
＜ご取材のご案内＞ 
2019年5月14日 

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、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 2019 

EXILE AKIRAさん、木村佳乃さん、冨永愛さん、 佐藤大樹 さん、コシノジュンコさん、 

宮沢和史さん、 LiLiCoさん、別所哲也ほか 

豪華ゲストがオープニングセレモニーに登壇！ 
ユーモアたっぷりの「観光映像大賞」、迫力の映像で問題を提言「地球を救え！部門」を始めとする６つの優秀賞を発表 

第２部では、｢CINEMA FIGHTERS PROJECT」第三弾の初披露2作品の上映会を実施 

 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）は、2019年5月29日（水）に渋谷ヒカリエ ヒカリエホールにて報道関係者向けのオープニングセレモニー、

｢CINEMA FIGHTERS PROJECT」第三弾上映会を開催します。21年目を迎える今年の映画祭は、5月29日

（水）～6月16日（日）まで、東京5会場と、日本全国どこでもお楽しみいただけるオンライン会場にて上映。世界130

の国と地域から集まったおよそ10,000本の作品から選りすぐりの約200作品を上映します。 
 

  オープニングセレモニーでは、 「CINEMA FIGHTERS PROJECT」第三弾に出演のEXILE AKIRAさんや佐藤大樹

さん、Ladies for Cinema Projectのプロジェクトプレゼンター木村佳乃さん、地球を救え！部門審査員の冨永愛

さんらが会場中央のレッドカーペットを通り登場。 国内外のバラエティに富んだ作品から選ばれた「観光映像大賞」各優秀

賞、 応募数626作品の中から選ばれた「地球を救え部門！supported by リンレイ」の優秀賞など各部門のアワード

の発表と授与を行います。さらに、おとぎ話や昔話、民話、小説などをもとに創作した短編小説をWEBで公募、ショートフィ

ルム化するプロジェクト「 BOOK SHORTS」から製作された『名前って、ふたつ以上の鐘の音』の初公開や今年始動の

女性フィルムメーカー応援プロジェクト 「Ladies for Cinema Project」の見どころを紹介いたします。 

 第2部では、 EXILE HIRO、SSFF & ASIA 代表 別所哲也、作詞家 小竹正人の3人によって打ち出された、詩と音

楽、映像を一つに融合するプロジェクトの｢CINEMA FIGHTERS PROJECT」第三弾より、完成したばかりの2作品を披

露する上映会を実施します。ご多忙のところ恐縮ですが、何卒、ご取材のご検討をお願いいたします。 

※カメラ位置は受付先着順とさせていただきます。ご取材エリアは限りがございます。あらかじめご了承くださいませ。 
※進行の都合上、予告無く当日のスケジュール・内容を変更させていただく可能性があります。 
※課金があるサイトへの情報掲載はご遠慮いただきますよう、お願い申し上げます。 
※個別取材等を希望される方は事前にPR事務局までお問い合わせ下さい。 

【名 称】   「ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア」  
        第1部：オープニングセレモニー 
        第2部： 「CINEMA FIGHTERS PROJECT」第三弾オープニングスペシャルスクリーニング 
【日 時】   2019年5月29日（水）第1部 14:30～16:30 （報道受付13：30～） 
                        第2部 17:30～18:45 （報道受付17：00～） 
【会 場】   渋谷ヒカリエ ヒカリエホール（渋谷区渋谷2-21-1）         

ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア  PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 
 担当：児玉（070-3191-4995 ）、阿部、武田 

TEL：03-6894-3200 ／ FAX：03-5413-3050 ／ E-mail： SSFF@ssu.co.jp 

【本件に関するお問い合わせ先】 

＜開催概要＞ 

日時：【１部：オープニングセレモニー】 2019年5月29日（水）14：30 ~ 16：30（報道受付 13：30） 

     【 2部：｢CINEMA FIGHTERS PROJECT」 第三弾オープニングスペシャルスクリーニング】  

                                      同日 17：30 ~ 1８：45（報道受付17：00） 

場所：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール（渋谷区渋谷2-21-1） 

※本状の記載内容は5月29日（水） 
イベント終了後に情報解禁となります 



ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2019 オープニングセレモニー 

日時：【１部：オープニングセレモニー】 2019年5月29日（水）14：30 ~ 16：30（報道受付 13：30） 
     【 2部：｢CINEMA FIGHTERS PROJECT」 第三弾オープニングスペシャルスクリーニング】  
                                      同日 17：30 ~ 1８：45（報道受付17：00） 
場所：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール（渋谷区渋谷2-21-1） 
 
ゲスト（敬称略）： 
 
MC: LiLiCo(フェスティバルアンバサダー）、別所哲也（SSFF & ASIA代表）  
 
ベンドラメ礼生選手  (サンロッカーズ渋谷)、長谷部健（渋谷区長）   (以上、Shibuya Diversity Award関連）  
 
たかひろや監督、大和孔太（キャスト）、入江巽      (以上、BOOK SHORTS 第5回受賞製作作品関連） 
  
LEXUS INTERNATIONAL 室長 沖野 和雄   
                                      （以上、SHORT FILM THEATER @ INTERSECT BY LEXUS関連） 
 
株式会社ファミリーマート代表取締役社長 澤田貴司  （以上、ファミリーマート特別製作関連）  
 
田端浩観光庁長官、コシノジュンコ（Visit Japan大使）（以上、観光映像大賞関連）  
 
冨永愛、加藤英明、宮沢和史      （以上、地球を救え！部門 supported by リンレイ関連、3名審査員）                                                     
木村佳乃（プロジェククトプレゼンター）    （以上、Ladies for Cinema Project関連） 
 
EXILE AKIRA、佐藤大樹   （以上、CINEMA FIGHTERS PROJECT第三弾関連） 
 
 
内容： 
 
【第１部：オープニングセレモニー】 
13：30  報道受付開始   ※撮影位置はスチール・ムービーともに受付先着順でのご案内となります。 
14：15  ブリーフィング 
14：30  オープニングセレモニー 開演 
       別所哲也 ご挨拶         
       Shibuya Diversity Award発表、授与 
       BOOK SHORT第5回受賞作品 発表、授与 
       松山市第16回坊っちゃん文学賞関連発表 
       ショートフィルム上映 
       SHORT FILM THEATER @ INTERSECT BY LEXUS発表 
       観光映像大賞国内およインターナショナル部門隔週周章発表 
       地球を救え! 部門supported by リンレイ J-WAVEアワード・環境大臣賞発表  
       Ladies for Cinema Project映像上映、舞台挨拶 
              CINEMA FIGHTERS第三弾特報   
16:20   フォトセッション  
16:30   終了 
 
【第2部：CINEMA FIGHTERS第三弾 オープニングスペシャルスクリーニング 】 
17：00  報道受付開始   ※撮影位置は第１部ご出席メディア→第2部受付メディアになります。 
17：15  ブリーフィング 
17：30  MCご挨拶、ゲスト（EXILE AKIRA、佐藤大樹）登壇、挨拶 
17：45  フォトセッション 
18：00  2作品上映 
18：45   終了   



ご多忙の折恐縮ですが、ご取材の場合には、以下の項目にご記入の上、 

5月28日（火）までにFAXにてご返信いただきますようお願い申し上げます。 

※登壇者個別取材のお申込みは、PR事務局までお願いします。 

貴社名   貴媒体名 

部署名・役職名 

  

 部署名 
 
 

  

 役職名 
 
 

ご担当者名・人数                                                          人 

TEL・FAX 

  

 TEL 
  

 FAX 

E-MAIL                                       ＠ 

撮影有無 
   □有  ムービー（       台） スチール（       台） ペン（       人） 
  □無 

□ ご出席 ／ □ ご欠席  オープニングセレモニー 

■会場 ： 渋谷ヒカリエ 9F ヒカリエホール 
 
東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・
副都心線「渋谷駅」15番出口と直結。 
 
JR線、東京メトロ銀座線、京王井の頭線「渋谷駅」
と2F連絡通路で直結。 

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 2019 

EXILE AKIRAさん、木村佳乃さん、冨永愛さん、 佐藤大樹 さん、コシノジュンコさん、LiLiCoさん、別所哲也ほか 

豪華ゲストがオープニングセレモニーに登壇！    
日時：【１部：オープニングセレモニー】2019年5月29日（水）14：30 ~ 16：30（報道受付 13：30） 

     【 2部：｢CINEMA FIGHTERS PROJECT」 第三弾オープニングスペシャルスクリーニング】  

                                    同日 17：30 ~ 18：45（報道受付 17:00） 
場所：渋谷ヒカリエ ヒカリエホール（渋谷区渋谷2-21-1） 

 

FAX返信番号 ： ０３－５４１３－３０５０ 
返信メールアドレス ： SSFF@ssu.co.jp 

□ ご出席 ／ □ ご欠席 
「CINEMA FIGHTERS 

PROJECT」第三弾オープニング
スペシャルスクリーニング】  


