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報道関係各位

今年20周年を迎えるショートショート フィルムフェスティバル & アジア （略称：SSFF & ASIA）には、130以上の国と地域から、
10,000本以上の作品が集まり、厳選された約250作品が、6月4日（月）~ 6月24日（日）都内8会場にて上映されます。

映画祭開催に先駆けた本セレモニーでは、計8つの賞の発表・表彰および、映画祭と企業によるショートフィルム製作プロジェクトの
完成発表や製作発表が行われました。

2018 年6月4日（月） オープニングセレモニー開催

観光映像大賞、Shibuya Diversity Award、環境大⾂賞、
ブックショートアワード、avex digital Awardを発表！！

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 2018

賞名 授賞基準

Shibuya Diversity Award
2017年創設。渋谷区基本構想の普及啓発活動の一環として、ダイバーシティ
とインクルージョンをイメージしたショートフィルムの中から贈られる賞。

第7回観光映像大賞
各都道府県で制作されている観光プロモーション映像・ビデオで、“観光復興”とい
う観点で最も創造性、復興製、話題性に優れた作品に贈られる賞。

インターナショナル観光映像大賞
海外で制作されたクオリティの高い地域プロモーション映像を日本でも周知させ、
国内の地域プロモーション映像のクオリティアップを目指すことを目的に設立。
VISIT JAPAN大使が選定。

インターナショナル観光映像大賞特別賞
海外で制作されたクオリティの高い地域プロモーション映像を日本でも周知させ、
国内の地域プロモーション映像のクオリティアップを目指すことを目的に設立。
SSFF & ASIAが選定。

ブックショートアワード
二次創作をテーマに短編小説を公募し、ショートフィルム化するプロジェクト。大賞
作品に贈られる。

avex digital AWARD 「Really! Mad+Pure」の精神を体現した作品に与えられる賞。

地球を救え！部門
supported by リンレイ 優秀賞
（環境大臣賞）

環境問題を中心としたテーマの作品を集め、広く地球環境保護を伝える部門。3
名の審査員より、最も優秀な作品に贈られる賞。

地球を救え！部門
supported by リンレイ J-WAVEアワード

同部門のノミネート作品の中から、J-WAVEリスナー審査員により選出される賞。

【本件に関するお問い合わせ先】
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：安藤（080-3579-5352）、加藤、武田
TEL：03-6894-3200 ／ FAX：03-5413-3050 ／ E-mail： SSFF@ssu.co.jp

ショートショート実行委員会 担当：高橋
TEL：03-5474-8201 ／ FAX：03-5474-8202 ／ E-mail： press@shortshorts.org

【本資料に関する画像については、下記よりダウンロードいただけます】
http://xfs.jp/Imsk95 

特別製作作品完成発表

●第3回BOOKSHORTアワード受賞作品のショートフィルム化『王様の選択』
●BOOKSHORT EARTH Act For Life AWARD受賞作品のショートフィルム化『美知の通勤電車』
●2017年avex digital Award受賞企画のショートフィルム化『ブレイカーズ』

mailto:press@shortshorts.org


Shibuya Diversity Award 受賞作品：『ぼくとわたしの聖なる秘密』（Sacred Hair）

渋谷区とSSFF ＆ ASIAとが協力し、区基本構想の普及啓発活動の一環として、ダイバーシティとインクルージョンをイメージした

ショートフィルムをプログラム化。あらゆる人たちが自分らしく生き、価値観を認め合い、混ざり合うことで、新しい力が生まれる街渋谷を

創造することを目的としています。 『ぼくとわたしの聖なる秘密』はノミネート５作品から選出されました。

『ぼくとわたしの聖なる秘密』（Sacred Hair）
マリオ・モラン/13：15/カナダ/ドラマ/2017

病を抱える少年とイスラム教徒女性がモントリオールの公園で運
命的に出会った。

【監督プロフィール】
カナダケベック州出身。俳優、ウェブディレクター、映像技術者、ト
レーナーとして25年間舞台や映像で活躍。
初監督作品である本作は2018年プロビデンス子供映画祭にて
観客賞、審査員優秀作品賞を受賞、その他様々な映画祭にて
入選。

第7回 観光映像大賞 受賞作品：『夢』

519点の応募作品から選抜のファイナリスト10点の中で
最も創造性、復興製、話題性に優れた作品

『夢』
地域：長崎県南島原市/8:13/ドラマ/2017

たった1日だけ、過去に戻ることができる」と言われた主人公が、生涯愛し続
けた女性と過ごした火を選び、南島原市を舞台にはかなくも美しく不思議
な1日を描いた物語。
★2017年度第2回旅もじゃ賞受賞作

インターナショナル観光映像大賞 受賞作品：『Can't skip Us, Can't Skip Portugal』

人生は一度きり、月日の経つのは早いもの。
さぁためらわずにぜひポルトガルへ

『Can't skip Us, Can't Skip Portugal 』
地域：ポルトガル/2:54/2017

毎日が同じことの繰り返しだと感じるのなら、それはきっと新しい地へ旅に出る
タイミングかもしれない。日差し、暖かさ、水、自然、建物など、一年を通して
楽しめるポルトガルはなぜスキップできないのかを映像で伝える。

インターナショナル観光映像大賞 特別賞 受賞作品：『#BeMyGuest in Dubai』

世界的な人気を誇るインドの大スターのシャー・ルク・カーンがドバイを案内。
彼がお気に入りのスポットを訪れ、その独特の視点と経験を披露。

『#BeMyGuest in Dubai 』
地域：アラブ首長国連邦 ドバイ／3:12／2016

Bollywoodのビッグスター、Shah Rukh Khan's（以下、SRK）が
「Come Live Your Dreams in Dubai」というツイートとともにTwitterに
投稿されたのをきっかけに、Online(Youtube)にもリリース。
SRK自身が第2の家だと評するほどのドバイの魅力をSRKがガイドするツアー
形式でを紹介していく。



第３回ブックショートアワード受賞 ショートフィルム化作品：『王様の選択』

柄本時生さんが裸の市長を名演。
第３回ブックショートアワードの大賞受賞の脚本を映像化！

『美知の通勤電車』

原作：司真

監督：田中嗣久/17:00/ 日本 / ドラマ / 2018

美知はまだ３歳。 今日から働き始める母親は、子育てに協力的じ
ゃない夫に苛立ちながら、美知の手を引いて家を出た。会社の保育
所に美知をあずけるためだ。初日から遅れるわけにはいかない。急ぎ
足で駅まで向かうと、電車から吐き出される通勤の人々は、小さい
美知の目には大きく、恐ろしく、足がすくんでしまう。電車に乗ることが
出来にいると、優しく声をかけてくれた年配の男性が、折り紙の亀を
彼女にくれた。 「この亀さんみたいに首をすぼめて自分を守ればいい
んだよ」 美知は、首をすぼめ、母親と電車に乗り込んでいく。

不寛容な通勤電車の中で、人の優しさに触れ、成長していく少女の
記録。

ブックショートは、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で公募し、大賞作品をショートフィルム化するプロ

ジェクトです。『王様の選択』は、1356作品の応募の中から選ばれました。アンデルセンの名作『裸の王様』は、王様が“馬鹿には見え

ない生地”で作られたという衣装に大金を払い、大人だけが騙されるお話。受賞作は、原作とは真逆の素敵な大人たちが登場します。

受賞作品：「名前って、ふたつ以上の鐘のおと』
（二次創作の元ネタ 坂口安吾「ラムネ氏のこと」・スタンダール「赤と黒」）
受賞者：入江巽
あらすじ：フランス人の父と、日本人の母の子、田中ジュリアンは、ある事情があって、自分の

本当の戸籍名を隠して生きている。生まれたときから否応なしに与えられる、名前と
いうものに翻弄されたこの男、すこしすねたまま、大きくなってしまった。

本文は下記のURLから全文がご覧いただけます。
http://bookshorts.jp/20180335n/5/

※当作品は来年の映画祭に向けショートフィルム化されます。第５回ブックショートアワードは8月より応募開始予定。

第４回ブックショートアワード 受賞作品：「名前って、ふたつ以上の鐘のおと」

EARTH Act For Life AWARD 受賞作品を原作にした特別製作作品 『美知の通勤電車』

「家族を思う気持ち」をテーマに短編小説を募集。
581点の応募作品の中から選定された受賞作品をショートフィルム化+賞金50万円

『王様の選択』

原作：室市雅則

監督：新谷寛行/20:52/ 日本 / ドラマ / 2018

軽いノリで市長になってしまった主人公、大野は有名ファッションデ
ザイナーによる市のハッピお披露目会にゲストとして招かれる。しか
し用意されたハッピは誰の目にも見えず….。「裸の王様」をリメイク
した本作は、人間の恥じらいや見栄、滑稽さを包み込む『優しさ』
を強く描きだす作品である。

http://bookshorts.jp/20180335n/5/


avex digital AWARD（2017年インターナショナル ショートフィルム 企画コンペティション）受賞者製作作品

エンタテインメントの世界で動画ビジネス市場を牽引するエイベックス・デジタルとSSFF & ASIAのフィロソフィーが合致して生まれた

avex digital AWARD。

2017年のコンペティションは実写、アニメーション、ドキュメンタリーなどジャンルを問わず「Thrilling、Exciting、Moving」をテーマに

ハラハラ、ドキドキ、感動など気持ちを揺さぶられるようなショートフィルムの企画を募集。世界91の国と地域から724の応募がありま

した。

最優秀賞を獲得した企画が、与えられた制作費をもとにこのたび、ショートフィルム化されました。

映画祭後は世界各国の映画祭への出品をはかっていきます。

http://www.shortshorts.org/shortfilm_pitch/

若手実力派俳優の濱田龍⾂を主演に迎えて遂に完成!
『ブレイカーズ』

監督：後藤美波/24:59/ 日本 / ドラマ / 2018

祐太は、静岡県に住む高校生。正義感の強い彼にとって、学校生
活は苦痛だった。特定の部活だけが優遇される日常、無意味な校
則を押し付ける教師と見てみぬふりの生徒たち。歪な状況を打破
すべく、彼は今日も１人、学校内でイタズラのような小さな反乱を
起こしていた。

ある日祐太は、それぞれ学校に不満を抱く４人の友人と共に、学
年集会を乗っ取ることを計画する。

※作品は映画祭上映後、6月17日（日）からdTVにて独占配
信いたします。

2018年 avex digital AWARD受賞作品

エイベックスのタグライン（企業理念）である「Really! Mad+Pure」（ともすれば今は非常識で、他人から「おかしいんじゃない
の？（Mad）」と思われるとも真摯（Pure）に追い求め、世の中にマジで！？（Really!）を届け続けること）の精神を体現し
た作品に与えられる賞。 新しいことに挑戦し、荒削りでも将来性を感じる、既存の枠に収まらないような才能・作品に贈られます。
賞金:30万円

『The Band's New Stage』

監督：田中雄之/24：59/日本/ドラマ/2017

全く売れていないインディーズバンドWWW（サンダブ）のリーダ
ー青木は、自分たちが東京で大人気のバンドと嘘をつき、情報
に疎いと思われる田舎の島・隠岐の島でライブをする計画を企
てる。

【監督プロフィール】

大学卒業後、広告代理店で５年間の会社員生活を過ごす。
退職後、東京芸術大学大学院映像研究科を経て、映像制
作を開始。プロデューサーとディレクターを兼務するスタイルで、
映画、TVCMなどの制作を行う。

http://www.shortshorts.org/shortfilm_pitch/


地球を救え！部門 supported by リンレイ 優秀賞（環境大⾂賞）＆ J-WAVEアワード

環境問題をテーマとした作品を上映する部門。個人レベルのエコ活動から地球温暖化防などグローバル規模な問題まで、私たちの

子孫に受け継がれる「地球」について考えることを映像のチカラを使って伝えることを目的としています。

応募数：788作品（87カ国） 上映：アワード対象作品６作品（６カ国） ※ほか、特別上映1作品

優秀賞（環境大臣賞）賞金：50万円 J-WAVEアワード 賞金：50万円

＜優秀賞（環境大⾂賞）＞
『森林』(Plantae）
監督：ギリェルメ・ゲール/ 10:25 / ブラジル / アニメーション / 2017

アマゾンにそびえたつ巨木を切ろうとする木こりは思いもよらない自然の現象を目撃する。
この作品は、巻き戻しのきかない森林伐採や人間による地球生物の征服を問う。

【監督プロフィール】
1987年南ブラジル生まれ。南サンタカタリーナ大学にて映画映像の学士号を取得。元々デザイナー志望であったことから、アニメーションに
興味を持つようになり、現在は環境問題に関する物語やグラフィックデザインを手がける。

＜J-WAVEアワード＞
『シロクマとグリズリー』（Poles Apart）
監督：パロマ・バエサ/11:52 / イギリス / アニメーション / 2017

地球温暖化のさなか、タフなシロクマの女の子ナヌクと、グリズリーの男の子アクラクは出会う。アクラクは友達なのか、食料なのか？お腹が空
いているナヌクの決断はいかに？

【監督プロフィール】
俳優としてキャリアを始め、数々のイギリスドラマや独立系映画に出演。監督としても数々の受賞経験があり、本作は彼女の初アニメーショ
ン作品。



【ショートショート フィルムフェスティバル & アジア 2018 概要】

■開催期間：6月4日（月）～6月24日（日）

■上映会場：東京 計8会場予定

※開催期間は各会場によって異なります。また、変更になる場合もございます。

上映会場

・6月 5日（火）～ 8日（金） アンダーズ 東京 Andaz Studio

・6月 7日（木）～10日（日）表参道ヒルズ スペース オー

・6月 8日（金）～10日（日）六本木ヒルズ ヒルズ カフェ/スペース

・6月13日（水） BASE Q

・6月13日（水）～17日（日）ラフォーレミュージアム原宿

・6月13日（水）～17日（日）シダックス・カルチャーホール

・6月17日（日）～24日（日）LEXUS MEETS…``HIBIYA``

・6月21日（木）～24日（日）iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ

■料金：無料上映 事前予約はPeatixにて受付。当日券もございます。

■オフィシャルサイト： http://www.shortshorts.org/2018

■主催：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

■ 一部の有料イベントを除き、全ての上映会場ともに無料上映となります。

上映プログラム、イベント（有料・無料）事前予約開始 4月17日（火）

※事前予約はオフィシャルサイトから登録が可能です。

※上映プログラム・イベントは決定次第、順次オフィシャルサイトにアップします。

※VR SHORTS会場（六本木ヒルズ ヒルズ カフェ/スペース、LEXUS MEETS…``HIBIYA`` ）の受付方法は、

通常の上映会と異なりますので詳しくはWEBをご参照ください。

【SSFF & ASIA 2018 テーマ】

「Cinema Smart」 ～想像力で人生を発見する～

「Book Smart, Street Smart」という言葉があります。「Book Smart」は座学で手に入れる学問的な知識としての「知」を

指し、「Street Smart」は自らの経験を通して得られる実践での「知」を指します。机上の勉強だけではなく、社会で学ぶことが

重要だという趣旨の言葉ですが、私たちはそこに加えて「Cinema Smart」という概念を提言します。

映画祭20周年の節目の年、私たちは「Cinema Smart」というコンセプトで、映画の価値を現代に問いかけ、映画祭に集まる

人たちと一緒に考えていこうと思います。

【本件に関するお問い合わせ先】
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：安藤（080-3579-5352）、加藤、武田
TEL：03-6894-3200 ／ FAX：03-5413-3050 ／ E-mail： SSFF@ssu.co.jp

ショートショート実行委員会 担当：高橋
TEL：03-5474-8201 ／ FAX：03-5474-8202 ／ E-mail： press@shortshorts.org

【本資料に関する画像については、下記よりダウンロードいただけます】
http://xfs.jp/Imsk95

http://www.shortshorts.org/2018
mailto:press@shortshorts.org

