム

9/21 10:30-12:20

「熱狂」(Glowing Season)
「黙々な宇宙冒険」（Yesterday Once More）
「荒れた光」 (Shimmer)
「代わった命」(Replace)

9/21 15:50-17:40
9/23 15:50-17:40

「ハリウッド・ポートフォリオ」(Hollywood Portfolio)
―SSFF & ASIA 2015 Fashion Short of the Year受賞作品。著名英国俳優が集結。
「ループする部屋」（On Loop）
「フォーリーアーティストの不思議な世界」 (The Secret World of Foley)
「カレとカノジョ」(me & you)
「エモーショナル・ヒューズボックス」（Emotional Fusebox）
「ショーリール」（The Showreel）
「軌道の上の恋」（Orbit Ever After）
―トーマス・サングスター（『ラブ・アクチュアリー』）出演

チルドレンプログラム

9/22 15:50-17:40

「ゾウと自転車」(Le vélo de l’éléphant)
「ガンサー」(Gunther)
「ウミガメのお話」 (Une histore de tortue)
「キンギョとワタシ」(The Fish and I)
「お月さま」(Lune et le loup)
「ピョンピョン」（Prygokok）
「僕のかわいいクロコ」（My Little Croco）
「てぶくろ」（La Moufle）
「あかちゃん」（What’s Up）
「魔法の時間」（The Magic Time）
「しまうま」（Zebra）

デイリーポータルZプログラム

9/22 18:30-20:20

「荒野の独り言」
「本当にあった3000万あるんですが会っていただけますか？」
「プープーテレビ」傑作選

9/20 15:50-17:40
9/21 18:30-20:20

「ブルー・シーズン」(Blue Season)
―デイジー・リドリー主演作（『スター・ウォーズ エピソード７/フォースの覚醒』）
「恋する占女リータ！」(Love Divine!)
―出演：浅見れいな、大和田健介、IVAN
「千色」 (Fighting For)
―歌手ジョナサン・ウォン主演（「君は薔薇より美しい」）
「セレブとパチリ！」(Aspirational)
―『スパイダーマン』のキルスティン・ダンスト出演
「ブーケなんていらない！」Don't give us bouquet!)
―楽曲：May J. 「Love is tough」
出演：足立梨花、中村有沙、丹羽咲絵、柳生みゆ、松村龍之介、木下隆行

アカデミー賞プログラム

ドイツ特集

イギリス特集

マエストロ＆セレブリティショート
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＜「SSFF & ASIA 大阪 2015」 独自企画＞
①「EAT FILM」
「EAT FILM」とは、ナレッジキャピタルがお届けする、“食”と“ショートフィルム”を掛け合わせた新しい鑑賞スタイルです。
各日第 1 プログラム（10：30～12：20）の来場者先着 300 名さまに、「特選日替わり朝食」を無料でプレゼントします。1 日の活力となる朝食を取り
ながら、ショートフィルムをお楽しみいただけます。また、本映画祭最終日の 9 月 23 日（水・祝）午後のプログラム各回には、「ワールド・ワインバ
ー by ピーロート」のワインを先着 300 名さまにご提供いたします。「“食”を楽しみながら映画を観る」新たな 休日の楽しみ方を是非ともご体験く
ださい。
期 間 ： 9 月 19 日（土）～23 日（水・祝）
内 容 ： 「Breakfast × Shortfilm 」
― 各日 第 1 プログラム（10:30～12:20） ※先着 300 名さまへプレゼント
9/19 DEAN & DELUCA ： クロワッサン
9/20 THE CITY BAKERY ： クッキー
9/21 THE CITY BAKERY ： マフィン
9/22 DEAN & DELUCA ： マフィン
9/23 DEAN & DELUCA ： スイーツアソートメント
「Wine ×Shortfilm」
― 9 月 23 日（水・祝） 午後プログラム（13：10～15：00/15：50～17：40/18：30～20：20）
※各回先着 300 名さまへプレゼント 20 歳以上の成人のみ

②「SSFF & ASIA 大阪 2015」 × 大手前大学スイーツ・ラボ コラボメニュー期間限定販売
大手前大学スイーツ・ラボでは、「SSFF ＆ ASIA 大阪 2015」をイメージしたスペシャルスイーツ「ショート・ショート・スイーツ」を 期間限定で
販売します。「ショート・ショート・スイーツ」とは、種類の異なるものを少しずつ食べることができるスイーツです。
ショートフィルムを観るように一度で複数のスイーツを味わえます。4 種類のケーキから 2～4 つを選んで、オリジナルの「ショート・ショート・スイー
ツ」をお楽しみください。
商品名 ： 「ショート・ショート・スイーツ」
（プチエクレア、ティーシフォン、ムース・オ・フランボワーズ、ショコラ・ショコラ）
期 間 ： 9 月 19 日（土）～23 日（水・祝） 数量限定販売 ※なくなり次第、終了。
価 格 ： 2 個 350 円（税込） 3 個 420 円（税込） 4 個 500 円（税込）

③「鉄拳のパラパラマンガの世界展」
今年、東京・横浜で 6 月に行われた「SSFF & ASIA 2015」で、話題賞を受賞した鉄拳の作品展「鉄拳のパラパラマンガの世界展」をグランフロ
ント大阪 北館 4・5F イベントスペースおよび 5F HDC 大阪 C terrace にて同時開催します。鉄拳の代表作「振り子」
など、貴重な作品の全コマ
展示・原画の展示をはじめ、作品の上映コーナーやパラパラマンガ作成コーナーなど 6 つのコンテンツを用意。鉄拳のパラパラマンガの世界観を
お楽しみいただけます。
鉄拳のパラパラマンガとは
動画サイト YouTube で配信された夫婦の半生を描いたパラパラマンガ「振り子」が瞬く間にヒットし、以降、朝の連続テレビ小説「あまちゃ
ん」や イギリスの人気バンド「Muse」の MV に使用されるなど、「シンプルなストーリー展開」と「手作り感があふれるタッチ」で『泣けるパ
ラパラ漫画』と 言われ、国内に留まらず世界から注目を集めています。
名 称
日 程
場 所
作品数
料 金
主 催

：
：
：
：
：
：

鉄拳のパラパラマンガの世界展
9 月 19 日（土）～23 日（水・祝） 各日 10：00～21：00
グランフロント大阪 北館 4・5F イベントスペース、5F HDC 大阪 C terrace
約 4,000 点
無料
HDC 大阪
©YOSHIMOTO KOGYO CO.,LTD.

＜ご参考＞
■ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア（SSFF ＆ ASIA）について
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。新しい映像ジャンルとして「ショートフィルム」を日本に紹介するため、俳優の別所哲也が
1999 年に立ち上げたもの。初年度は、映画『スターウォーズ』で有名なジョージ・ルーカス監督の学生時代のショートフィルムも 6 作品上映されました。2001 年
には「ショートショートフィルムフェスティバル（SSFF）」と名称を改め、2004 年には米国アカデミー賞公式映画祭として認定され、2015 年の開催で 17 周年。また、
アジア発の新しい映像文化の発信・新進若手映像作家の育成目的から誕生した「ショートショートフィルムフェスティバル アジア（SSFF ASIA 共催：東京都）」
は 12 周年を迎えました。現在、この 2 つの映画祭が“SSFF＆ASIA”として同時に開催されており、アジア最大級の国際短編映画祭へと成長しています。2008
年には、横浜みなとみらいにショートフィルム専門映画館であるブリリア ショートショート シアターを設立。映画祭としては、これまでに延べ約 30 万人を動員し、
日本にショートフィルムを啓蒙する役割を果たすべくその活動領域を広げています。（SSFF & ASIA オフィシャルサイト：www.shortshorts.org）
■「ブーケなんていらない！」（Don’t give us bouquet!）
アベラヒデノブ / 日本 / 20:00 / ミュージック Short / 2015 ♪May J. 「Love is tough」
【出演】 足立梨花・中村有沙、丹羽咲絵、柳生みゆ・松村龍之介・木下隆行
同級生の結婚式で再会した大学時代の親友の女子４人組。結婚 式でブーケを手にし、酔った勢いでそれぞれ想い
を寄せる相手に 告白することに。それぞれの恋に決着をつけるはずが、彼女たちを 待ち受けていたのは…。
【プロジェクト概要】
本プロジェクトは、音楽・映像業界の活性化、新進気鋭の若手クリエイターの発掘を目的にショートショート フィルム
フェスティバル & アジアと UULA の共同プロジェクトとして発足。映像と音楽の融合をテーマにし、ミュージックビデ
や映画やドラマとは一味違った映像作品となっています。
ソフトバンクモバイルのスマートフォン向け 総合エンタメアプリ『UULA』では、この作品以外にも、様々なジャンルの 10 万以上のコンテンツが 全て見放題。今
なら 31 日間無料で配信中の作品をお楽しみいただけます。
【特設サイト】：http://uula.jp/sp/ssff
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