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報道関係各位                                                   2010 年 3 月 18 日（木） 

  ショートショート実行委員会／ショートショート アジア実行委員会 

 

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 2010 が開催！ 

6 月 10 日（木）～20 日（日） 表参道ヒルズスペース オー、ラフォーレミュージアム原宿ほかにて 

 

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「ショートショー

ト フィルムフェスティバル & アジア（略称：SSFF & ASIA）」（代表：別所哲也）が、

6月 10 日（木）～13 日（日）まで表参道ヒルズスペース オー、6月 16 日（水）～

20 日（日）までラフォーレミュージアム原宿ほかにて開催いたします。 

 

今年は世界 96 ヶ国もの国々から 4000 本以上の応募があり、そのうち選りすぐりの

約 100 作品を一挙上映いたします。オフィシャルコンペティションでは、インター

ナショナル部門、アジア インターナショナル部門、ジャパン部門の 3 部門を実施。

各部門優秀賞の中から選出されるグランプリ作品は、次年度（2011 年）の米国アカ

デミー賞短編部門の選考対象となります。 

 

★★  シショョーートトフフィィルルムムのの魅魅力力  
短いもので 1 分、長いものでも 25 分（当映画祭規定による）という短時間のなかに

メッセージが凝縮されるショートフィルム。若きクリエイターの登竜門でもあり、

世界的に活躍する監督たちから推奨されています。 

 

そんなショートフィルムの魅力を伝えるためにスタートした「ショートショート フ

ィルムフェスティバル & アジア」は、おかげさまで今年 12 年目を迎えます。 

開催第 1 回目からジョージ・ルーカス監督の支援を受け、またマーティン・スコセ

ッシ監督など世界的に活躍する有名監督から応援メッセージが届くなど、年々大き

な映画祭へと成長を遂げてきました。 

 

★★  メメイインンビビジジュュアアルルココンンセセププトト  
躍動の第 12 回目 ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 
ショートフィルムを創るフィルムメーカー達への躍進の願いを込め、映画祭ロゴに躍動する大魚の生命（いき）を吹き込みました。

スクリーン上で深く力強く舞う、骨太なショートフィルム達を本映画祭でお楽しみください。 

 

★★  豪豪華華ゲゲスストトもも参参加加！！ 
6 月 10 日（木）のオープニングイベントにて各部門のラインナップを紹介し、6 月 20 日（日）には受賞作品の発表を行います。

今年も審査員やゲストには、映画関係者のみならず文化人も含めた著名な方々をお招きする予定です。詳細は決まり次第、順次リ

リースでお知らせいたします。 
 

▼ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 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。 

1999 年、東京原宿で映像王国ハリウッドに集まったショートフィルムを紹介する映画祭としてスター

トして以来、有名監督の初期短編映画や、若手映像作家が産み出した作品など、これまで 700 本以上に

も及ぶ作品が、世界 50 以上の国や地域から日本に紹介されています。 

 

2004 年には、米国アカデミー賞の公認映画祭として認定を受け、本映画祭でグランプリを獲得した作

品は、次年度米国アカデミー賞のノミネート対象となります。また、映画祭開催初年度から毎年ジョー

ジ・ルーカス監督に応援いただくなど、世界中の映画人から愛される映画祭として成長を遂げてきまし

た。年々規模が大きくなる本映画祭は、現在ではアジア最大級、日本で唯一の米国アカデミー賞公認短

編映画祭として、明日の映像文化を担う若手映像作家、監督たちの世界へつながるゲートウェイを創出

しています。（www.shortshorts.org） 

 
メイン会場のラフォーレミュージアム原宿 

本年度ポスターイメージ 
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主な上映ラインナップ＆見どころ 

 

①音楽とショートフィルムの融合！ ～新設 ミュージック Short クリエイティブ部門 
 昨年度に引き続き大注目の「ミュージック Short 部門」は、今年から 2 部門（PV 部門/クリエイティブ部門）に分かれました。

クリエイティブ部門は、本年が初開催となります。著名アーティストの PV から、クリエイティビティを活かした斬新な一般公

募作品まで、音楽とショートフィルムの融合が楽しめる、豪華なラインナップをお届けします。 
 

②思わず旅行がしたくなる！ ～新設 旅シヨーット！プロジェクト 
観光庁（国土交通省）とのコラボレーションにより、今年から新しく始動するプロジェクト。「旅っていいな」「旅がしたくなっ

た」「日本に行きたくなるね」をキーワードに、日本（全国各地対象）の魅力を描写する作品を募集し、全国各地より 70 作品以

上もの応募がありました。日本が持つ魅力ある観光資源を映像コンテンツとして具現化し、国内外の旅行者を刺激する日本の観

光振興一大プロジェクトを目指します。 
  

③映像の力で地球温暖化問題に警鐘を！ ～ストップ！温暖化部門 
 今年が第 3回目となる本部門は、チャレンジ 25 キャンペーン（環境省）とのコラボレーションにより、“地球温暖化”をテーマ

とした作品を世界中から募集します。映像の力で、現在深刻化する“地球温暖化問題”に警鐘をならすことを目的とし、多くの

クリエイターからの支持を得て、今年は 300 作品以上の応募の中から、選りすぐりの 13 作品を上映いたします。また、去年に

引き続き、J-WAVE もこの部門に賛同。J-WAVE リスナー審査員により選ばれる「J-WAVE アワード」を今年も選出します。 
 

④米国アカデミー賞短編部門受賞＆ノミネート作品を一挙上映！ ～アカデミープログラム 
当映画祭が米国アカデミー賞公認短編映画祭ということを受け、過去に米国アカデミー賞短編部門にて受賞またはノミネートさ

れた作品を紹介するプログラム。本年度のノミネート作品を含む、4作品を一挙上映。 
 

⑤ピーター・ジャクソン監督のプロデュース作品を上映！ ～ニュージーランドプログラム 
Weta の世界的成功を機に、映画産業が急成長中のニュージーランド作品が大集結。『ロード・オブ・ザ・リング』のピーター・ジ

ャクソン秘蔵プロデュース作、同シリーズ『王の帰還』でアカデミー賞美術賞を受賞したグラント・メジャー監督デビュー作など、

超豪華ラインナップでお届けします。  
 

⑥タイ・バンコク版『New York, I Love You』の上映も！ ～タイ特集 
 タイ・バンコク版『New York, I Love You』とも言えるオムニバス『サワディー・バンコク』より、ウィシット・サーサナティ

ヤン監督（『怪盗ブラック・タイガー』）作品、ペンエーグ・ラッタナルアーン監督（『地球で最後のふたり』）作品、ソーラポン・

チャートリー（『マッハ弐』）と韓国女優のイム・スジョンが主演をつとめる、アディタ・アサラット監督作品『Phuket』を上映

します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

会場・日程 

 

会 場：表表参参道道ヒヒルルズズススペペーースス  オオーー （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：2010 年 6 月 10 日（木）～6月 13 日（日） 

主 催：ショートショート実行委員会/ショートショート アジア実行委員会 
 

会 場：ララフフォォーーレレ  ミミュューージジアアムム原原宿宿  （東京都渋谷区神宮前 1-11-6 ラフォーレ原宿 6F ） 
日 程：2010 年 6 月 16 日（水）～6月 20 日（日） 

主 催：ショートショート実行委員会ショートショート アジア実行委員会 
 

☆「オールナイトスクリーニング」 ※上映プログラムは未定 

会 場：TTOOHHOO シシネネママズズ六六本本木木ヒヒルルズズ  （東京都港区六本木 6-10-2 けやき坂コンプレックス） 

日 時：2010 年 6 月 11 日（金）＆12 日（土）の 2日間 

 

＜ナショナルツアー横浜同時開催＞ 

会 場：ブブリリリリアア  シショョーートトシショョーートト  シシアアタターー （横浜市西区みなとみらい 5-3-1 フィルミー2F） 

日 程：2010 年 6 月 12 日（土）～6月 20 日（日） 

HP ：http://www.Brillia-SST.jp/ 

2009 年 ミュージック Short PV 部門 

優秀賞受賞作品： GLAY「SAY YOUR DREAM」 
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※Short Shorts Lounge： http://www.shortshorts.org/ 

※Short Shorts Film Festival ＆ Asia 2010 オフィシャルホームページ： 5 月 1日（土）オープン予定 

※チケットは 5月 15 日(土)より発売開始。 

※オープニングイベントは 6月 10 日（木）、アワードセレモニーは 6 月 20 日（日）に行われます。 

完全招待制のため、チケットは販売致しません。  

 

チケット情報 

 

 

<<<<表表参参道道ヒヒルルズズススペペーースス  オオーー／／ララフフォォーーレレミミュューージジアアムム原原宿宿／／ブブリリリリアア  シショョーートトシショョーートト  シシアアタターー≫≫  
■前売販売日：5 月 15 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：当日 1,000 円 ※要身分証明書提示 

           特別割引（シニア・ハンディキャップ・小人）：当日 800 円 ※要身分証明書提示 

3 プログラムチケット：前売：2,700 円（6/9 24 時までぴあにて販売） 当日：3,000 円 

スペシャルパスポート：前売：8,000 円（6/9 24 時までぴあにて販売） 当日：9,000 円 

 

■チケット販売 

＜チケットぴあ Pコード＞ 

表参道ヒルズ：556-337 ／ ラフォーレ原宿：556-338 ／ 3 プログラムチケット：461-752 ／ スペシャルパスポート： 461-753  

 

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/  

 

 

<<<<TTOOHHOO シシネネママズズ六六本本木木ヒヒルルズズ>>>> 
※前売販売日/チケット価格に関しては、後日発表いたします。 
 

■チケット販売 

・TOHO シネマズ六本木ヒルズ劇場窓口 

・TOHO シネマズ六本木ヒルズＷＥＢ：http://www.tohotheater.jp/ 

 

 

 

■一般のお問い合わせ先 

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア（略称：SSFF & ASIA）事務局 

TEL：03-5474-8844 
 

※PR 代理店変更について 

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2010 は、株式会社スパイスコミニケーションズが PR 担当させていただきま

す。今後ともよろしくお願いいたします。 
 

 
■報道関係の皆様からのお問い合わせ先（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 2010 PR 事務局＞ 

株式会社スパイスコミニケーションズ（内） 担当：渡辺、浅野 

〒106-0041 東京都港区麻布台 2-3-22 一乗寺ビル 

 TEL：03-6230-0519 FAX：03-6230-0524  e-mail : watanabe@spice-japan.com 


