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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（SSFF & 
ASIA）」（企画運営：株式会社パシフィックボイス 代表：別所哲也）は、映画祭特別プログラムとして、“ジャパン ミュージック
Short（JMS）” “韓国ミュージックShort（KMS)”を展開します。JMSではSuperflyの新曲を下に、特別製作したショートフィルム
を世界プレミア公開。昨年に引き続き、アーティストの楽曲からオリジナルショートフィルムを公募するミュージックShort作品
も上映します。また、Every Little Thing (ELT)、 GIRL NEXT DOOR、クラムボン、栗山千明など、日本の音楽シーンで活躍す
る実力派アーティストの楽曲から生まれたショートフィルムも上映。KMSでは、韓国ミュージックビデオ界のパイオニア、チャ
ン・ジェヒョク監督が来日し、韓国人気ポップアイドル、Wonder Girlsや、韓国の人気オーディション番組から誕生したスー
パースター、ソ・イングクのミュージックShort作品などをご紹介。MCには、ラジオDJであり韓国大衆文化ジャーナリストでもあ
る古家正亨氏をお迎えし、韓国ミュージックビデオの最新情報の解説付きで上映します。

ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2011

ミュージック×ショートフィルムの化学反応！「ミュージックShort部門」

Superfly/GIRL NEXT DOOR/ELT/Wonder Girls 他 日韓の豪華アーティスト参加

＜＜＜＜ ミュージックミュージックミュージックミュージックShortShortShortShortとは？とは？とは？とは？ ＞＞＞＞
本映画祭では、音楽レーベル各社から正式にエントリーされた楽曲をもとに製作するオリジナルショートフィルム（ミュージック
Shortクリエイティブ）と、アーティストのオフィシャルミュージックビデオ（PV）で、ショートフィルムの世界観を持つ作品を「ミュー
ジックShort」として紹介。新たなショートフィルムの形を探究してきました。昨年度は特別製作作品として、大黒摩季の名曲
「あなただめ見つめてる」からインスパイアされ、黒髪姿の木下優希菜が話題となった純愛ストーリー「ゆっきーな」や、土屋ア
ンナの夏曲「Brave vibration」からインスパイアされた「ミステルロココ」なども世界プレミア上映しました。

▼▼▼▼JMSJMSJMSJMS上映日程上映日程上映日程上映日程

日時／会場：6月19日（日） 18:00～19:50 表参道ヒルズスペースオー

6月22日（水） 19:50～21:40 ラフォーレミュージアム原宿

6月25日（土） 10:45～12:35 ブリリア ショートショート シアター（横浜）

▼▼▼▼KMSKMSKMSKMS上映日程上映日程上映日程上映日程

日時／会場：6月17日（金） 15:45～17:35 表参道ヒルズ スペース オー

6月18日（土） 10:45～12:35 ブリリア ショートショート シアター（横浜）

ゲスト：チャン・ジェヒョク監督／MC 古家正亨氏

※国内アーティスト、監督のゲスト来場に関しましては決定次第、後日ご案内させていただきます。

※イベント、ゲストへの取材も受け付けております。詳しくは、下記のお問合せ先までご連絡ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞

ショートショート実行委員会
TEL:03-5474-8844/FAX:03-5474-8202

株式会社プラップジャパン
担当：持冨、伊藤、山口
TEL:03-3486-6868/FAX:03-3486-7502/Email:k-mochitomi@prap.co.jp

＜一般からのお問い合わせ＞ ＜メディアからのお問い合わせ＞

ジャパンジャパンジャパンジャパン ミュージックミュージックミュージックミュージックShortShortShortShortプログラム上映ラインナップ紹介（全プログラム上映ラインナップ紹介（全プログラム上映ラインナップ紹介（全プログラム上映ラインナップ紹介（全10101010作品）作品）作品）作品）

PVPVPVPV 水嶋ヒロ原作・脚本！水嶋ヒロ原作・脚本！水嶋ヒロ原作・脚本！水嶋ヒロ原作・脚本！
サイレントサイレントサイレントサイレント スクリーム／スクリーム／スクリーム／スクリーム／Silent ScreamSilent ScreamSilent ScreamSilent Scream アーティスト：アーティスト：アーティスト：アーティスト：GIRL NEXT DOORGIRL NEXT DOORGIRL NEXT DOORGIRL NEXT DOOR
（小泉徳宏／日本／15:00／2011）
自らの進む道に悩むアキと謎の仮面の男が出会い生まれる、つかの間の物語。

PVPVPVPV 栗山千明が“マブイ女”熱演！栗山千明が“マブイ女”熱演！栗山千明が“マブイ女”熱演！栗山千明が“マブイ女”熱演！
ココココールドフィンガーガールールドフィンガーガールールドフィンガーガールールドフィンガーガール ROCK SHORT FILMROCK SHORT FILMROCK SHORT FILMROCK SHORT FILM／／／／COLD FINGER GIRL ROCK SHORT FILMCOLD FINGER GIRL ROCK SHORT FILMCOLD FINGER GIRL ROCK SHORT FILMCOLD FINGER GIRL ROCK SHORT FILM
アーティスト：栗山千明アーティスト：栗山千明アーティスト：栗山千明アーティスト：栗山千明
（番場秀一／日本／11：33／2011）
皮ジャンにミニスカートのマブイ女(クローン人間)が、自分の「母体」を救出する。自分の命を
ひきかえに・・・。
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ジャパンジャパンジャパンジャパン ミュージックミュージックミュージックミュージックShortShortShortShortプログラム上映ラインナップ紹介（全プログラム上映ラインナップ紹介（全プログラム上映ラインナップ紹介（全プログラム上映ラインナップ紹介（全10101010作品）作品）作品）作品）

PVPVPVPV ニコ動でニコ動でニコ動でニコ動で130130130130万回再生の「中学星」とコラボレーション！万回再生の「中学星」とコラボレーション！万回再生の「中学星」とコラボレーション！万回再生の「中学星」とコラボレーション！
ジュニア☆スタージュニア☆スタージュニア☆スタージュニア☆スター／／／／JUNIORJUNIORJUNIORJUNIOR☆☆☆☆STARSTARSTARSTAR アーティスト：アーティスト：アーティスト：アーティスト：NovoiskiNovoiskiNovoiskiNovoiski feat. TOESON89feat. TOESON89feat. TOESON89feat. TOESON89××××三上枝織三上枝織三上枝織三上枝織
（清水誠一郎／日本／5：25／2011）
ニコニコ動画ほかで大人気のギャグアニメ「中学星」のテーマソング。監督は「中学星」の清
水誠一郎。

PVPVPVPV
ルーキールーキールーキールーキー／／／／rookierookierookierookie アーティスト：サカナクションアーティスト：サカナクションアーティスト：サカナクションアーティスト：サカナクション
（島田大介／日本／5：35／2011）
ボーカル山口一郎自らが主人公となるめくるめく時空旅をするトリップ・サスペンス・ストー
リー。緻密に切り取られた映像美によって紡ぎ出された謎が謎を呼ぶ物語。

PVPVPVPV 「美男＜イケメン＞ですね」のチャン・グンソク主演！「美男＜イケメン＞ですね」のチャン・グンソク主演！「美男＜イケメン＞ですね」のチャン・グンソク主演！「美男＜イケメン＞ですね」のチャン・グンソク主演！
STAR/MOONSTAR/MOONSTAR/MOONSTAR/MOON アーティスト：アーティスト：アーティスト：アーティスト：Every Little ThingEvery Little ThingEvery Little ThingEvery Little Thing
（柿本賢作／日本／20：09／2011）
ソンギと恋人の理沙は同じ誕生日。どこにでもある幸せな二人のはずだったが、理沙のプ
レゼントを見た瞬間にソンギは自分の本当の気持ちが渚にある事に気づく。「月」と「星」の
空の下、描かれた切ないラブストーリー。

ミュージックミュージックミュージックミュージックShortShortShortShortクリエイティブクリエイティブクリエイティブクリエイティブ
ソークワイエット／ソークワイエット／ソークワイエット／ソークワイエット／Sooo, quietSooo, quietSooo, quietSooo, quiet アーティスト：アーティスト：アーティスト：アーティスト：クランボンクランボンクランボンクランボン
（深沢尚徳／日本／3：17／2010）
男は、幼なじみの女性から手紙をもらう。

ミュージックミュージックミュージックミュージックShortShortShortShortクリエイティブクリエイティブクリエイティブクリエイティブ
春がくるまでは春がくるまでは春がくるまでは春がくるまでは アーティスト：アーティスト：アーティスト：アーティスト：ウミネコサウンズウミネコサウンズウミネコサウンズウミネコサウンズ 楽曲：「春がくるまで」楽曲：「春がくるまで」楽曲：「春がくるまで」楽曲：「春がくるまで」
（サトウノブタカ／日本／4：48／2011）
父親を亡くした少女が、高校に合格した事を知らせるメールを送ると…。夢の中で、父親と
再び出会う。

ミュージックミュージックミュージックミュージックShortShortShortShortクリエイティブクリエイティブクリエイティブクリエイティブ
線香花火線香花火線香花火線香花火 アーティスト：アーティスト：アーティスト：アーティスト：種ともこ種ともこ種ともこ種ともこ
（土田豪介＆横尾美恵／日本／4：53／2011）
楽曲：「The Last Rose of Summer」
小学校最後の夏休み。明日になれば、幼馴染みの結は遠いところへ引っ越してしまう。な
のに僕は結局会えないままでいた。何を伝えていいかもわからずに、ぼんやりしてた僕は
夏の始めに結と交わした約束を思い出す・・・。

ミュージックミュージックミュージックミュージックShortShortShortShortクリエイティブクリエイティブクリエイティブクリエイティブ
凛凛凛凛／／／／RINRINRINRIN アーティスト：田中マコト
（Yoshino／日本／5：38／2011）
言葉は交わさずとも相手を想い、行動する様を日本的な美しい映像で表現しました。

ミュージックミュージックミュージックミュージックShortShortShortShort特別製作作品特別製作作品特別製作作品特別製作作品
「皆既日食の午後に」（仮題）「皆既日食の午後に」（仮題）「皆既日食の午後に」（仮題）「皆既日食の午後に」（仮題） アーティスト：アーティスト：アーティスト：アーティスト：SuperflySuperflySuperflySuperfly 楽曲：「楽曲：「楽曲：「楽曲：「AhAhAhAh」」」」
（常盤司郎／日本／尺未定／2011）
2010年ミュージックShortクリエイティブ部門優秀賞受賞監督による最新ショートフィルム

※作品・キャスト詳細は後日発表となります。
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韓国韓国韓国韓国 ミュージックミュージックミュージックミュージックShortShortShortShortプログラムプログラムプログラムプログラム 上映ラインナップ紹介（一部抜粋）上映ラインナップ紹介（一部抜粋）上映ラインナップ紹介（一部抜粋）上映ラインナップ紹介（一部抜粋）

愛してる愛してる愛してる愛してるUUUU アーティスト：ソ・イングクアーティスト：ソ・イングクアーティスト：ソ・イングクアーティスト：ソ・イングク
（チャン・ジェヒョク／韓国／6:50／2010）
リゾートのアルバイトとして働く青年（ソ・イングク）。ありきたりの毎日に飽き始めていた
時、韓国から美しい女優が仕事のためにやってくる。

2 Different Tears2 Different Tears2 Different Tears2 Different Tears アーティスト：アーティスト：アーティスト：アーティスト：Wonder GirlWonder GirlWonder GirlWonder Girlssss
（チャン・ジェヒョク／4:40／2010）
地球に侵入した宇宙人を生け捕るために秘密要員たちに変身したWonder Girls。
アメリカ Madtvの人気コメディアン Bobby Leeも出演!!

韓国ミュージック韓国ミュージック韓国ミュージック韓国ミュージックShortShortShortShortプログラム特別ゲストプログラム特別ゲストプログラム特別ゲストプログラム特別ゲスト
チャン・ジェヒョク（チャン・ジェヒョク（チャン・ジェヒョク（チャン・ジェヒョク（Jang JaeJang JaeJang JaeJang Jae----hyukhyukhyukhyuk））））
98 年に制作した短編映画「ME . . .STEAK」が、ハンブルグ国際映画祭で好評を得た、韓国No.1 の
ミュージック・ビデオ／CM監督。これまで最多の作品賞・監督賞を受賞。現在は自らの制作会社で
テレビCMを中心に活動。

韓国ミュージック韓国ミュージック韓国ミュージック韓国ミュージックShortShortShortShortプログラムプログラムプログラムプログラム MCMCMCMC／プログラムコーディネーター／プログラムコーディネーター／プログラムコーディネーター／プログラムコーディネーター
古家正亨古家正亨古家正亨古家正亨（（（（Masayuki Masayuki Masayuki Masayuki FuruyaFuruyaFuruyaFuruya））））
ラジオDJ/ 韓国大衆文化ジャーナリスト。上智大学大学院文学研究科新聞学専攻博士前期課程
修了。現在ラジオ/テレビで9 本のレギュラーと7 本の連載を持ち、10 年以上前から韓国大衆音楽
（K-POP）の魅力を日本に伝えている。2009 年には韓国政府から文化体育観光部長官褒章を受章。

会場：表参道ヒルズ スペース 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：2011年6月16日（木）～19日（日）

会場：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： 2011年6月22日（水）～26日（日）

会場：TOHOシネマズ 六本木ヒルズ（オールナイト上映） （東京都港区六本木6-10-2 けやき坂コンプレックス）

日程：2011年6月17日（金）・18日（土）

会場：シネマート新宿（3D部門上映） （東京都新宿区新宿3-13-3 新宿文化ビル6・7F）

日程：2011年6月17日（金）～24日（金）

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

日程：2011年6月18日（土）～26日（日）

※映画祭オフィシャルHPは5月中旬にオープン予定 （www.shortshorts.org/2011/）

※チケットは5月14日(土)より発売開始

※オープニングイベントは6月16日（木）、アワードセレモニーは6月26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。

ショートショートショートショートショートショートショートショート フィルムフェスティバルフィルムフェスティバルフィルムフェスティバルフィルムフェスティバル & アジアアジアアジアアジア 2011 開催概要開催概要開催概要開催概要
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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、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、毎年4000本以上にも及ぶ作品が、世界50以上の国や地域から

よせられ、のべ14万人を動員するイベントです。これまでに、ロサンゼルス、シンガポール、ミャンマー、

などでも開催され、2010年にはマレーシアでも開催。「日本生まれ」の映画祭が海外に展開される「ユ

ニークな映画祭」として注目を集めています。また審査員には、大沢たかお、押井守、奥田瑛二、崔洋

一、デーブ・スペクター、武田双雲、竹中直人、土屋アンナ、寺島しのぶ、野口健、堀北真希、村上龍、

桃井かおり、山田優など多彩な顔ぶれをお迎えし、様々な視点から審査をして頂いています。

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。また同年10月、石原慎

太郎都知事の提案の下、「東京都を拠点とするアジア映像文化のショーケースを設ける映画

祭」として「ショートショート フィルムフェスティバル アジア」を「ショートショート フィルムフェス

ティバル（SSFF）」の兄弟映画祭として開催。日本で初めての、アジア諸国のショートフィルム

を紹介する映画祭としてスタートしました。現在は、「ショートショート フィルムフェスティバル & 

アジア」として、毎年同時開催を行っています。

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。本映画祭参加監督には、今や米国ア

カデミー賞ノミネート監督として名高いジェイソン・ライトマン監督や、「カンフーパンダ」など

Pixarで活躍するマーク・オズボーン監督、シンガポールの新鋭、「881 歌え！パパイヤ」のロ

イストン・タン監督などがおり、今や第一線で活躍する監督も続々と輩出しています。

＜参考＞ショートショート＜参考＞ショートショート＜参考＞ショートショート＜参考＞ショートショート フィルムフェスティバルフィルムフェスティバルフィルムフェスティバルフィルムフェスティバル ＆＆＆＆ アジアアジアアジアアジア（（（（www.shortshorts.orgwww.shortshorts.orgwww.shortshorts.orgwww.shortshorts.org））））


