
 

＜プレスリリース〉 

2022年７月４日 

株式会社ビジュアルボイ 

この夏は屋外で映画を楽しもう！ 

「夏休み！アウトドア・ショートフィルム特集」 presented by ブリリアショー

トショートシアターオンラインが７月６日スタート 

 

プライベートな野外上映会にもってこいのラインナップ配信に続き、BBQシネマナイト、泊まれる公園INN THE P

ARKでの上映イベントなど夏のアウトドア盛り上げ企画を展開 

https://sst-online.jp/magazine/12510/ 

ーーーーーーーーーーーーーーー 

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 & アジアがセレクトした世界のショートフィルムを毎週水曜日にお届

けしている「Brillia SHORTSHORTS THEATER OINLINE」（運営：株式会社ビジュアルボイス / 以下、BSSTO）

では、 

2022年7月6日(水)〜8月31日(水)の期間「夏休み！アウトドア・ショートフィルム特集」を実施します。 

屋外にスクリーンを持ち出して見たい世界のショートフィルム4作品をWEBで特集配信する他、タイアップイベントとして埼玉

県でのBBQシネマナイトと静岡県INN THE PARKでの野外上映会を開催します。 

さらに、視聴者の中から抽選で、アウトドアシーンが楽しくなるグッズが当たるプレゼントキャンペーンも実施します。 

この夏はアウトドア×ショートフィルムで、ワクワクする体験を味わってみてはいかがでしょうか？ 

 

 

https://sst-online.jp/magazine/12510/


トピック①  

日本初公開作品も。野外で観るのにぴったりなショートフィルムをWEB無料配

信！ 

 

キャンプ場やお庭にスクリーンとプロジェクターを持ち出して、プライベートな野外シネマを作る。そんな夢を描く人も多いのでは

ないでしょうか？とはいえ、野外で2時間も長編映画を観るのは、なかなか集中力が続かないもの（他にもやりたいコンテン

ツはたくさんありますしね）。 

そこでお勧めするのが、1本15分ほどのショートフィルム。今回の特集では屋外上映にぴったり、野外が舞台で、起承転結の

ついたエンターテイメントとしての質の高い作品をセレクトしました。視聴にはインターネット環境が必要ではありますが、ショート

フィルムであれば携帯電話回線でも比較的小容量で観ることができます。 

この夏は、ショートフィルムでの野外上映にトライしてみましょう！ 

 

※野外上映に必要な機材などは、BSSTOの過去記事「上映会のつくりかた」が参考になります。 

https://sst-online.jp/magazine/6532/ 

※BSSTOのご利用は私的利用の範疇でお願いします。 

●配信作品 

 

日本初公開『Octopus / 海辺のオクトパス』 

 

〜少年少女の夏の思い出〜  

（Engin Erden監督 / トルコ / コメディ / 2019年 / 約13分） 

【あらすじ】8歳と9歳の幼馴染エジェとエフェ。海辺の街で二人が過ごす暑くて緩い夏の1日。大人たちに振り回されることに

嫌気が差した二人は、自分達の力を証明するためにある計画を思いつく。しかし、それがどんな結果を招くものか二人は知ら

なかった。 

 

 

https://sst-online.jp/magazine/6532/


フランスの個性派俳優 Philippe Rebbot主演『Happy Birthday / 誕生日おめでとう』 

 

〜不器用で空回りする父の愛〜 

（Basile Charpentier監督 / フランス / ドラマ /2020 /約20分） 

【あらすじ】40歳のパスカルは離婚後、引きこもってエキセントリックな生活を送っている。今日は息子の誕生日。愛犬とモペッ

トに乗り、息子のプレゼントを探しに行く。 

 

『Totems / トーテム』 

 

〜夜の森は不思議がいっぱい〜 

（Paul Jadoul 監督 / ベルギー / アニメーション / 2015 / 約9分） 

【あらすじ】木こりが森の中で事故に遭い、足を木に挟まれて動けなくなってしまう。彼は動物的な本能を働かせて自由にな

ろうとする。 

 



日本初公開 『Two Girls and a Boat / 夏とボートと生配信』 

 

〜夏の湖で起きるドタバタ劇〜 

（Aleksi Delikouras / フィンランド / コメディ / 2021 / 約14分） 

【あらすじ】フィンランドの美しい夏の日、双子のジェイドとカイサはボート漕ぎに湖に出かける。ソーシャルメディア・インフルエン

サーのジェイドは、実はカイサには秘密の計画を持っていて、旅は予定通りには終わらない。 

 

トピック②  

屋外施設とタイアップで上映！アウトドアシネマイベント 

本特集とのタイアップイベントとして、7月16日(土)は埼玉県日高市の屋外複合施設「CAWAZ base」とBBQシネマナイ

ト、7月30日(土)は静岡県沼津市の泊まれる公園「INN THE PARK」にて、野外上映イベントPARK CINEMAを実施

します。 

上映作品は、BSSTO過去上映作品などから、屋外上映にぴったりの4本をセレクト。 

BBQなど野外アクティビティとの組み合わせで、贅沢な夏の1日をプロデュースします。 

首都圏から好アクセスの会場に、お気軽にお出かけください。 

 

●タイアップイベント（１）都心から1時間！森のなかの屋外施設で楽しむプレミアムBBQと野外映画「BBQシネマナイト~

Brillia SHORTSHORTS THEATER ONLINE × CAWAZ base~」 

 



 

 

BSSTOを運営する株式会社ビジュアルボイスと、自然あふれるワーケーション空間をコンセプトとした複合施設「CAWAZ b

ase」がコラボレーション。 

2022年7月16日土曜日に、バーベキューと野外映画上映会を組み合わせたオリジナルイベント「BBQシネマナイト ~Brilli

a SHORTSHORTS THEATER ONLINE × CAWAZ base~」を開催します。 

バーベキューは日本バーベキュー協会上級バーベキューインストラクターの遠藤拓耶氏が目の前で調理し、バーベキューが楽

しくなる解説付きでご提供。野外映画は世界のショートフィルムの配給事業を行うビジュアルボイスが、夏の夜にぴったりの4

本をセレクト。旅する映画館 café de cinémaの運営協力で、120インチの大スクリーンで上映します。 

夏休み目前の３連休初日。星空の下でプレミアムな屋外体験を味わってみてはいかがでしょうか？ 

 

 

 

遠藤拓耶（BBQネーム TED） 

日本BBQ協会認定 上級BBQインストラクター。本格アメリカンBBQの手法を取り入れた創作BBQを得意とする。 

出張BBQシェフサービス『PRIME BBQ』代表シェフ。また、罠猟師として飯能市で有害鳥獣捕獲とその利活用事業を手掛ける。 

 



 

株式会社CAWAZ(カワズ) 

奥武蔵の自然環境に恵まれた埼玉県日高市高麗地区に、「働く」と「遊ぶ」を融合したライフスタイルを提案する複合型ワ

ーケーション施設「CAWAZ base」を運営するまちづくり会社です。 

https://cawaz.co.jp/ 

 

 

旅する映画館 café de cinéma 

「日常の中の映画（館）」を目指し、日夜各地のカフェや飲食店などでの上映会を主催運営。その他、アーティストや食と

コラボした上映会から、野外上映会、キャンプ場での上映などさまざまなシーンで映画を観る機会を作り続けています。 

www.cafedecinema.com/ 

 

【概要】 

イベント名：「BBQシネマナイト~Brillia SHORTSHORTS THEATER ONLINE × CAWAZ base~」 

日時：2022年7月16日  17:30 受付開始（18:00までに受付をお済ませください）   21:00終了予定 

場所：CAWAZ base （埼玉県日高市栗坪46） 

アクセス： 

●自動車でのアクセス  

圏央道 圏央鶴ヶ島インターもしくは飯能日高インターから15分 

駐車場 15台 

●電車でのアクセス 

西武池袋線「高麗」駅から徒歩15分（同「飯能」駅からタクシー利用約13分） 

参加費用：¥6,500 / ひとり  

定員：20名 

詳細・申し込み：ShortShortsのpeatixサイトよりお申し込みください。https://bbq-cinema.peatix.com/ 

https://bbq-cinema.peatix.com/


備考： 

・雨天時は併設のカフェ屋内に場所を移して実施します。 

・日中はオプションでテントサウナやレンタルサイクルなどのアクティビティをご用意しています。 

主催：株式会社ビジュアルボイス / 株式会社CAWAZ 

協力：PRIME BBQ / 旅する映画館 café de cinéma 

●タイアップイベント（２）泊まれる公園INN THE PARKで開催! PARK CINEMA

 

静岡県沼津市で2017年に開業した複合宿泊施設「INN THE PARK」。木立の間に浮かぶようにして建つ「球体テント」

の写真を目にされたことがある方も多いのではないでしょうか？ 

BSSTOの「夏休み！アウトドア・ショートフィルム特集」のタイアップ企画として、「INN THE PARK」での上映を7月30日

（土）に開催します。 

当日は昼間からキッチンカーなどの出店やワークショップ、パフォーマンスなどもお楽しみいただける予定です。ぜひお出かけください。 

 

 

【概要】 

イベント名：PARK CINEMA 

日時：2022年7月30日  19:00 上映開始 

場所：泊まれる公園 INN THE PARK（静岡県沼津市足高２２０−４） 

アクセス： 

東名高速道路「沼津」インターチェンジから 

約3.5km 約9分 

東海道本線「沼津」駅からタクシーで 

約7km 約18分 

入場料：¥1,000 / ひとり 

定員：200名 



参加方法他は、INN THE PARKの公式Instagramにて随時お知らせして参ります。https://www.instagram.com/inn

_the_park/  

主催：IN THE PARK / 旅する映画館 café de cinéma 

作品協力：株式会社ビジュアルボイス 

●タイアップ上映作品 

 

①『The Boggabilla Bus / ボガビラのバス』（オーストラリア/ 青春 /約11分） 

オーストラリアの広大な自然を背景に展開される疾走感溢れる青春ドラマ。 

【あらすじ】8歳のオスカーは親友のアシュリーに、自分の気持ちをうまく伝えることができない。最後のチャンスを逃してしまったオスカーは、

スクールバスをジャックしてアシュリーの元に走り出す！ 

 

 
②『Russian Roulette/ ロシアン・ルーレット』（イギリス・コメディ・約5分） 

今この時も夜空の上を飛んでいる人がいる。そんな想像が膨らむ「もしも」のお話。 

【あらすじ】寂しい毎日を送るルーシーが、チャットルームで出会ったのは・・・ちょっとおバカな宇宙飛行士。 

 
③『Totems/ トーテム』（ベルギー・アニメーション・約9分） 

夜の森に閉じ込められた男の、ちょっぴり怖いアニメーション。 

【あらすじ】森で木を切る一人の木こり。とある事故が起きたとき、彼の中の野生が現れる。 

（WEB配信と同じ作品です） 

 

 

④『Krensnik / クレスニク』 

（スロベニア・ファンタジー・約20分） 

東欧の夜の森のファンタジー 

https://www.instagram.com/inn_the_park/
https://www.instagram.com/inn_the_park/


【あらすじ】ピーターとそのいとこたちは、夏休みにおじいさんと一緒に夜のキャンプをして過ごしている。その晩いとこにそそのかされ、ピーター

はしぶしぶ夜の森に繰り出すが、そこにはある試練が待ち構えていた。 

トピック③  

プレゼントキャンペーン【JOURNAL STANDARD】アウトドア ギフトカード を10

名様に 

本特集期間中、WEB配信作品をご視聴いただき感想をお寄せいただいた方から抽選で10名様に、人気ファッションブラン

ド「JOURNAL STANDARD」がセレクトしたアウトドアカタログギフトをプレゼントします！ 

秋のイベントシーズンにも活躍しそうなアイテムが勢揃い。皆さんの野外シネマライフにアクセントをお届けします。 

 

 

プレゼントキャンペーンについての詳細は下記リンク先ページをご参照ください。 

https://sst-online.jp/magazine/12524/ 

 

ーーーーーーーーーーーーーー 

●「ブリリア ショートショートシアター オンライン」 

 

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水曜日に配信している

オンラインシアターです。 

2008年2月~2017年12月まで横浜みなとみらい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、2018年2月にスタートしました。 

簡単な会員登録をいただければ、常時12作品ほどを無料で視聴いただけます。 

短い時間で、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 

https://sst-online.jp/magazine/12524/


画を皆さんの日常にお届けするオンラインシアターをめざし、映画を暮らしに取り込むヒン 

トになる記事も掲載しています。 https://sst-online.jp/ 

 

ーーーーーーーーーーー 

 

【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 ／ E-mail： press@shortshorts.org  

 

画像ダウンロード 

https://drive.google.com/drive/folders/1wj2Q1xf7XVpH9Q11sm2U4WPz9ZYTcEr_?usp=sharing 

https://sst-online.jp/
https://drive.google.com/drive/folders/1wj2Q1xf7XVpH9Q11sm2U4WPz9ZYTcEr_?usp=sharing

