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2013 年 2 月 24 日(日
日)21：
：00～
～23：
：00
ハリウッド・メジャー・スタジオ FOX が贈る映画チャンネル、FOX ムービー プレミアム（運
営：FOX インターナショナル･チャンネルズ株式会社、本社：東京都渋谷区、代表取締役社
長：小泉喜嗣）は未来の映画監督、映像作家、クリエイターを発掘、応援するプロジェクト
【FOX ムービー プレミアム短編映画祭 2013】を 2012 年秋より始動して参りました。本映画
祭では、プロ・アマ、テーマ・ジャンルなど問わず、未公開、未受賞の 1～30 分の映像作品を
募り、200 作品を超えるご応募をいただきました。厳選なる審査の結果、最優秀賞 1 作品と優秀賞 5 作品、計 6 作品が決
定いたしました。受賞作品の審査から、授賞式の模様、受賞 6 作品を FOX ムービー プレミアムにて 2013 年 2 月 24 日
(日)21:00～23:00 に放送いたします。
本映画祭は、日本人クリエイターの実力が近年世界レベルになっているにも関わらず、それらの多くを発表するチャンス
がない状況の中、その場を提供し、映像の魅力を多くの人たちに広め、世界で通用するアーティストを発掘することを目的
としております。審査員には映画評論家の品田雄吉氏と島敏光氏を迎え、弊社会長の渡辺紘一を含む 3 名で、監督の将来
性、またいかに見る人を楽しませる作品としてバランスよく仕上がっているか、という視点から 6 作品を厳選いたしました。
受賞作品は以下をご参照ください。
今後も FOX ムービー プレミアムは、みなさまに楽しんで頂けるチャンネルとして、映画や最新ハリウッド情報など FOX
ムービー プレミアムならではの番組をお届けして参ります。

FOX ムービー プレミアム短編映画祭
プレミアム短編映画祭 2013 受賞作品
＜最優秀賞＞

＜優秀賞＞

監督： 山岡大祐
作品： 「いいね！」 （ドラマ）
世界の観客が理解し、共感し、楽しんでくれる要素を意識した映画作りを心がけている
山岡監督。本作は今、世界中でも話題の SNS をテーマに、ビルの隙間だけで展開する
スリリングなドラマ。
監督： 小尾信生
作品： 「ケツゲツナガル」 （ドラマ）
短編の中でエンターテイメント性の高い作品を表現する監督。
間抜けで切ない男の友情をテーマに一風変わった作品をお届けします。
監督： A.T
作品： 「source」 （SF スリラー）.
日本発信の世界レベルの映像をテーマとした作品を手がける。本作では世界有数の
コンテンツ、ジャパニメーションを実写化したような臨場感あふれる”見たことのない
東京“を紹介する。
監督： 岡野義一
作品： 「Convenient Interpretation」 （クライム・サスペンス）
ロサンゼルス在住。インターナショナル・スクール・オブ・モーションピクチャーズを
卒業し、現在も LA で活躍中の若手監督。
監督： Rex Takeshi
作品： 「My Friend's Confession」 （ドラマ）
台湾出身の若手監督。3D アニメーションでアメリカや韓国の映画祭で 入選経験もある
実力派。本作は人間が窮地に陥った時、心の中に生まれる、平常時とは異質な
精神状態を描いたシリアスな人間ドラマである。
監督： 矢野耕法
作品： 「DEEP FOG」 （ドラマ）
映画監督になることを目指してロサンゼルスのインターナショナル・スクール・
オブ・モーションピクチャーズで一年のコースを修了。在校中に制作した本作はアメリカ
社会が現在も抱える闇の部分に焦点を当てている。

＜本件に
本件に関するお問
するお問い合わせ先
わせ先＞
FOX インターナショナル・チャンネルズ PR 事務局（㈱プラチナム内）
担当：福田・浜木 TEL : 03-5572-6072 FAX : 03-5572-6075 E-mail : t-fukuda@vectorinc.co.jp

参考資料
【FOX ムービー プレミアムとは】
プレミアムとは】 tv.foxjapan.com/movies
ハリウッド・
ハリウッド・メジャー・
メジャー・スタジオ FOX がお贈
がお贈りする
りする映画チャンネル
映画チャンネル。
チャンネル。
ハリウッド映画から、人生を変える映画、永遠の名作まであらゆるジャンルの映画を分かりやすくお薦めします。
その他ドラマや他では見られない最新エンタメ情報などもお届けします。
毎日新しい発見がある映画チャンネル、それが FOX ムービー プレミアムです。
FOX ムービー プレミアムは FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会社が運営し、スカパー！や全国のケーブルテレ
ビ、IPTV などでご覧いただけます。

【FOX ムービー プレミアム短編映画祭
プレミアム短編映画祭 2013 概要】
概要
審査員

応募要項

賞品

品田 雄吉 （映画評論家、多摩美術大学名誉教授、東京国際映画祭審査委員）
島 敏光 （エッセイスト、映画評論家）
渡辺 紘一 （FOX インターナショナル・チャンネルズ株式会社会長）
尺：
1 分～30 分
年齢/ジャンル/テーマ/制作年：
年齢/ジャンル/テーマ/制作年は問わない
応募期間：
2012 年 12 月 1 日～2013 年 1 月 31 日
応募総数：
218 件
最優秀作品 1 名： 賞金 100 万円 + FOX ムービー プレミアムで放送
優秀作品
FOX ムービー プレミアムで放送

【2013 年 3 月＆4 月に放送予定の
放送予定のオススメ映画
オススメ映画 概要】
概要】
＜3 月放送＞
月放送＞
レスラー （原題：
） 字幕
原題：THE WRESTLER）
3 月 10 日(日
日)21:00～
～ 他
人生は
人生は過酷である
過酷である、
である、ゆえに美
ゆえに美しい。
しい。
人気レスラーだったランディは、今ではスーパーでアルバイトをしながら、かろうじてプロレスを続けている。ある日、
長年のステロイド使用が祟り、心臓発作を起こしてしまう。「命が惜しければ、リングには立つな」と医者は病院で目
覚めたランディに告げる。妻とは離婚し、一人娘のステファニーとも疎遠で、ひとりになってしまったランディ。せめて
娘との関係だけは修復しようとするが、冷たくあしらわれ、好意をもっていた顔なじみのストリッパー キャシディにも
振られ…。
監督：ダーレン・アロノフスキー／出演：ミッキーローク、マリサ・トメイ、エヴァン・レイチェル・ウッド 他
©Niko Tavernese for all Wrestler photos

トーク・トゥー・ハー （原題：
） 字幕
原題：TALK TO HER）
3 月 3 日(日
日)21：
：00～
～ 他
深い眠りの底
りの底でも、
でも、女は女であり続
であり続ける。
ける。
事故で昏睡状態になったダンサー、アリシア。彼女を慕うベニグノは、4 年間、看護士として親身にアリ
シアを世話し、語りかけてきた。その頃、女闘牛士のリディアが、競技中に大怪我を負い昏睡に陥った。
悲嘆にくれる恋人のマルコを、ベニグノは「彼女に話しかけて」と諭す。愛する女性が同じ境遇にいる 2
人は、次第に心を通わせていった。そんなある日、アリシアが妊娠していることが発覚する…。
監督：ペドロ・アルモドバル／出演：バビエル・カマラ、ダリオ・グランディネッティ 他
©2004 Scion Films Phantom Production Partnership.

デスペラード （原題：
） 字幕
原題：DESPERADO）
3 月 9 日(土
土)21：
：00～
～ 他
弾丸 8,000 発を撃ちまくり 10 秒間に
秒間に一人を
一人を葬る復讐のショウタイム
復讐のショウタイム
かつて恋人を殺され、自らも掌を撃たれギター弾きとしての道を閉ざされたマリアッチ。ギターケースに
武器を詰め、仇であるギャングのボスのブチョを捜し求める。国境の町のブチョが経営する酒場で壮絶
な撃ち合いの末、生き残るマリアッチだが、通りすがりの女性を庇って追っ手に撃たれる。その女性キ
ャロリーナは怪我をしたマリアッチを自分の店に匿う。彼女は店に現れたブチョをごまかすが、彼はマリ
アッチの存在を確信する。束の間、愛を交わすマリアッチとキャロリーナだったが、ブチョの手下がそこ
まで迫っていた…。
監督：ロバート・ロドリゲス／出演：アントニオ・バンデラス、サルマ・ハエック 他
©1995 Columbia Pictures Industries, Inc. All Rights Reserved.

参考資料
【2013 年 3 月＆4 月に放送予定のオススメ
放送予定のオススメ映画
のオススメ映画 概要】
概要】 続き
＜4 月放送＞
月放送＞
ベスト・キッド （原題：
） 字幕
原題：THE KARATE KID）
4 月 6 日(土
土)21：
：00～
～ 他
管理人は
管理人は最強のカラテ
最強のカラテ家
のカラテ家？ミヤギ道
ミヤギ道カラテでコブラ会
カラテでコブラ会に立ち向かえ！
かえ！
カリフォルニアに引っ越して来たダニエルは、不良グループ“コブラ会”に付け狙われ、怪我だらけの毎日。そんな彼
にカラテの達人ミヤギがコーチを引き受ける。決着の場は 2 ヶ月後の少年カラテ選手権大会。しかし練習メニューは
ワックスがけや、ペンキ塗りといった雑用ばかり。こんな毎日で本当に強くなれるの？
監督：ジョン・Ｇ・アヴィルドセン／出演：ラルフ・マッチオ、ノリユキ・パット・モリタ、エリザベス・シュー 他
© 1984 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC.

チェ 28 歳の革命 （原題：
） 字幕
原題：CHE: PART ONE THE ARGENTINE）
4 月 5 日(金
金)12：
：30～
～ 他
かつて、
かつて、本気で
本気で世界を
世界を変えようとした男
えようとした男がいた―。
がいた 。
革命家誕生。
。
革命家誕生。世界はその
世界はその日
はその日、光を得た―。
1955 年 7 月、メキシコ。持病の喘息を抱えながらも、ラテン・アメリカの貧しい人々を救いた
いと南米大陸の旅を続けるアルゼンチン人の医師エルネスト・ゲバラと、独裁政権に苦しむ
故国キューバの革命を決意するフィデル・カストロは、フィデルの弟ラウル・カストロを介して
出会う。わずか 82 人で海を渡り、2 万人に及ぶキューバ政府軍と戦うというカストロの正気を
疑う作戦に、参加を決意するゲバラ。チェという愛称で呼ばれ、軍医としてゲリラ軍に加わっ
たチェ・ゲバラは、平等社会のために戦い、日々心身を鍛え、厳しい規律を守り、農民たちには礼を尽くした。また、女性と
子供には愛情をもって接し、若き兵士に読み書きを教え、裏切り者には容赦ないが、負傷兵には敵味方の区別なく救いの
手を差し伸べた。やがてその類まれなる統率力を認められ、司令官として部隊を率いるチェ・ゲバラ。後に妻となる女性戦
士アレイダ・マルチにも支えられながら、チェ・ゲバラの部隊はカストロからキューバ革命の要となる戦いを任せられる。そ
れは「大都市サンタクララを陥落し、キューバを分断せよ」という指令だった…。
監督：スティーヴン・ソダーバーグ／出演：ベニチオ・デル・トロ、デミアン・ビチル、サンティアゴ・カブレラ 他

★『チェ 38 歳の手紙』
手紙』 （『チェ
（『チェ 28 歳の革命』
革命』の後編）
後編） も 4 月に放送いたします
放送いたします！
いたします！
©2008 Guerrilla Films, LLC - Telecinco Cinema, S.A.U. All Rights Reserved

真珠の
） 字幕
真珠の耳飾りの
耳飾りの少女
りの少女 （原題：
原題：GIRL WITH A PEARL EARRING）
4 月 10 日(水
水)12：
：30～
～ 他
画家と
。一枚の
画家と少女、
少女、許されぬ想
されぬ想い---。
一枚の名画に
名画に封じ込められた至高
められた至高の
至高の愛の物語
17 世紀のオランダ。画家のフェルメールの屋敷で使用人として働き始めたグリートは、ある
日、アトリエの窓拭きをしたことで光を変化させ、フェルメールの創作意欲を刺激する。パトロ
ンのファン・ライフェンが新たな集団肖像画を注文した。ファン・ライフェンに挑発されたフェ
ルメールは、グリートの肖像画を描くことに。
監督：ピーター・ウェーバー／出演：スカーレット・ヨハンソン、コリン・ファース 他
©Archer Street (Girl) Limited 2003

