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報道関係各位

米国アカデミー賞公認国際短編映画祭 ショートショート フィルムフェスティバル＆アジア

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズとコラボし、新規事業「T&G Films」をスタート
～ 全国のT&G直営店でショートフィルムと飲食を楽しめる“新たなエンタメ体験”を提案 ～
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（以下、 SSFF &
ASIA）」を企画・運営す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）は、全国でウェ
ディングプロデュースを手がける婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ（本社：東京都品川区 代表取締役社長：岩瀬
賢治 以下、T&G）と提携し、全国21都市32会場（順次開催・拡大予定）の直営店でショートフィルムを観ながら飲食を楽しむ、
新たなエンターテイメント事業「T&G Films」を2017年6月22日（木）より開始いたします。

<左：T&G代表取締役社長：岩瀬 賢治
右：SSFF & ASIA代表 別所 哲也>

< T&G FILMS ロゴ >

◆平日・非稼働の結婚式場を有効活用“ウェディング会場×映画×飲食”の新たなエンタメ空間

<T&G Films 開催イメージ>

「T&G Films」が提供するのは、平日の稼働していない時間を有効
活用し、全国の一軒家貸切のウェディング会場という非日常的な空間
で、グラスを傾けながら、たった数分間で人々の心を揺さぶる「ショート
フィルム」をゆったりと楽しんでいただくという新たなエンターテイメントイベ
ントです。
「T&G Films」で上映されるショートフィルムは、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」を企画・運営する株式会社パシフィックボイスが提供。
「T&G Films」は日本で初めて、全国規模で継続的にショートフィル
ムが鑑賞できる空間となり、既存の映画館では得られない体験を提供
します。

今回のコラボレーションは、両社に共通する「感動を通じて人生を豊かにする」という理念が体現された企画となります。新た
な楽しみの場の提供、結婚式以外での顧客との接点づくりを目指すT&Gと、上映機会・上映施設の増加、ショートフィルム
文化の普及というSSFF & ASIAの目標が一致して実現しました。

【プレスリリースに関するお問い合わせ先】
株式会社パシフィックボイス 担当：高橋（090-3049-1284）
TEL：03-5474-8201 ／ FAX：03-5474-8202 E-mail ： press@shortshorts.org

◆「T&G Films」概要
開

始

日

：2017年6月22日（木）
※上映スケジュールについては次頁を参照
会
場
：全国21都市32会場（順次開催・拡大予定）
料
金
：¥1,800（税込）（1ドリンク込）
予 約 方 法
：各会場直接問い合わせ、又は Peatix（チケット購入サイト)
Peatix URL：http://tgfilms.peatix.com/
上映タイトル例 ：『アルゼンチン・タンゴ』（Tanghi Argentini） 監督：Guido Thys / ベルギー /14:00
第80回（2008）米国アカデミー賞 短編実写部門ノミネート
『僕はうまく話せない』（Stutterer） 監督：Benjamin Cleary / イギリス / 12:54
第88回（2016）米国アカデミー賞短編実写部門受賞

『アルゼンチン・タンゴ』

『僕はうまく話せない』

◆「T&G Films」展開イメージ・食事メニュー
1年を通じ、全国で開催を予定しており、ドリンクとフィンガーフードで気軽に楽しんでいただける
イベントを企画しております。季節に応じた演出や料理とともにショートフィルムを鑑賞できる企画
や、幅広い顧客層に楽しんでいただけるプログラム、料理・ドリンクメニューのご用意を予定してお
り、いままでの映画館では真似できない、特別な映画体験を提供してまいります。
◆SSFF & ASIA代表 別所哲也コメント
ショートフィルムを通して、短い時間の中で気軽にシネマの持つ小宇宙へと旅することができます。素敵なロケーションで
グラスを傾けながらショートフィルムを味わえるT&G Films。この試みは、まさに日常と非日常をつなぐ、シネマチックトラベ
ル。皆さんをシネマの新たな楽しみ方に誘います。全国各地でショートフィルムを継続的に上映するのも日本で初めての
チャレンジとなります。是非T&G Filmsで、貴方なりのシネマチックなひと時をお過ごしください。
◆ ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア（SSFF & ASIA）について

俳優の別所哲也が代表をつとめる米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭。
1999年に東京・原宿で誕生し、映画祭としてはこれまでに延べ36万人を動員。初年度は映画
『スターウォーズ』で有名なジョージ・ルーカス監督の学生時代のショートフィルムも6作品上映し、
注目を浴びる。オフィシャルコンペティションをはじめ、「音楽」「環境」「CGアニメーション」など、
様々なカテゴリーのプログラムで構成されており、グランプリ作品は、次年度のアカデミー賞短編部
門のノミネート選考対象となる。世界に羽ばたく若きクリエイターを応援する映画祭。
公式サイト：http://www.shortshorts.org/
◆テイクアンドギヴ・ニーズについて
1998年設立。全国に100会場以上のゲストハウスを展開する業界最大手のブライダル企業。
「人の心を、人生を豊かにする」という企業理念のもと、”一顧客一担当制”や”一軒家貸切”などのサービスを提供し、
一組一組心を込めてウェディングを提供するハウスウェディングのパイオニア。数多くの著名人ウェディングをはじめ年間
約15,000組の結婚式をプロデュース。

◆「T&G Films」上映スケジュール・会場
エリア
東北

関東

中部

関西

会場名

日程

時間

所在地

電話番号

アーククラブ迎賓館 郡山

8月6日（日）

18：00～

〒963-0111 福島県郡山市安積町荒井字丈部内25

024-937-0280

麻布迎賓館

6月22日（木） 19：00～

〒106-0032

東京都港区六本木7-12-29

03-3408-9222

ガーデンヒルズ迎賓館 大宮

6月28日（水） 19：00～

〒330-0843

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目230-1

048-658-0440

表参道TERRACE

6月28日（水） 19：00～

〒150-0001

東京都渋谷区神宮前5丁目47番6号

03-5468-3980

ミラキュルーズ

6月29日（木） 19：00～

〒100-0005

東京都千代田区丸の内3-5-1
東京国際フォーラム内

03-5252-7171

TRUNK by SHOTO GALLERY

6月29日（木） 19：00～

〒150-0046

東京都渋谷区松涛1-5-4

03-5784-1060

アーカンジェル代官山

6月30日（金） 19：00～

〒153-0042

東京都目黒区青葉台1-4-6

03-5728-1677

アーフェリーク白金

6月30日（金） 19：00～

〒108-0071

東京都港区白金台4-19-19

03-5449-0950

アーヴェリール迎賓館 大宮

7月13日（木） 19：00～

〒330-0071

埼玉県さいたま市浦和区上木崎3-11-16

048-823-3610

アーカンジェル迎賓館 宇都宮

7月21日（金） 19：00～

〒321-0901

栃木県宇都宮市平出町3511

028-613-6511

ヒルサイドクラブ迎賓館

8月13日（日） 未定

〒192-0916

東京都八王子市みなみ野1-7-8

0426-32-0701

青山迎賓館

8月17日（木） 未定

〒107-0062

東京都港区南青山4-9-26

03-5771-5940

アクアガーデン迎賓館 岡崎

7月7日（金）

18：30～

〒444-0044

愛知県岡崎市康生通南2丁目56番1号

0564-66-0570

アクアガーデン迎賓館 沼津

7月7日（金）

19：00～

〒410-0046

静岡県沼津市米山町3-37

055-920-5200

アーセンティア迎賓館 静岡

7月14日（金） 19：00～

〒422-8041

静岡県静岡市駿河区中田1丁目1番5号

054-280-6870

アーククラブ迎賓館 新潟

7月14日（金） 19：00～

〒950-0017

新潟県新潟市東区新松崎2-24-7

025-279-5890

ガーデンヒルズ迎賓館 松本

7月22日（土） 19：00～

〒390-0827

長野県松本市出川1丁目16番15号

0263-24-1980

ベイサイド迎賓館 静岡

7月28日（金） 19：00～

〒422-8034

静岡県静岡市駿河区高松3093-4

054-236-7700

アーフェリーク迎賓館 岐阜

7月28日（金） 19：00～

〒500-8891

岐阜県岐阜市香蘭1丁目10番地

058-254-8550

アーフェリーク迎賓館 大阪

6月23日（金） 19：00～

〒550-0004

大阪市西区靱本町1-5-25

06-6479-0050

InStyle wedding KYOTO

6月30日（金） 19：00～

〒600-8412

京都府京都市下京区烏丸通綾小路下る
二帖半敷町647

075-354-0081

アーセンティア迎賓館 大阪

7月7日（金）

19：00～

〒550-0002

大阪府大阪市西区江戸堀1-5-13

06-6225-9862

ベイサイド迎賓館 和歌山

7月17日
（月・祝）

18：00～

〒641-0014

和歌山県和歌山市毛見1508-2

073-446-8160

北山迎賓館

7月21日（金） 19：00～

〒606-0914

京都府京都市左京区松ヶ崎今海道町5-5

075-706-6690

アクアガーデンテラス

7月21日（金） 19：00～

〒540-0011

大阪府大阪市中央区農人橋2-4-20

06-6966-1430

山手迎賓館 三宮

7月21日（金） 18：30～

〒651-0097

兵庫県神戸市中央区布引町3-1-1

078-271-3650

アクアテラス迎賓館 大津

7月26日（水） 19：00～

〒520-0047

滋賀県大津市浜大津4丁目8番23号

077-510-0390

ガーデンクラブ迎賓館 四日市

7月30日（日） 17：00～

〒510-0821

三重県四日市市久保田二丁目10番12号

059-359-6560

アーフェリーク迎賓館 福岡

6月28 日（水） 19：30～

〒812-0038

福岡県福岡市博多区祇園町6-29

092-282-7060

アーフェリーク迎賓館 小倉

7月9日（日）

17：00～

〒803-0814

福岡県北九州市小倉北区大手町12番2号

093-563-2180

ベイサイド迎賓館 鹿児島

7月28日（金） 19：00～

〒890-0062

鹿児島県鹿児島市与次郎2-4-10

099-214-2070

ベイサイド迎賓館 長崎

7月30日（日） 19：00～

〒850-0936

長崎県長崎市浪の平町91

095-811-4690

九州

※ご取材を希望される場合には、事前にお問い合わせください

