
世界中から厳選されたショートフィルムが、日本で一堂に会する米国アカデミー賞公認の映画祭

ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2009

ミュージックShort部門スタート！
アーティスト＆監督の舞台挨拶決定！第一弾！

★「ミュージックShort部門」ノミネート作品ラインナップ詳細はP.2以降をご参照ください。 1

GRGReeeeNeeeeN最新曲「遥か」最新曲「遥か」PVPV、映画祭プレミア上映！、映画祭プレミア上映！

映画主題歌

ショートフィルムの視点でセレクトされた
ミュージッククリップの数々を特集上映。

ミュージックドラマとしてその存在が確立して
いる韓国の作品も招待上映し、日韓の
ミュージッククリップの現在を探ります。

■■来場来場ゲスト情報ゲスト情報
★ 韓国人気CM／PVディレクター： チャン・ジェヒョク氏
★「ブタがいた教室」監督： 前田哲氏×Lil’B
★ クレルモン・フェラン国際短編映画際審査員賞受賞監督： 井上都紀さん
★ 東宝シンデレラグランプリ： 黒瀬真奈美さん 他

※その他ゲストは決定次第、随時ウェブサイト上にて発表いたします。
※上記ゲスト内容は、変更の可能性があります。

【【ミュージックミュージックShortShort部門設立の背景部門設立の背景】】
昨年、10周年を迎えたSSFFは次の10年に向けて、新た

なるステップの一つとして、ミュージックShort部門を新設
しました。“音楽と映画の世界を結ぶ「ショートフィルム」”と
いう観点で、国内および韓国から様々なミュージックビデオ
作品を集めて上映します。

TVやネットで公開されていながらも、大きなスクリーンで
観る機会がなかった作品の数々を、映画祭でぜひご堪能
ください。また、今年のミュージックShort部門新設に引き
続き、来年は、よりクリエイティビティにフォーカスしたコンペ
ティションも展開予定です。これまで、アーティストの側から
発信されるだけのことが多かったミュージックビデオを、魅力
溢れるショートフィルムコンテンツとして創作、幅広い発信へ
と結びつけ、音楽とショートフィルム、相互の効果的なプロ
モーションへとつなげていきたいと計画しています。詳しくはオフィシャルウェブサイトへ： www.shortshorts.org

【【上映作品アーティスト上映作品アーティスト】】
GLAY、キマグレン、黒瀬真奈美、
トベタ・ジュン、RIP SLYME、柴田淳、
元気ロケッツ、秦基博、椎名林檎、
ACIDMAN、新垣結衣、TERIYAKI BOYZ、
Lil’B

and more... （敬称略、上映順）

【【上映日程＆会場上映日程＆会場】】
■ミュージックShortプログラム1
6月5日（金）19：40～21：30＠表参道ヒルズ スペース オー
6月13日（土）19：50～21：40＠ラフォーレミュージアム原宿

■プログラム2
6月6日（土）19：40～21：30＠表参道ヒルズ スペース オー
6月11日（木）17：10～19：00＠

ブリリア ショートショート シアター

■プログラム3
6月10日（水）19：50～21：40＠ラフォーレミュージアム原宿
6月12日（金）19：20～21：30＠ブリリア ショートショート シアター

※ゲストによる舞台挨拶スケジュールは変更の可能性あり。
ウェブサイトにて随時情報更新いたします。

（5月27日リリース予定）

メンバーの実体験を基に、親への想いを唄った初のバラード作品。
歯医者を目指しながらも音楽に全力で取り組む事に、親との軋
轢が何度もあった。諦めずに続けた対話の末、気付く事が出来た
親の深い愛情。我が夢を掴むという強い決意と、これまで育ててく
れた深い感謝の想いが、「遥か」に込められている。



ミュージックミュージックShortShort部門ノミネート作品ランナップ部門ノミネート作品ランナップ

２

「Only One For Me」

監督：チャン・ジェヒョク
アーティスト：SOUL STAR
アーティストを夢見る父と娘。人気ラジオ番組の流れる中古レコード店の店主。いつもスタジオ
の窓から見えるバレーダンサーに恋い焦がれる作曲家。3人の人間模様。

プログラム1

「SAY YOUR DREAM」

監督：園田俊郎
アーティスト：GLAY
リムジンで街中を移動する主人公の浅井は車の外に見る少年サッカーに捕虜時代を思い出
す。重労働の日々と、命と夢をかけた決死のサッカー試合、連合軍の兵士JOHN…。「人生
を通しての友情」をテーマ壮大な世界観を描く作品。

「天国の郵便ポスト」

監督：柿本ケンサク
アーティスト：キマグレン
目を覚ました太郎は何かに誘われあてもなく出かける。の郵便ポストで自転車に二人乗りする
カップルとすれ違った瞬間、頭の中にノイズが走り、感情が深い暗闇のそこから這い上がる。思
い浮かぶ彼女と過ごした日々。

「もう一度はじめよう」

監督：ユウ・クワンゴン
アーティスト：キム・ドンリュル
バレリーナを目指していた彼女は夢をあきらめざるを得なかった。男はそんな彼女を支えられな
かった。夢から覚めた夢。その時、彼女の夢は叶ったかに見えた。

「Love is...Shine at 台湾」

監督：小林正樹
アーティスト：黒瀬真奈美
女優であり、ｱｰﾃｨｽﾄとしても活動中の彼女は現役高校生、17歳。初めて訪れる異国台湾
へ行き、一人でストリートライブに初挑戦する滞在記。涙あり、感動あり、一人異国で奮闘す
る姿に元気付けられる作品。

「青い蝶」

監督：トベタ・バジュン/小柳貴衛
アーティスト：トベタ・バジュン
毎夜病気の痛みで眠れない子供たち、大人の都合による戦争や紛争で眠れない子供たちに
夢へのきっかけや支えをプレゼントしたい。寝たきりの少女がある夜みた夢は、まるで空想絵画
のような不思議で切ない世界。

6月5日（金）19：40～21：30＠表参道ヒルズ スペース オー
6月13日（土）19：50～21：40＠ラフォーレミュージアム原宿



ミュージックミュージックShortShort部門ノミネート作品ランナップ部門ノミネート作品ランナップ

「I DO」

監督：チャン・ジェヒョク
アーティスト：THE ONE
余命数日を宣告されたガインは、公園でカメラを構えた男性に、「息を引き取るまでを写真に
収めてほしい」と願う・・・。尊敬する映画監督・岩井俊二氏にオマージュを捧げた作品。

プログラム2

「SPLASH」

監督：近藤勝路
アーティスト： RIP SLYME
満月の夜のビーチパーティーに参加し、出会った美女に次々アタックするRIP SLYME。“あやつ
り人形”として出演する初の試みによる斬新かつコミカルな作品。

「HIROMI」

監督：井上都紀
アーティスト：柴田淳
カズキは恋唄屋を名乗る謎の女性ジュンと出会い、嘘をついて別れた元彼女の「ヒロミ」の強
い想いに気付いていく。

「よかった」

監督：ヤン・ジノ
アーティスト：イ・ジョク
一つの愛が終わるとき、男女の間にはどんな心模様が現れるのか。
壊れてしまった愛を、１つの部屋のセットを引き裂くことで表現した実験的作品。

「Heavenly Staｒ」

監督：水口哲也／丸野優／児玉裕一
アーティスト：元気ロケッツ
人類史上初、宇宙で生まれ育った30年後の17歳Lumiが、まだ見たことない地球に初めて降
り立った時を想像して、地球に対する期待と恋に似た感情を歌ったラブソング。それを音と光と
映像で表現。

「朝が来る前に」

監督：島田大介
アーティスト：秦 基博
病気で亡くなった彼の事を忘れられずにいる彼女。新しい日々へ旅だってもらう為、彼はいつも
一緒に歩いていた遊歩道で最後の別れを告げる。

３

「百色眼鏡」

監督：番場秀一
アーティスト：椎名林檎
時代は大正。警察幹部からある疑いをかけられている女優の身元調査を依頼されながらも
彼女に魅了される探偵。好奇心と使命感から真夜中に女優宅に張り込み、壁穴から覗き込
んだ先に彼がみた予想外の光景とは…。

6月6日（土）19：40～21：30＠表参道ヒルズ スペース オー
6月11日（木）17：10～19：00＠ブリリア ショートショート シアター
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プログラム３

「SOL」

監督：西郡勲
アーティスト： ACIDMAN
ACIDMAN 大木伸夫氏による原作を元に映像化。重々しい音楽をパペットアニメーションにあ
わせ、コマ撮りのぎこちなさやミニチュア感をCGで演出。音楽の展開に合わせ質感と色をチョイ
スしたこだわりの一作。

「あなただけ」

監督：チャン
アーティスト：XO
深く愛し合った2人は別れを選択せざるを得なかったが、男は女を忘れることができない。再会
したすると既に結婚していた彼女。彼の中で彼女の存在が少しずつ変わっていく。

「遥か」

監督：直
アーティスト：GReeeeN
「愛唄」、「キセキ」など常にドラマ性に富んだミュージックビデオを送り出してきたGReeeeN。
“親から注がれた愛への感謝と、家族を愛する決意の言葉”を歌った新曲、「遥か」。一度は
絆を失ったかに見えても、決して親子の絆は切れない、、、。息子役にTVドラマ・映画「花より
男子」シリーズ、TVドラマ「つばさ」などで知られる若手俳優・冨浦智嗣、その父親役に高橋
長英、また六平直政など、いぶし銀の配役もみどころのひとつ。家族の愛がどんなに「デッカイ」
かを情緒豊かに描いた感動作！

「赤い糸」

監督：山口保幸
アーティスト：新垣結衣
切なく温かい恋愛をテーマに、コブクロの楽曲を女性の視点で描く。元カレが忘れられない彼
女と彼にキモチのすれ違いが…。彼は心に赤い糸をしっかり結んで彼女の気持ちの答えが出
るのを待つ。

「Work That feat. Pharrell & Chris Brown」

監督：NIGO®
アーティスト：TERIYAKI BOYZ
某深夜番組を彷彿させる遊び心溢れる映像と、各メンバーの個性が融合した刺激的かつ癒
し系な作品

４

「キミに歌ったラブソング」
監督：前田哲
アーティスト：Lil'B
「私は今日、行方不明になる。」一人、夜行バスに乗るフーコ。その一年後、仲良しだった4人
はフーコの旅した道をたどる。現在を生きる10代女子の感性が、見る者すべての心に響くミュ
ージック・ロード・ムービー。

「月出た！出かけよう！ 」

監督：キム・ヒョンシク
アーティスト：CHANG KI HA & THE FACES
韓国で絶大な人気を誇るアーティスト、ソテジが、一発撮りミュージック・ビデオ・シリーズの「
INDIE TO GO※」に参加。女子高の体育館を使い、現役の女子中学生をバックダンサーに
従えた摩訶不思議な作品。日本初公開！！

6月10日（水）19：50～21：40＠ラフォーレミュージアム原宿
6月12日（金）19：20～21：30＠ブリリア ショートショート シアター



Short Shorts Film Festival Short Shorts Film Festival ＆＆ Asia 200Asia 20099 会場・日程会場・日程
ミュージックShort部門ノミネート作品は、下記の3会場にて上映を行います。6月14日（日）のアワードセレモニー
にて、優秀賞1作品を発表いたします。

会場 ：表参道ヒルズ表参道ヒルズ スペーススペース オーオー

（東京都渋谷区神宮前4-12-10表参道ヒルズ 本館地下3F ）

日程 ：2009年6月4日（木）～6月7日（日）

会場 ：ラフォーレミュージアム原宿ラフォーレミュージアム原宿（東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿6F ）

日程 ：2008年6月10日（水）～6月14日（日）

＜ナショナルツアー横浜同時開催＞

会場 ：ブリリアブリリア ショートショートショートショート シアターシアター（横浜市西区みなとみらい5-3-1フィルミー2F）

日程 ：2009年6月10日（水）～6月14日（日）

HP ：http://www.Brillia-SST.jp/

※Short Shorts Film Festivalホームページ： http://www.shortshorts.org

※Short Shorts Film Festival ＆ Asia 2009 オフィシャルホームページ：

http://www.shortshorts.org/2009/   5月1日オープン予定

※チケットは5月9日より 発売開始（TOHOシネマズ 六本木ヒルズ会場は、5月16日からの販売となり

ます）

映画祭映画祭開催概要開催概要＆チケット情報＆チケット情報

５

チケット情報チケット情報

<<表参道ヒルズ／ラフォーレミュージアム原宿／ブリリア ショートショート シアター ≫
■前売販売日 5月9日(土)

■チケット価格（税込）
１プログラムチケット：一般：前売1,200円/当日1,400円
学生（学生証を提示）：前売/当日1,000円
シニア60歳以上・ハンディキャップ・小人（身分証、障害者手帳を提示）：前売/当日800円
３プログラムチケット：（前売・当日）2,700円※
お得なスペシャルパスポート：限定販売（前売のみ）期間中通し券：8,000円※

■チケット販売
＜チケットぴあPコード＞
表参道ヒルズ：555-165 
ラフォーレ原宿：555-164
３プログラムチケット：460-698 ※
スペシャルパスポート：460-699 ※
電話予約：0570-02-9999
店頭販売：ぴあ各店舗 ファミリーマート サークルK・サンクス
＠電子チケットぴあ：http://t.pia.jp/cinema/cinema.html

■報道関係の皆様からの掲載に関するお問い合わせ先
《作品写真紙焼き･ポジ､作品VTRその他の資料の貸出等もお申し付け下さい｡》

＜ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2009 PR事務局＞
ビルコム株式会社 担当：杉山・隈元

〒107-0062 東京都港区南青山5-10-2 第2九曜ビル2F
TEL:03-5766-8411 FAX:03-5766-8419 EMAIL:bil-press@bil.jp


