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株式会社ビジュアルボイス

ブリリア ショートショートシアター オンライン 2周年企画

カクテル×ショートフィルムのペアリングイベントやオールナイト上映など
2つの特別イベントと豪華プレゼントキャンペーンを実施
株式会社ビジュアルボイス（渋谷区：代表取締役 別所哲也）が運営するショートフィルム専門のオンラインシアター
「ブリリア ショートショートシアター オンライン（以下、BSSTO）」は、2020年2月にサービス開始から2周年を迎えることを記念し、
2つの特別イベントとプレゼントキャンペーンを実施します。 ショートフィルムの魅力と、様々な映画体験の発信を行ってきた
BSSTOならではの取り組みに、ぜひご注目ください。

実施イベント＆キャンペーン

※各詳細は後続のページに紹介いたします。
①ショートフィルム×カクテルの夜
「池尻ショートフィルム Special Edition collaboration with Jigger Collective
~Brillia SHORTSHORTS THEATER ONLINE 2周年記念イベント~ 」
【2月19日（水）19：15開場、19：30開演～21：30終了予定 ／会場：BPM（池尻大橋）／参加費：無料】
URL: https://sst-online.jp/magazine/6704
BSSTOと池尻大橋のイベントスペース＆カフェBPMが月に1度開催している上映会「池尻ショートフィルム」の特別編として、人気
映画レビュワーのDIZさんをゲストに迎えトーク付き上映会を開催します。さらに、スピリッツや輸入ワインを販売するペルノ・リカール・
ジャパン株式会社が展開するクリエイター×カクテルの体験プロジェクト「Jigger Collective（ジガー・コレクティブ）」＊とコラボレー
ション。上映するショートフィルムをもとにDIZさんと、代々木上原のバー「No.（ナンバー）」のバーテンダー荻島渉さんが考案したオ
リジナルカクテルを提供いたします。 ＊Jigger Collectiveの詳細は2ページ目を参照ください。
②エッジの効いたショートフィルムを夜通し楽しむ
「ショートフィルムオールナイト上映＠Theater Zzz
~Brillia SHORTSHORTS THEATER ONLINE 2周年記念イベント~」
【2月21日（金）22：00～翌4：30（予定）／会場：TheaterZzz（両国）／ 参加費：3,500円】
URL： https://sst-online.jp/magazine/6706/
東京・両国に2019年にオープンした泊まれるシアター「Theater Zzz」にて、ショートフィルムのオールナイト上映会を開催します。
BSSTO編成会議で配信見送りとなった”エッジの効きすぎた“ディープなショートフィルムを一挙公開。深夜のおやつと久芳焙煎所が
この日の為にブレンドしたコーヒー「ShortShorts Brend」をお供に、翌朝までたっぷりお楽しみいただきます。
③多彩なコンテンツを搭載した世界初のプロジェクター付きシーリングライト popIn Aladdin（ポップイン・アラジン）や、
LiLiCoさん、斎藤工さん、白濱亜嵐さんのサイン入りグッズがあたる！プレゼントキャンペーン
【2月7日（金）～3月1日（日）：各プレゼントごとに応募期間が異なります。詳細は3ページを参照】
応募要項は、BSSTOオフィシャルサイトにて公開予定
【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社ビジュアルボイス 担当： 田中
TEL：03-5474-8201 ／ FAX：03-5474-8202 ／ E-mail： press@shortshorts.org
画像ダウンロード： https://www.dropbox.com/sh/d942tz95krl6vqr/AAAD_rPuT89ZnvhMeX9b3B4ga?dl=0

①「池尻ショートフィルム Special Edition collaboration with Jigger Collective
~Brillia SHORTSHORTS THEATER ONLINE2周年記念イベント~ 」 イベント概要
■日時：2月19日（水） 19：15開場、19:30開演～21：30終了予定
■会場：ＢＰＭ 東京都世田谷区池尻2丁目31-24 信田ビル2F (池尻大橋駅から徒歩30秒)
■入場料：無料（上映作品をイメージして創作した2種類のオリジナルカクテルつき。）
■申し込み方法：Peatixのイベントページより申し込みが必要です。 URL： https://ikejiri-shortsp.peatix.com/
※満席となり次第締め切らせていただきます。申込みは満20歳以上の方に限らせていただきます。
■ゲスト：映画レビュワーDIZさん、バーテンダー荻島渉さん
■上映作品：『バレンタインデー』 ／ 『リアル恋人体験』 ／ シークレット作品（当日発表）
■進行：BSSTO編集長、BPM代表より挨拶 19:30～19:40
ショートフィルムの上映『バレンタインデー』（3分39秒）
ショートフィルムの上映『リアル恋人体験』（6分43秒）
トーク＆インターミッション 19：55～20：20
ショートフィルムの上映 シークレット作品
トーク＆中締め 20：40～21：10
※希望者は交流・意見交換会
終了 21：30
■主催： BSSTO（株式会社ビジュアルボイス）
■共催： BPM（NEW STANDARD株式会社）
■協賛：Jigger Collective (ペルノ・リカール・ジャパン株式会社)
【上映作品】
『バレンタイン』（Valentine）
監督：Kate Herron／イギリス／コメディ／2013／3：39

バレンタインデー。それは叶わない望みを抱えた人や
皮肉屋でさえも、愛は身近にあるということを感じられる
一日だ。
『リアル恋人体験』（The Girlfriend Experience）
監督：Mark Kunerth／アメリカ／コメディ／2015／6：43

別れて半年も失恋を引きずっているマックスは、
インターネットで見つけた「リアル恋人体験」の利用を
決める。そのサービスは彼の期待をはるかに超えるもの
だった…

『バレンタイン』のちょっぴり複雑な
人間関係から、カカオと薬草を
合わせて創作した大人の
チョコレートカクテル

【ゲストプロフィール】（敬称略）
荻島 渉（おぎしま しょう）
イタリアバールでバリスタ・ソムリエを経験し
て、その後西麻布でバーテンダーとして働
き、今は代々木上原のNo.（ナンバー）
にて従事。

DIZ（ディズ）
映画の素晴らしさを広めるため、
日々SNSで活動中。
映画と映画ファンをつなぐイベント
“コスプレイヤーワン”、“アバウトタイム
ウィズ”など多数主催。
https://twitter.com/dizfilms
【Jigger Collectiveについて】
Jigger Collective（ジガー・コレクティ
ブ）とは、ジガーを操る新進気鋭のバー
テンダーとクリエイターがコラボレーションし、
ペルノ・リカール・ジャパン株式会社の有
するユニークなブランドストーリーを持つ
スピリッツでカクテルを創作して、唯一無
二のカクテル体験を提供するプロジェク
トです。バーテンダーは、クリエイターから
受けたインスピレーションを味、香り、
色などに反映させ、カクテルで表現。味を楽しむだけでなく、創造
性を刺激するようなユニークで個性豊かなカクテルを楽しむ機会
を提供します。Jigger Collective ハッシュタグ #jiggercollective

http://no.301.jp/
【BPMについて】
『BPM（＝Beats Per Moment）』は、
NEW STANDARD株式会社が運営
する、カフェ/BAR・イベントスペース・
キッチン・ショップを兼ね備えた多機能空間
です。「feel your heartbeat」をコンセプ
トとして、この場の熱量やグルーブ、異なる
価値観にふれることを通して、みなさんに
鼓動が高まる「体感」をお届けしています。
またサウンドクリエイター瀬戸 勝之氏による、360度の立体的
かつ臨場感とパワーにあふれる『3Dサウンド』を導入しており、
音楽ライブやアート展、ポップアップなど様々なイベントを実施し
ています。 https://bpm-tokyo.com/

②エッジの効いたショートフィルムを夜通し楽しむ「ショートフィルムオールナイト上映＠Theater Zzz
~Brillia SHORTSHORTS THEATER ONLINE 2周年記念イベント~」」イベント概要
■日時：2月21日（木）21：30 開場、22:00開演～翌朝 4:30ごろまで
■会場：Theater Zzz（シアター ズィー）
東京都墨田区石原１丁目１８−７
都営地下鉄大江戸線 両国駅より徒歩4分
JR 総武線 両国駅より徒歩11分
■参加費：3,500円/ひとり
ウェルカムドリンクと、深夜のおやつ・コーヒーが含まれます。
追加のドリンクオーダーはキャッシュオンにて承ります。
■申し込み方法：Peatixイベントページよりお申し込みください（先着制）
URL： https://allnight-shorts.peatix.com
■主催：BSSTO（株式会社ビジュアルボイス）
■会場提供：Theater Zzz（蒼樹株式会社）
■上映作品：編成会議にて配信見送りとなったエッジの効いた世界のショートフィルム24本を4プログラムに
分けて上映。
プログラムA「きわどくてNG 愛のプログラム」
プログラムB「ハードコア過ぎてNG アートフィルムプログラム」
プログラムC「不思議ちゃん過ぎてNG ファンタジープログラム」
プログラムD「そのうち機会があればで 実は良作プログラム」 ※上映作品数は変更の可能性があります。

『アニーとダニー / Your Place Or Mine』

『濡れた髪 / The Wet Hair』

【Theater Zzzについて】
「数寄（すき）と出会い、風景が重なる舞台」をコンセプトにお茶・映画・旅の３つの
要素が一つの空間で集約し、風景が重なり合うことで新たな可能性を発見する
宿泊施設。
夜は男女混合ドミトリータイプの体験型宿泊スタイルのホステルとして営業。
住所：東京都墨田区石原１丁目１８−７
TEL：03-6456-1435
オフィシャルサイト：http://theaterzzz.com/

【珈琲と深夜のおやつについて】
珈琲豆焙煎所「久芳焙煎所」が本イベントの為にブレンドした
「ShortShorts Blend」を提供します。久芳焙煎所は半熱風式の焙煎機で
浅すぎず、深すぎずを目指して焙煎した珈琲豆を主にオンラインで
販売するコアな珈琲ファンに人気のお店。北参道と有楽町で
ポップアップの「間借り」喫茶店も営業しています。
また、当日は珈琲によく合う「深夜のおやつ」も提供します。詳細は
当日まで秘密ですが、最近話題のインスタ映えするスイーツです
（乳製品と果物を含みます）。

③豪華ホームシアタープロジェクターやLiLiCoさん、斎藤工さん、白濱亜嵐さんのサイン入りグッズが
あたる！プレゼントキャンペーン概要
【プレゼント第１弾】
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（SSFF & ASIA) アンバサダーで
映画コメンテーターのLiLiCoさんによる直筆サイン入り著書
｢遅咲きも晩婚もHappyに変えて 北欧マインドの暮らし｣を3名様に！
応募期間：2020年2月7日(金)～2月13日(木)
【プレゼント第２弾】
オンラインシアターと組み合わせれば自宅が映画館に早変わり！
世界初のプロジェクター付きシーリングライト「popIn Aladdin」を1名様に！
応募期間：2020年2月7日（金）～2月23日（日）
【プレゼント第３弾】
本人監督のショートフィルム作品がSSFF & ASIAでも受賞や上映歴のある
斎藤工さん直筆サイン入り映画『COMPLY+-ANCE（コンプライアンス）』パンフレットを5名様に！
応募期間：2020年2月14日（金）～2月23日（日）
【プレゼント第4弾】
ショートフィルム出演でも注目
白濱亜嵐さん直筆サイン入りショートショート フィルムフェスティバル & アジア トートバッグを10名様に！
応募期間：2020年2月24日（月）～3月1日（日）(予定）
応募方法：
BSSTOキャンペーンページより、新規会員登録いただいた方の中から抽選でプレゼントいたします。
当選者の発表は当選通知をもってかえさせて頂きます。
その他要項はオフィシャルサイトにてご確認ください。

【LiLiCoさんからのコメント】
ブリリア ショートショートシアター オンライン二周年おめでとうございます！
クリエイターは短編を長編への登竜門として制作し、のちに長編でブレイク。
そんな時代を経て、現在は長編映画やテレビドラマの監督や出演者が、敢えて
ショートフィルムの世界へ飛び込んで、大いに羽ばたく！
そう、ギュっとしたぶん、濃厚で楽しい！
そんな世界に注目される短編映画を家に居ながら楽しめる贅沢！短い上映時間だか
らこそ心にストレートに入り込む。さまざまな国の文化の勉強にもなり、どんなジャンルの
作品も揃っています。
しかもわかりやすくジャンル分けされていて、その日の気分、そしてその季節に合わせたも
のを選ぶことが出来る。
日常の中にショートフィルムがある。
そんな世界になってくれれば嬉しい。
ここからあなたもスタートして❤︎
LiLiCo

Brillia SHORTSHORTS THEATER ONLINE（ブリリア ショートショートシアター オンライン)
「ブリリア ショートショートシアター オンライン」は2018年2月14日にオープン。
2008年2月から10年間横浜で運営したショートフィルム専門映画館「ブリリア ショートショート シア
ター」のブランドを引き継ぎ、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」が厳選
したショートフィルムを毎週公開しています。
会員登録後はオンライン上で、常時6－10作品を無料で視聴いただけます。
短い時間ではありますが、人間の優しさや強さ、豊かな人生のヒントを教えてくれる、素晴らしい映画を
皆さんの日常にお届けする映画館をめざし、映画を楽しむスタイルの最前線を取材した記事や、週末
をより豊かにするお出かけ情報も掲載しています。 https://sst-online.jp/

