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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 2017 

企業が製作したブランデッドムービーを上映する『Branded Shorts』部門 

全世界から集まった中で最も優れた作品に輝くのはどこの企業か？ 

崔洋一さん（審査員長）など各界で活躍する9名の審査員が決定！ 

BRANDED SHORTS 審査員（全9名）※敬称略、五十音順 

崔 洋一 
（映画監督） 

犬山紙子 
（エッセイスト） 

北田 淳 
（コンデナスト・ジャパン 社長） 

関根光才 
（映像作家） 

高崎卓馬  
㈱ 電通 

長谷部守彦  
㈱ 博報堂 

山戸結希 
（映画監督） 

行定 勲 
（映画監督） 

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）は、同映画祭内において、企業や広告会社がブランディングを目的として制作したショートフィルム（ブランデッドムー

ビー）を上映/表彰する部門 『Branded Shorts』 を6月５日（月）～6月9日（金）に開催し、本部門の審査員が決

定したことをお知らせいたします。 

 

初開催だった昨年は映画祭が選定した作品を上映/表彰しましたが、本年より公募制とし、国内外200作品以上のブラン

デッドムービーが集まりました。応募作品の中から、 SSFF ＆ ASIAが定める７つの視点（シネマチック、ストーリーテリング、エ

モーショナル、アイデア、オリジナリティ、プロダクションクオリティ、グローバル性）を基に、最も評価された日本作品、海外作品を

「Branded Shorts of the Year」として6月7日（水）に表彰します。 

 

審査員長の崔洋一さんを筆頭に、映画監督、エージェンシーのクリエイティブディレクター、パブリッシャー、エッセイストなど 

各界で活躍される9名の審査員が国内外から集まった多彩なブランデッドムービーを審査いたします。 

審査員長 

7つの視点 

高野文隆 
 ㈱ アサツー ディ・ケイ  
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※BRANDED SHORTS 審査における7つの視点 

上映作品の中から、ブランディングという目的の中で、下記の７つの視点（シネマチック、ストーリーテリング、エモーショナル、ア

イデア、オリジナリティ、プロダクションクオリティ、グローバル性）を基に、審査員による厳選な審査によって特に優れた作品に 

以下の賞が与えられます。 

  

上映作品について  ※一部抜粋 

【Branded Shorts of the Year インターナショナルカテゴリー】 

ノミネート作品の中から、海外企業による作品の中から最も優れた作品 

 

【Branded Shorts of the Year ナショナルカテゴリー】 

ノミネート作品の中から、国内企業による作品の中から最も優れた作品 

上映期間： 6月５日（月）～6月9日（金） 

場所：アンダーズ東京 Andaz Studio（東京都港区虎ノ門1-23-4虎ノ門ヒルズ 51F） 

料金：無料 

※上映プログラムの予約は公式ページにて http://brandedshorts.jp/2017 

ノミネート作品は、以下のスケジュールで上映されます。 

『超ドＳ「静岡兄弟」篇』（日本/2:00） 

広告主：The Atlantic 

監督: David Shane 

CD: Jaclyn Crowley & Al Merry 

広告会社: Wieden + Kennedy NY 

制作会社: O Positive 

『Typecast』（アメリカ/2:50） 

広告主：静岡新聞 

監督：山内ケンジ 

CD：澤本嘉光 

プロデューサー：田中直人 

広告会社：株式会社電通 

制作会社：株式会社スプーン 

『Dear Daddy』（ノルウェー/5:00） 

広告主：Care Norway 

監督: Strøm Jakob 

CD: Gry Sagvolden & Jens Gundersen 

プロデューサー: Sætre Gry 

広告会社: Schjaerven 

制作会社: Tangrystan Productions AS 

広告主：株式会社シグマ 

監督：山中 有 

ゼネラルプロデューサー：山木和人 &  

佐藤卓 

制作会社：BLUE DOCUMENTARY 

mt.Melvil 

『blur』（日本/15:00） 

広告主：GLOBE TELECOM 

監督: Joel Limchoc 

ECD:  Trixie Diyco &  

         Brandie Tan 

CD: Alnair Langkay & Bia Famularcano 

広告会社: Publicis JimenezBasic  

制作会社: Film Pabrika 

『MASK』（フィリピン/2:00） 

広告主： Intermarché 

監督: Katia Lewkowicz 

ECD: Hervé Alexandre  

EP: Desmarescaux Juliette  

広告会社: Romance 

制作会社: Carnibird 

『L’amour l’amour』 
（フランス/3:00） 



BRANDED SHORTS 審査員（全9名） 

■ 審査員長 ■ 崔 洋一（映画監督） 
1949年、長野県出身。76年『愛のコリーダ』（大島渚監督）などの助監督を務め、83年『十階のモスキート』で映画監督デビュー。93年 
『月はどっちに出ている』で日本アカデミー賞などの映画賞を総なめにする。96年に韓国留学。主な作品『いつか誰かが殺される』『花のあすか
組！』『Aサインデイズ』『マークスの山』『犬、走る DOG RACE』『豚の報い』『刑務所の中』『クイール』『血と骨』『カムイ外伝』など。現在、 
日本映画監督協会理事長。  
 

犬山紙子（エッセイスト）  
仙台のファッションカルチャー誌の編集者を経て、家庭の事情で退職。その後６年間東京でニート生活を送り、その間毎晩飲み歩き、美女の 
友達が芋蔓式に増えていき、彼女らがアラサーになるにつれ、みんな恋愛で苦戦するようになったので、それを２年前から、ブログにイラストと 
エッセイで書き始める。ツイッターでその模様が拡がり、マガジンハウスからブログ本「負け美女」を出版。多数の女性から「私の周りにも負け美女が
います！」との声があがり、共感を得て、話題になり、現在TV、ラジオ、雑誌、Webなどで粛々と活動中。基本ゲーム好きでサブカル仲間も非常
に多く、その交遊関係はかなり幅広い。 
 

北田 淳（コンデナスト・ジャパン 社長）  
コンデナストジャパン・社長、並びにメディアブランド『VOGUE JAPAN』、『GQ JAPAN』、『VOGUE girl』、『VOGUE Wedding』、『WIRED』
のパブリッシャー。1991年武蔵大学を卒業後、株式会社アド電通東京に入社。その後株式会社中央公論社に入社し、広告局で『GQ 
JAPAN』と『Marie Claire』の広告を担当。その後1997年コンデナスト・パブリケーションズ・ジャパン入社。広告・マーケティング部長などを経て、 
2010年現職。コンデナストのデジタル、マルチメディア戦略を強力に推進し、プリントメディア、ウェブメディア、イヴェントに加えて、ヴィデオ事業にも
日本の出版界でいち早く注力し、ファッション、ライフスタイルメディアを牽引している。 
 

関根光才（映像作家）  
2005年に初監督した短編映画「RIGHT PLACE」をきっかけに、映像ディレクターとして活動開始。2008年に独立し、2010年から
GLASSLOFTに参加。国内でCM、MV、映画、ドラマ、ショートフィルムなどを演出する傍ら、インスタレーション作品なども制作している。海外では
「Stink」にレップされるなど国際的な活動をしながら、アクティビズムアートである「NOddIN」でのインディペンデントな制作活動も続けている。 
主な 受賞に、2010年カンヌライオンズ銀賞＆銅賞（Nike Japan「Nike Music Shoe」）、2014年カンヌライオンズグランプリ＆金賞、
D&ADブラックペンシル(HONDA「Ayrton Senna 1989」)など。  
 

高崎卓馬 ㈱ 電通 エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター/ CMプランナー 
広告を中心に様々な領域で活動している。主な仕事に、JR東日本「行くぜ、東北」、SUNTORY「ムッシュはつらいよ」、「オランジーナ先生」、 
日本郵政「私は郵便局が大好きだ」、TOYOTA「WHAT WOWS YOU イチローが嫌いだ」、三井不動産レジデンシャル「タイムスリップ！堀部
安兵衛」、映画「ホノカアボーイ」ドラマ「戦う女」などがある。2010年、2013年、クリエーターオブザイヤー賞など国内外の受賞多数。著書に小説
「はるかかけら」（中央公論新社）、「表現の技術」（朝日新聞出版）など。雑誌Hanakoでの「勝手にリメイク！」などの連載多数。 
 

高野文隆 ㈱ アサツー ディ・ケイ クリエイティブ・ディレクター/コミュニケーション・アーキテクト  
アサツー ディ・ケイ（旧：第一企画）にクリエイティブ職として採用。TVCMを中心に数多くのキャンペーンを担当し、2009年からはデジタル領域
も手掛ける。現在は戦略からアウトプットまで一貫してデザインするコミュニケーション・アーキテクト本部に所属。マスとデジタルを横断した次世代型
のキャンペーンを得意とする。2014年、ワン・トゥー・テンとの戦略的業務提携により、デジタルクリエイティブに特化した専門部局「NOIMAN」を 
立ち上げ、全体統括を務める。 カンヌライオンズ2016 サイバー部門/2014 プロモ＆アクティベーション部門 日本代表審査員。 
 

長谷部守彦 ㈱ 博報堂 エグゼクティブクリエイティブディレクター  
1986年学習院大学卒、博報堂入社。コピーライター、CMプランナーを経て現在に至る。クリエイティブディレクターとして、国内およびグローバル
広告キャンペーンを多数手がける。Cannes Lions、Spikes Asia、AdFest、One Show、 D&AD、Dubai Lynx、AD STARS審査員を
経験。今年で、CM制作30年。2014年、映画監督として自身の作品を劇場公開、カナダ国際映画祭をはじめ、6つの国際映画祭で受賞。 
 

行定 勲（映画監督）  
1968年8月3日生、熊本県出身。劇場デビュー作『ひまわり』（00）で評価を得て、翌年『GO』（01）で第25回日本アカデミー賞最優秀 
監督賞受賞。その後、『世界の中心で、愛をさけぶ』(04)、映画『北の零年』(05)、『春の雪』(05)、『パレード』（10/第60回ベルリン国際 
映画祭国際批評家連盟賞受賞）、『円卓』(14)、『ピンクとグレー』(15)等幅広いジャンルを手掛ける。また舞台演出「ブエノスアイレス午前 
」（16）「タンゴ・冬の終わりに」（15）で第18回千田是也賞受賞。公開待機作に、くまもと映画『うつくしいひと サバ？ 』(今夏予定)、 
『ナラタージュ』(10月公開予定)、『リバーズエッジ』（18年公開予定）などがある。 

山戸結希（映画監督）  
映画監督。2014年、『5つ数えれば君の夢』が渋谷シネマライズの監督最年少記録で公開され、『おとぎ話みたい』がテアトル新宿のレイトショー
観客動員を13年ぶりに更新。2015年、第24回日本映画プロフェッショナル大賞新人監督賞受賞。2016年、乃木坂46、Little Glee 
Monster、RADWIMPSのMVを監督し、小松菜奈・菅田将暉Ｗ主演『溺れるナイフ』が全国ロードショーされヒットを記録した。 
 

※敬称略、以下審査員五十音順 



SSFF ＆ ASIAとは？ 

別所 哲也 
（SSFF & ASIA代表） 

本リリースに関するお問い合わせ 
「Branded Shorts」広報事務局（株式会社コミュニケーションデザイン内） 担当：亀井、若林 
 TEL： 03 - 5545 - 1661 ／ FAX： 03‐5545-1662 ／ E-mail： kamei@cd-j.net 

米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭。代表は俳優の別所哲也。1999年に東京・

原宿で誕生し、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作品上映するなど注目を浴びる。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になる。世界に羽ばたく若きクリエイターを

SSFF & ASIAは応援します。 

http://www.shortshorts.org/ 

代表取締役社長：別所哲也 

設  立  年  ：1994年8月11日 

所  在  地  ：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-12-8 SSUビル4F 

事 業 内 容  ：アーティストのマネージメント、プロダクション運営 

事業内容：     映画祭の企画・運営 ・映像コンテンツの企画制作および販売 

事業内容：     映像および音響の記録媒体の製作・販売、映像・映画上映の企画および運営 など 

ホ ー ム ペ ー ジ ：http://www.pacvoice.com/index.php 

«会社概要 株式会社パシフィックボイス»  

『Branded Shorts』設立の背景 

拡大する動画広告市場において『Branded Shorts』が担う役割 

（注）オンラインビデオ総研調べ 2016年11月9日 
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動画広告市場規模推計・予測（デバイス別） 

右肩上がりで 
拡大傾向 

スマートフォンやSNSの利用が拡大していることを受け、動画の視聴が
テレビからネットに移行してきている昨今、企業のマーケティング活動に
おけるネット動画広告の活用は年々増加の傾向を見せ、市場規模も
拡大しています。 
 
SSFF & ASIAにおいて、長年ショートフィルムの発掘と発信をおこなっ
てきた経験を活かし、企業や団体がより効果的なブランディングを目的
とした動画を制作することができる基盤を確立させるために、映画祭内
に『Branded Shorts』という広告映像の公式部門を昨年立ち上げま
した。優れた映像作品を紹介/表彰するほか、動画マーケティングやブ
ランディングに有効なクリエイティブの知見が深いゲストを国内外から招
聘し、カンファレンスを実施するなど、同部門がアジアにおけるブランデッ
ドムービーの発信地となることを目指します。  

従来のコミュニケーションプランニングだけでは、顧客とのエンゲージメント醸成が難しくなってきた時代。企業と顧客のコミュニ
ケーションも大きく変化し、動画マーケティングに力を入れる企業が増加しています。特に海外ではいち早く注目されてきたブラ
ンデッドムービーは、「生活者にとっての価値（エンターテイメント性や有益性）」と「企業やブランド側からのメッセージや理
念」を両立出来るコンテンツとして、国内でも重要性が浸透しています。昨年、SSFF & ASIAでは、このブランデッドムービー
を国際短編映画祭としての独自の基準を設けそれらの作品を集める公式部門「BRANDED SHORTS」を設立しました。 
  
当映画祭にこれまで参加して頂いた5万人以上の映像作家や、制作プロダクション、ブランドを表現する企業、広告会社と
のネットワーク。SSFF & ASIAは、これらの架け橋になることで、それぞれの業界がより一層広がることを期待しています。そし
て、国際短編映画祭の顔に加え、BRANDED SHORTSという独自の視点による日本初の国際広告祭としての機能を併
設する、複合型でリアルなランキングプラットフォームとして、これからもショートフィルムの可能性を創造し続けたいと思います。 
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