
＜SSFF & ASIA 2020 募集要項＞ 
 
ジャパン部門、ノンフィクション部門共通要項 
 
【応募期間】 
一次：2019年8月1日（木）- 2019年9月30日（月） 
二次：2019年10月1日（火）- 2019年11月30日（土） 
三次：2019年12月1日（日）- 2020年1月31日（金） 
 
【登録料】 
一次募集： ￥2,000（税込） 
二次募集： ￥3,000（税込） 
三次募集： ￥4,000（税込） 
 
U-25割引 
2020年3月末時点25歳以下の監督については以下の割引価格にてご応募頂けます。 
尚、本割引は映画祭ホームページからのエントリーのみ対象とします。 
一次募集：￥1,000（税込） 
二次募集：￥1,500（税込） 
三次募集：￥2,000（税込） 
 
尺: 25分以内 （エンドクレジットを含む総尺） 
制作年: 2018年6月以降に制作された作品。  
※作品エンドクレジットに表記されたコピーライトの年度を、基本その作品の制作年とします。したがって、製作や諸準備が
多年度にまたがった場合、最終的に作品制作が完了した時点をもって制作年とします。 

言語：英語または日本語。 

それ以外の言語が使用されている作品は、オリジナル言語の対訳の日本語字幕もしくは英語字幕をつけて下さい。 

応募素材：映像データ（Quick Time）またはBlu-ray Disc /DVD。 
 
<<注意事項>> 
・必要に応じ、監督の年齢を証明できる資料をご提出いただく場合がございます。 

 
 
CGアニメーション部門・Cinematic Tokyo部門共通要項 
 
【応募期間】2019年8月1日（木）～2020年1月31日（金）  
 
【登録料】無料 
 
プレミア規定: ジャパンプレミア（日本初上映）は問いません。 
尺: 25分以内 （エンドクレジットを含む総尺） 

制作国:全ての国と地域の作品を対象とします。 

言語：英語または日本語。 

それ以外の言語が使用されている作品は、オリジナル言語の対訳の日本語字幕もしくは英語字幕をつけて下さい。 

応募素材：映像データ（Quick Time）またはBlu-ray Disc /DVD。 

 
 



①ジャパン部門 
オフィシャルコンペティションには、ジャパン（日本作品）、アジア インターナショナル、インターナショナル（アジア以外の海
外の作品）の3つの部門において、賞を設けています。各部門の優秀賞を受賞した作品は、次年度米国アカデミー賞短
編部門ノミネート候補作品となります。  
 
【応募ガイドライン】 
1. プレミア規定: ジャパンプレミア（日本初上映）は問いません。ただし、インターネット上での配信においては、サイトの
拠点が国内外問わず、応募規定外となります。募集開始から映画祭終了後までを対象とします。 
 
2. ジャンル:ノンフィクション（ドキュメンタリー）およびプロモーションビデオ（ミュージッククリップ、ＣＭ）以外の全てのジャ
ンル 
 
3. 制作国: 
全ての国と地域の作品を対象とし、制作国は以下の5つの項目を踏まえて実行委員会により決定されます。  

 
• 監督の国籍（パスポート上の国籍） 
• 撮影が行われた国 
• 作品中で使用されている言語 
• 出演者の国籍（パスポート上の国籍） 
• 製作費の出資源 

 
【賞】  
優秀賞（ジャパン部門）：60万円 
優秀賞（アジア インターナショナル部門）：60万円 
優秀賞（インターナショナル部門）：60万円 
※賞の名称、賞金等は変更の可能性があります。 

 

 

②ノンフィクション部門 
人々や社会の課題を映し出す力強いノンフィクション作品を大募集！本部門の優秀賞を受賞した作品は、次年度米国
アカデミー賞短編部門ノミネート候補作品となります。  

 

【応募ガイドライン】 

1. プレミア規定: ジャパンプレミア（日本初上映）は問いません。 

2. ジャンル: ノンフィクション 

3. 尺: 25分以内 （エンドクレジットを含む総尺）。 

4. 制作年: 2018年6月以降に制作された作品。  

※作品エンドクレジットに表記されたコピーライトの年度を、基本その作品の制作年とします。したがって、製作や諸準備が
多年度にまたがった場合、最終的に作品制作が完了した時点をもって制作年とします。 

 

【賞】 優秀賞：60万円 ※賞の名称、賞金等は変更の可能性があります。 

 

【映画祭終了後の配信に関して】 

応募作品の中から、ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2020終了後、映画祭または関連企業が運営する
映像プラットフォームにて配信される可能性があります｡ 

 



③CGアニメーション部門 
 
【応募ガイドライン】 
1. 3DCGまたは3Dを使用した2Dアニメーション作品 
制作の過程でCGなどのコンピューター技術が使用されたアニメーション作品。制作の全てが３Ｄを使用したもので
なくても可。作品のストーリー性に加え、CGの特性を活かした行源の新しさ、視覚演出などの技術を審査対象とし
ます。 
 
2. ジャンル：アニメーション 
 
3. 制作年: 2018年6月以降に制作された作品。  
※作品エンドクレジットに表記されたコピーライトの年度を、基本その作品の制作年とします。したがって、製作や諸
準備が多年度にまたがった場合、最終的に作品制作が完了した時点をもって制作年とします。 
 
 
【賞】 
優秀賞 60万円  ※賞の名称、賞金等は変更の可能性があります 
 

④Cinematic Tokyo部門 
 
「東京」を題材にして、様々な「東京」の魅力を発信するショートフィルムを募集！グランプリには賞金100万円！東
京をロケーションにしているフィルムをはじめ、海外でも「東京」を感じさせるお店や、思い出の「東京」をテーマに描い
たもの、あなたのイマジネーションでも構いません。様々な「東京」をテーマに作品を応募してください！ 
 
【応募ガイドライン】 
1. テーマ： 「東京」 「東京」が作品の中で取り上げられていること。事実でなく、イマジネーションや、架空の「東
京」でも可。 
例） 撮影地が「東京」である作品 
 「東京」をイメージした場所・物を取り扱った作品 
 100年後の東京を想像して描いた作品 など 
 
2.ジャンル：不問 
 
3. 制作年：不問 
 
【賞】 
優秀賞 100万円 ※賞の名称、賞金等は変更の可能性があります。 
 
【Cinematic Tokyo部門に関してのサポート】 
①Cinematic Tokyo部門の撮影に関してのロケ地に関してのご相談は東京ロケーションボックス 
(https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/)までお気軽に！ 

 
②東京の魅力ある映像素材集を無料で使用可能です。 
http://tokyo-footage.com/ja/index 
注意事項①「増上寺」「浅草寺」「六本木ヒルズ」を除く 
注意事項②エンドクレジットに「映像協力：公益財団法人 東京観光財団」※English「Tokyo Convention 
& Visitors Bureau」と入れる必要があります。 

https://www.locationbox.metro.tokyo.lg.jp/


 

 

 

 

【応募方法】 
 

1.オンライン応募フォームを、全項目記入のうえ送信してください。 
登録完了後、受付番号が記載された応募確認書がご登録いただいたメールアドレスに送付されます。 
 

2. (有料部門のみ) お支払サイトにて、登録料をお支払ください。お支払はクレジットカードのみ受付可能。 
 

3. 作品の提出方法を選択してください。 
(1) オンラインアップロードの場合 
応募確認書で案内されたURLにて、受付番号を入力の上、指定の動画ファイルをアップロードしてください。 
対応フォーマット：MOVまたはMP4 
フレーム：1920×1080（30fps）推奨 
ファイルサイズ：500MB以内 
 

(2) Blu-ray DiscまたはDVD送付の場合 
視聴用ディスクと応募確認書のコピーのみを発送してください。（発送費は応募者のご負担となります。）盤面に、作品タイ
トル／監督名／受付番号を必ずご記入ください。 
なお、ご提出頂いたディスクは返却いたしません。 
 

発送先： 
〒151-0051  
東京都渋谷区千駄ヶ谷4-12-8 SSUビル4F  
ショートショートフィルム フェスティバル & アジア 2020 
～～～部門 （※応募された部門を記入下さい） 

 

海外からの発送の際は、必ず下記を明記して下さい： 
No commercial value Non-pornographic For cultural purposes only 
 
【選考結果通知】 
上映作品は2020年4月末までに選考し、ウェブサイトで発表致します。 

 

【ナショナル＆インターナショナルツアー】  

SSFF & ASIAでは東京開催後、国内外でツアーを実施します。入選作品はすべて東京開催にて上映されますが、ツアーで
の上映作品は若干異なることがあります。上映される作品については事前に権利者へご連絡いたします。ツアーの開催地、日
程については後日発表致します。 
 

<< 注意事項 >> 

 

• 過去SSFF & ASIAにご応募された作品は、再応募いただけません。また未完成作品は選考対象外とします。 

• 動画のオンラインアップロード完了もしくは郵送でのDVD到着をもって応募完了となります。郵送の場合、各締切日消印
まで有効とします。 

• 有料部門の登録料のお支払いは各締切日までに完了してください。ご登録料はお支払日が含まれる応募期間によって
確定します。尚、お支払いただいた登録料は理由の如何を問わず返金は出来かねます。やむを得ずクレジットカードでお
支払いただけない場合は、submission@shortshorts.org までご連絡ください。 

• 1作品以上を同時に応募する場合は、作品ごとにそれぞれ別の応募フォームにてご応募してください。また作品をBlu-ray 
DiscまたはDVDにて提出する場合、全ての作品を1枚にまとめて頂いても構いませんが、各作品名および受付番号を必
ず分かり易くラベルに明記して下さい。尚、ディスク発送の際に、プレスキットやその他関連資料は同封しないでください。応
募確認書以外の資料は破棄されます。 

• 作品が入選された場合には、上映素材としてApple ProResデータもしくはNTSC HDCAMをご提出いただく他、上映お
よび映画祭プロモーションに必要な素材を別途ご提出頂きます。 

• 賞の名称、金額やツアーなどに関する詳細は、変更の可能性があります。 

• 応募作品についてはSSFF & ASIA 2020内の別部門およびプログラムで上映する場合があります。 

• 必要に応じ、監督の年齢を証明できる資料をご提出いただく場合がございます。 



⑤BRANDED SHORTS 
BRANDED SHORTSとは？ 
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。企業と顧客とのコミュニケー
ションも大きく変化し、昨今、動画マーケティングに力を入れる企業が増えてきています。特にブランデッドムービーと呼ばれる映像
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、注目を集めています。 
2016年、ショートショート フィルムフェスティバル & アジアでは、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。2020年の映画祭に向けて、国内外からブラ
ンデッドムービーを募集し、多種多様な作品を上映するほか、動画広告市場のより一層の活性化のためのイベントやセミナーを行
います。 
 
1. 公開期間：2019年1月1日から2020年3月31日までの間に初公開された、もしくは初公開を予定される作品 
※公開場所は問わず。 
 
2.作品尺：25分 
尺：不問 
 
3. 参加条件：企業・団体（業種は問いません）のサービス・活動、ブランディングにおける顧客とのコミュニケーションを目的とし
て制作された映像。応募はどなた（企業・団体、広告会社、制作会社 等）でもご応募いただけます。 
  
エントリー期間とエントリー費 
2019年8月1日（木）～2019年10月31日（木）：20,000円（税込） 
2019年11月1日（金）～2020年2月29日（日）：30,000円（税込） 
※ 3作品以上応募する場合、第一次応募期間は1作品あたり18,000円（税込）、第二次応募期間は1作品あたり
27,000円（税込）となります。 
※ キャンペーン単位でのご応募も可能です。 
※ お支払はPayPalもしくは銀行振込で承ります。 
※ 請求書・領収書発行をご希望される場合、その他の支払方法をご希望の場合は、entry@brandedshorts.jp までご連
絡ください。 
 
応募規約: 
1. 応募作品は、ショートショート フィルムフェスティバル & アジア、及びBranded Shortsのプロモーション目的のため、ショート
ショート実行委員会（運営団体：株式会社パシフィックボイス）及び関連会社が運営するウェブサイト、およびイベントでの上
映・配信等する場合がございます。 
2. 応募に関しては、エントリー社が関係各社の同意の上、ご応募ください。 
3. 項目1の利用を妨げないよう、エントリー社は著作権、タレント、音楽等の個別権利処理を事前に行ったうえ、ご応募ください。 
 
その他注意事項: 
1. 日本語・英語以外の言語の作品の場合は、日本語・英語のダイアログリストもしくはスクリプトを提出してください。 
2. 如何なる場合も、エントリー登録費の返金は致しかねます。 
 
審査方法: 
応募作品の中から実行委員会により、ノミネート作品の選出が行われます。ノミネート作品はBRANDED SHORTS公式HPで
の紹介の他、2019年6月に開催予定のショートショート フィルムフェスティバル & アジアで上映を予定しています。 
 
審査基準: 
ブランディングという目的の元で、国際短編映画祭独自の7つの基準を設けて作品を審査いたします。 
Cinematic / シネマチック 
Storytelling / ストーリーテリング 
Emotional Appeal / エモーショナル 
Idea / アイデア 
Originality / オリジナリティ 
Shareable / シェアラブル 
Branding Power / ブランディングパワー 
ノミネート作品の中から、広告業界や、映画業界、他業界の垣根を越えて集まる審査員により、BRANDED SHORTS OF 
THE YEARが選出されます。 
審査基準の図を入れる 



【SUNRISE CineAD Award】 

「映画をコミュニケーションメディアに」を理念のもと、全国の映画館でシネアドを展開する株式会社サンライズ社と共に、ノミネート作
品の中から最もシネマチックなブランデッドムービーに「SUNRISE CineAD Award」が贈られます。 

【応募方法】 

1. オンライン応募フォームを、全項目記入の上送信してください。「登録受付番号」が記載された応募確認書がご登録いただいた
Eメールに送付されます。 

2.下記のエントリー素材をzipファイルに圧縮の上、アップロードしてください。 

※zipファイル名に必ず「登録受付番号」を入れてください。 

3. お支払ページに進んでください。 

※お支払方法は、PayPalもしくは銀行振込を選択ができます。 

※その他のお支払方法を希望される場合、もしくは3作品以上応募される場合は、entry@brandedshorts.jp までご連絡く
ださい。 

  

＜エントリー素材＞ 

○ 動画ファイル（必須）※英語字幕の有無問わず 

 フォーマット：H.264（MOVまたはMP4） 

 フレーム：1920×1080（30fps）推奨 

○ 作品サムネイル（必須） 

○ クレジットリスト（フォーマットは問わず）（必須） 

○ （日本語もしくは英語以外の言語の場合）スクリプト/ダイアログリスト 

 

ショートリスト作品またはノミネート作品に選出された場合、エントリー社にご連絡をいたします。必要に応じ、追加資料を期限内に
提出していただきます。 

 


