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第一弾公開作品のひとつ、 

韓国ユ・ジテ監督兼主演作品「招待」 

 

2014年3月10日 

ネスレ日本株式会社 

 

 

 

 

 

ネスレ日本株式会社（本社：神戸市中央区、代表取締役 社長 兼 CEO：高岡浩三）は、エンタテインメン

トサイト「ネスレアミューズ」（http://nestle.jp/）内に開設しているWeb上の無料映画館「ネスレアミューズ 

オウチ映画館 2014」（http://nestle.jp/ssff/world14/）を2014年3月10日（月）にオープンします。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 ＆ アジアの企画・運営を手がける株式会社

パシフィックボイス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：別所哲也）の協力のもと、12月末までに合計60

作品に及ぶショートフィルムを公開いたします。 

■「ネスレアミューズ オウチ映画館 2014」 

http://nestle.jp/ssff/world14/      (PC) 

http://m.nestle.jp/ssff/world14/    （スマートフォン/タブレット端末） 

「オウチ映画館」は、世界各国で制作されたショートフィ

ルムを無料で公開するWeb上の映画館です。PCに加え、ス

マートフォンやタブレット端末の普及により、ショートフィルム

をスキマ時間に楽しむ方は増えており、2013年は120万の 

アクセスがありました。 

2014年3月10日（月）より、第一弾として「映画で旅する

ワールドツアー」をテーマに世界10ヵ国のショートフィルム

計20作品の公開を順次開始します。オランダ、コロンビア、

ブラジル、スイス、アメリカ…と、5月12日（月）まで毎週1ヵ

国2作品ずつショートフィルムを公開していきます。 

アニメーション大国のロシアのハイレベルなアニメ作品

や、めったに見ることのできないコロンビアの作品、100

以上の映画祭で上映されたイタリア作品のほか、カンヌ

国際映画祭グランプリ受賞作品「オールド・ボーイ」出演

ユ・ジテが監督兼主演の韓国作品などが揃います。普段

劇場では上映されない貴重な作品ばかりです。 

国際的にスポーツの交流が深まる2014年、文字通り 

“オウチ”に居ながらに、ショートフィルムを通してワールド 

ツアーへ行く気分を味わうことができます。 

また、2014年の公開に当たり、“オウチ”で映画を楽し

む家電などが100名様に当たるプレゼントキャンペーンを

実施し、日常のスキマ時間にショートフィルムを楽しむと

いうライフスタイルを提案して参ります。 

スマホで“オウチ”が無料映画館に！ 

「ネスレアミューズ オウチ映画館 2014」、3月10日（月）オープン 

世界各国の名作ショートフィルムを毎週配信！ 

１ 

「ネスレアミューズ オウチ映画館 2014」トップページ 

■「ネスレアミューズ オウチ映画館」とは 

「ネスレアミューズ オウチ映画館」は、世界各国で制作されたショートフィルムを集め、無料で公開するWeb上の

映画館です。恋愛、ファンタジー、コメディ、アニメなど、各国独特の文化や習慣が息づく作品を、PCやスマートフォ

ンから無料で視聴できます。作品時間は1分以上25分以内と短いため、“スキマ時間”に見ることができま

す。キッチンでの家事の合間に、リビングでくつろぎながら、また通勤時やオフィスランチ時の息抜きに、場

所、シチュエーションも選ばないところが特長です。 
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■「ネスレアミューズ オウチ映画館 2014」公開概要 

公開期間 2014年3月10日（月）～12月31日（水）（予定） 
URL  （PC）http://nestle.jp/ssff/world14/ 

（スマートフォン/タブレット端末）http://m.nestle.jp/ssff/world14/ 
視聴環境 PC/スマートフォン/タブレット端末（Android、iOS） 

※スマートフォン以外の携帯電話ではご視聴いただけません 
内容  ・計60作品のショートフィルム公開 

第一弾「映画で旅するワールドツアー」（3月10日～7月31日） 
第二弾「第3回ネスレアミューズ映画祭」（6月9日～12月31日）※詳細は後日発表 

  ・映画視聴による100名様へのプレゼントキャンペーン 
視聴方法 「ネスレ会員」へ登録（無料）のうえ視聴 
 

「映画で旅するワールドツアー」をテーマに10週連続で世界各国の作品を公開 

2014年12月末までに計60作品に及ぶショートフィルムを無料公開します。第一弾として、「映画で旅する

ワールドツアー」をテーマに世界10ヵ国20作品を順次公開いたします。3月10日（月）から5月12日（月）まで、

毎週1ヵ国2作品ずつ10週連続で新しい作品を追加。毎週、映画で旅する気分を味わえます。 

 

第一弾「映画で旅するワールドツアー」公開スケジュール 

 

 

 

 

 

 

第一弾「映画で旅するワールドツアー」注目の4作品ご紹介 

 マリジン   朝食と一杯のコーヒー 

制作国 オランダ 制作国 コロンビア 

監督 Lilian Sijbesma 監督 
Zaid Abu 

Hamdan 

製作年 2010年 製作年 2005年 

ｼﾞｬﾝﾙ ドラマ ｼﾞｬﾝﾙ コメディ 

尺 16分39秒 尺 8分6秒 

マリジンのママは魔法が使える。大好きなものを食べる

と、すごいことが起きるのだ。しかしある悲劇が全てを変

えてしまう。 

ジャイロが目を覚ますと、上から飛び降りようとしている

近所のオマーの姿が目に飛び込んできた。オマーを救っ

たのは、淹れたての一杯のコーヒーだった。 

 

 招待   フロム・ハー・トゥ・エタニティ 

制作国 韓国 制作国 日本/フランス 

監督 Yoo Ji-tae 監督 近藤麗子 

製作年 2008年 製作年 2011年 

ｼﾞｬﾝﾙ ドラマ ｼﾞｬﾝﾙ ドラマ 

尺 9分39秒 尺 15分 

退屈な人生を送る男と、キャリアウーマンだがそんな生

活から抜け出したいと願う女。現代社会の「非コミュニケ

ーション」化した現代社会を描いた作品。『オールド・ボー

イ』出演 ユ・ジテ監督兼主演作品。 

ひとりのフランス人の男と日本人の女。ふたりの間にある

文化の違い、言葉の壁、時差。夢と現実をさまよい、時の

摂理を失った世界に在って、始まらなければ終わること

のない永遠の恋人同士の物語。伊藤歩出演。 

 
※作品一覧は別紙（参考資料）をご覧下さい。 

※公開開始日に新着作品に関する情報をデジタル向けのニュースレターで毎週配信します。 

公開開始日 制作国 

3月10日（月） オランダ 

3月17日（月） コロンビア 

3月24日（月） ブラジル 

3月31日（月） スイス 

4月7日（月） アメリカ 

4月14日（月） イタリア 

4月21日（月） 韓国 

4月28日（月） メキシコ 

5月5日（月） ロシア 

5月12日（月） 日本 

※公開終了は全て7月31日（木） 
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映画視聴による100 名様へのプレゼントキャンペーン 

抽選で100名様に豪華プレゼントが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。ショートフィルムの視聴を通

してネスレコインを貯め、応募する懸賞です。1作品視聴するごとに 100コインが付与され、5作品の視聴ご

とに500コインのボーナスコインを付与いたします。キャンペーンは、100コイン１口として応募できます。上

映されている様々な作品を視聴することで、複数口の応募が可能となります。 
※ ネスレコインは「ネスレ会員」を対象としたサービスです。ネスレコインの獲得とプレゼントキャンペーンへのご応募には「ネスレ会員」への登

録（無料）が必要となります。ネスレコインの付与は、1作品につき1回限りとなります。プレゼント賞品は変更になることがあります。 

 

プレゼントキャンペーン実施概要 

実施期間 ：2014年 3月 10日（月）～7月 31日（木） 

応募対象 ：無料の「ネスレ会員」に登録し、ネスレコインをお持ちの方 

賞品   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

オウチが映画館に変身？！ 

パナソニック 42型液晶テレビ 

THL42E60 1名様 

 

快適なお部屋に 

ダイソン Hot&Cool 

AM05BN  3名様 

 

掃除は任せて、ゆっくり映画 
ルンバ アイロボット 620 
3名様 

最高のお茶を片手に 
ネスレ スペシャル.T 10名様 
※カラーのご指定はできません。 
 

ハイクオリティなサウンドで 

BOSE マルチメディアスピーカーシ

ステム COMPANION2-3(BK) 

3名様 
※ボーズ株式会社の提供・協賛ではありま

せん。 

オウチ映画の後はショッピング 

ネスレ通販オンラインショップ 

ショッピングポイント 70名様 

 

■「ネスレアミューズ」とは 

「ネスレアミューズ」は、「ユーザーが何度も来訪したくなるような、居心地の良いWEBサイト」をコンセプトに、

2010年に開設したネスレ日本のエンタテインメントサイトです。家事や育児に忙しい女性や働く男女に向け

て、映像・音楽やレシピ情報など、息抜きや気分転換に最適な様々なコンテンツを取り揃えています。無料の

「ネスレ会員」に登録することで、「ネスレアミューズ」内で楽しめるコインが貯まる特典やお得なメールマガジ

ンを提供しています。2013年12月末時点で、会員数は330万超の規模となっています。 

 
■ネスレ日本とショートフィルム 

ネスレ日本は、米国アカデミー賞公認で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 ＆ アジアの企画・運営など、ショートフィルムの総合ブランド「ShortShorts」を手がけるパシフィック

ボイスとのコラボレーションにより、2011年から「ネスレアミューズ」において世界の様々なショートフィルムを

お届けしています。お客様に「楽しい時間を過ごすコンテンツ」を提供することをコンセプトとする 

「ネスレアミューズ」を運営するネスレ日本と、「短い時間の中に魅力が凝縮されたショートフィルムをより多

くの人に楽しんで頂きたい」というパシフィックボイスとの思いが合致し、この度5回目のコラボレーションが

実現しました。  

マッサージしながら映画鑑賞 
パナソニック レッグリフレ 
EWNA31 10名様 
※カラーのご指定はできません。 
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＜参考資料＞ 

 

 

第一弾「映画で旅するワールドツアー」公開作品一覧 

 
制作国 各国作品紹介 

オランダ 

3/10（月）～ 

 一杯のコーヒー   マリジン 

監督 Sjaak Rood 監督 Lilian Sijbesma 

制作年 2011年 制作年 2010年 

ジャンル アニメーション ジャンル ドラマ 

尺 5:45 尺 16:39 

ただ「一杯のコーヒー」が飲みたかったのに…。 マリジンのママは魔法が使える。大好きなものを

食べると、すごいことが起きるのだ。しかしある悲

劇が全てを変えてしまう。 

 

コロンビア 

3/17（月）～ 

 朝食と一杯のコーヒー   写真 

監督 Zaid Abu Hamdan 監督 Ivan D. Gaona 

制作年 2005年 制作年 2012年 

ジャンル コメディ ジャンル ドラマ 

尺 8:06 尺 14:07 

ジャイロが目を覚ますと、上から飛び降りようとし

ている近所のオマーの姿が、目に飛び込んでき

た。オマーを救ったのは、淹れたての一杯のコー

ヒー。  

今日は日曜日。マーケットに買い出しに行く日。ポ

ーリナおばあさんはおじいさんのために鶏を買い

たいが、お金が足りない。そこで、なけなしのお金

でクジ引きをすることに…。 

 

ブラジル 

3/24（月）～ 

 リニア   トリ 

監督 Amir Admoni 監督 

Andrea Midori 

Simao & Quelany 

Vicente 

制作年 2012年 制作年 2006年 

ジャンル ドラマ ジャンル ドラマ 

尺 6:04 尺 16:40 

車が行き来する大都市の車道、そこを「ある目的」

で進む小さな物体…。 

50年代のサンパウロ。日系移民の子供エミは生ま

れてきた鳥の卵を、離ればなれになった兄に見せ

ようとする･･･。 

 

スイス 

3/31（月）～ 

 小さなトリと葉っぱ   バウマン夫妻 

監督 Lena von Dohren 監督 Martin Guggisberg 

制作年 2012年 制作年 2012年 

ジャンル アニメーション ジャンル コメディ 

尺 4:15 尺 17:06 

冬の寒い中、風によって飛ばされてしまう、一枚の

黄色い葉っぱ。そしてそれに近づく一匹の小さなト

リの話。 

アパートの通路で居合わせた２組の夫婦。一緒に

ディナーをすることになるのだが、それがとても

“長～い”夜の始まりだった…。 

 

アメリカ 

4/7（月）～ 

 ピエロの恋   最後の１ページ 

監督 Jill Durso 監督 Kevin Acevedo 

制作年 2012年 制作年 2008年 

ジャンル ロマンス ジャンル コメディ 

尺 12:25 尺 21:05 

ニューヨークの地下鉄構内を歩く一人の男、彼の

鼻は真っ赤―それはピエロだった。一人の女性の

登場が、平穏な毎日を送るピエロの人生をバラ色

に変える。 

作家のジェイソン・アダムズは、最新作の完璧な

エンディングを考えていたが、スランプに陥ってし

まう。気晴らしに外に出かけることにしたが、今度

は数々のハプニングに巻き込まれ、最後の１ペー

ジどころではなくなってしまう。 
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イタリア 

4/14（月）～ 

 死との境界線   素足のオーディション 

監督 Massimo Cogitore 監督 Andrea Rovetta 

制作年 2002年 制作年 2007年 

ジャンル ドラマ ジャンル コメディ 

尺 13:53 尺 6:09 

山中をドライブ中、アレックスと妊婦の妻ローラが

乗る車が故障してしまう。通りがかりのミステリア

スな男に助けられ、二人は彼の邸宅に招かれる。

しかし、その男に暗い荒れ果てたホテルに連れて

こられた時、二人は不安を感じ居心地が悪くなる。

そして男の話す非論理的な言葉に、実は二重の

意味があることに二人は気付くことになる。 

監督とオーディションを受ける女。一歩も譲らな

い、二人の闘いが始まる。 

 

韓国 

4/21（月）～ 

 招待   禁じられた愛 

監督 Yoo Ji-tae 監督 Jun-sung Kim 

制作年 2008年 制作年 2012年 

ジャンル ドラマ ジャンル ドラマ 

尺 9:39 尺 14:44 

退屈な人生を送る男と、キャリアウーマンだがそ

んな生活から抜け出したいと願う女。「非コミュニ

ケーション」化した現代社会を描いた作品。『オー

ルド・ボーイ』出演 ユ・ジテ監督兼主演作品。 

夫婦は死が二人を別つ時まで一緒に年を重ねて

いくもの。ただ、その時間の長さが時として苦痛に

変わる。 

 

メキシコ 

4/28（月）～ 

 ミスター・ワイヤー   スーツケースと二人の男 

監督 
Jonathan Ostos 

Yaber 
監督 

Hari (Carlos 

Sama) 

制作年 2009年 制作年 2007年 

ジャンル アニメーション ジャンル ドラマ 

尺 13:07 尺 14:52 

ワイヤーを使って影人形を作るミスター・ワイヤ

ー。愛する家族を捨ててまで、彼が求めたものと

は？ 

ジュリアンとアレルサンドロはカフェで置き忘れら

れたスーツケースに気づく。中身はなんだろう？

人生まで変えてしまうもの？いや、違うだろう・・・。

悩んでいる間はまだまだ選択できる、もし開けてし

まえば・・・。 

 

ロシア 

5/5（月）～ 

 モグラと海   アリの夢 

監督 Anna Kadykova 監督 Natalia Mirzoyan 

制作年 2012年 制作年 2012年 

ジャンル アニメーション ジャンル アニメーション 

尺 5:00 尺 8:00 

雑誌で海の写真を見て以来、海に行きたいと切に

願う一匹のモグラ。とうとう夢をかなえて浜辺に到

着したが、海は想像とは少し違った…。 

川と壁に囲まれつまらない生活を送る一匹のア

リ。ある日「タージマハル」の描かれた切手を見つ

け、愛するようになる。しかし実際に見ることはで

きないと悟ったアリは、自ら「タージマハル」を建て

ることに。 

 

日本 

5/12（月）～ 

 松濤ストーリー   フロム・ハー・トゥ・エタニティ 

監督 
セスナ サイラス 

望 
監督 近藤麗子 

制作年 2012年 制作年 2011年 

ジャンル ドラマ ジャンル ドラマ 

尺 10:56 尺 15:00 

ある晴れた日、長年の夢である日本での成功が

確定しようとしている外国人男性がいままでの経

緯を語る。だが・・・。 

ひとりのフランス人の男と日本人の女。 

ふたりの間にある文化の違い、言葉の壁、そして

時差。夢と現を彷徨い、時の摂理を失った世界に

在って、始まらなければ終わることのない、永遠

の恋人同士の物語。伊藤歩出演。 

 


