
Short Film Images 2 

◆展示コンセプト◆

今やどこにいても目にできる映像。 テレビ、 パソコン、 携帯など画面があれば必ずと言っていいほど映像は流

れています。 実写、 アニメーション、 CG など一口に映像と言っても、 さまざまな種類の映像を私たちは目にし

ています。 Short Film Images の目的はそんな多様性に富んでいる 「映像」 をアートとして自由に制作し、 表現

した作品の上映をすることです。

テーマは自由。 アート作品としての映像を、 他ジャンルの映像作品と共に一つのスクリーンで上映してみません

か。 そして、 映像作家の皆さまの発信の場、 交流の場にしていただけたらと思います。 

Short Film Images2 web サイト

http://www.gallerycomplex.com/c/sfi2/index.html

◆展示概要◆

＜会期＞

2011.11.15( 火 )-11.27( 日 ) 約 2 週間 ※月曜休館

11:00-20:00 ( 最終日は 18:00 まで )

入場無料

＜会場＞

The Artcomplex Center of Tokyo (ACT) ACT4

〒160-0015 東京都新宿区大京町 12-9

＜上映方法＞

ACT4 の部屋を暗室にし、 壁面に白地のサテン生地を張り付け、 プロジェクターにて映写します。 ( 写真参考 )

環境については下記＜使用予定機器 ・ 上映環境＞を参考にしてください。

各参加作家様の作品を全て繋ぎ、 ループで流し続けるので決まった上映時間はございません。

＜使用予定機器 ・ 上映環境＞

【プロジェクター】 EPSON offirio EB-W8

http://www.epson.jp/products/back/hyou/elp/ebw8.htm

【DVD プレーヤー】 DIGIX BLAZE DVP-863

【音響】 ARIA AG-10X,AB-10

【画面サイズ】 (w) 約 2m×(h) 約 1.2m 

　　　　　　　( 壁面より約 2m 地点より投影時 )

【アスペクト比】 16:9



Short Film Images 2 

◆展示コンセプト◆

今やどこにいても目にできる映像。 テレビ、 パソコン、 携帯など画面があれば必ずと言っていいほど映像は流

れています。 実写、 アニメーション、 CG など一口に映像と言っても、 さまざまな種類の映像を私たちは目にし

ています。 Short Film Images の目的はそんな多様性に富んでいる 「映像」 をアートとして自由に制作し、 表現

した作品の上映をすることです。

テーマは自由。 アート作品としての映像を、 他ジャンルの映像作品と共に一つのスクリーンで上映してみません

か。 そして、 映像作家の皆さまの発信の場、 交流の場にしていただけたらと思います。 

Short Film Images2 web サイト

http://www.gallerycomplex.com/c/sfi2/index.html

◆展示概要◆

＜会期＞

2011.11.15( 火 )-11.27( 日 ) 約 2 週間 ※月曜休館

11:00-20:00 ( 最終日は 18:00 まで )

入場無料

＜会場＞

The Artcomplex Center of Tokyo (ACT) ACT4

〒160-0015 東京都新宿区大京町 12-9

＜上映方法＞

ACT4 の部屋を暗室にし、 壁面に白地のサテン生地を張り付け、 プロジェクターにて映写します。 ( 写真参考 )

環境については下記＜使用予定機器 ・ 上映環境＞を参考にしてください。

各参加作家様の作品を全て繋ぎ、 ループで流し続けるので決まった上映時間はございません。

＜使用予定機器 ・ 上映環境＞

【プロジェクター】 EPSON offirio EB-W8

http://www.epson.jp/products/back/hyou/elp/ebw8.htm

【DVD プレーヤー】 DIGIX BLAZE DVP-863

【音響】 ARIA AG-10X,AB-10

【画面サイズ】 (w) 約 2m×(h) 約 1.2m 

　　　　　　　( 壁面より約 2m 地点より投影時 )

【アスペクト比】 16:9

＜会場常駐について＞

会場には ACT スタッフが常駐いたしますので、 参加作家様の常駐は強制ではありません。 ご都合に合わせて

ご来場ください。

※ただし、 展示室入口に受付を設け、 ACT スタッフが常駐することはできませんのであらかじめご了承ください。

◆募集要項◆

＜作品規定＞

・ ジャンル不問。

・ 15 分以内に収まる作品であること。

・ 作品内に作品タイトルと作家名を入れること。

・ メディア形式は、 デジタルデータ (DVD プレーヤーで再生できる状態 ) であること。

※簡単な事前審査がございます。

＜出展料＞

1 作品 ￥10,000- (DM 代、 施設設備費込み )

※ギャラリーに直接お持ちいただいても構いません。

※参加希望のお申込みメールおよび事前審査用の DVD が届きましたら、メールにてご一報いれさせて頂きます。

また、 事前審査がすみましたら、 お申込み受付完了のメールをお送りしますので、 それから銀行 3 営業日以

内に出展料のお振込みをお願い致します。 ご都合が合わない場合はご相談ください。

＜募集人数＞

15 組 ( 予定 )

※定員数に達し次第、 募集を締め切らせていただきます。

＜お申込み締切日＞

2011.10.2( 日 ) までにお申込みください。

＜事前審査について＞

お申込みをしていただく際に、 簡単な事前審査を行います。 お申込みと同時にデモ DVD をアートコンプレックス

センターまで郵送にてお送り下さい。 

事前審査用ディスクは DVD プレーヤーで再生できるようにしてください。

ディスク表面には、 作品タイトル、 作家名、 本編 or デモ or 既存を明記し、 破損しないように梱包してください。

上映予定作品をお送りいただくことが好ましいですが、 手元に作品がまだない場合は既存の作品でも構いませ

ん。 また、 作品が完成している場合は本編をお送りいただいても構いません。

実際に展示に使用する作品の提出は、 データディスクと確認用ビデオ DVD を提出していただきます。

＜作品について＞

作品の著作権は作家様にございます。 Short Film Images の上映以外の目的での使用はいたしません。

お送り頂いた作品 DVD については返却せず、 上映で使用した DVD 以外はこちらで破棄いたします。

※お送り頂いた作品は原則返却いたしませんが、 作家様のご都合により返却をご希望される場合は別途ご相談

ください。
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＜出展確定後のキャンセルについて＞

出展確定後のキャンセルは原則的に認めておりません。

その際、 一度お振込み頂いた出展料はご返金いたしませんのであらかじめご了承ください。

＜物販について＞

展示作品および物販物の販売も可能です。 販売商品は各自ご用意ください。

物販をご希望される方は、 納品書 ( 物販物のリスト )、 作家名 ・ 作品タイトル ・ 価格等が記載されているキャプ

ションや立て札等をご用意ください。

ポストカードやグッズなどの商品の販売も可能です。 その場合、 各商品一つ一つに作家名 ・ 価格を記載したタ

グ等を付けてください。 展示期間中に作品や商品が売却された場合、 価格の 7 割が作家様、 3 割がギャラリー

の割合で配分されます。 売上金のお支払いは、 展覧会終了後 1 週間以内に行います。 売り上げが小額の場

合は、 搬出時に精算する場合もございます。

◆お申込み方法◆

「Short Film Images2」 の参加申込みの受付はメールにて行っております。 それと同時に、 事前審査用の DVD

もお送りください。

以下、 お申込み時に明記していただく情報です。

下記↓の情報をメールにて info@gallerycomplex.com にお送り下さい。

件名 ： Short Film Images2 参加希望

・ ご本名

・ 作家名

・ 住所 ( 郵便番号を含む）

・ 電話番号 ( 携帯電話可 )

・ メールアドレス (PC メールアドレスに限る）

・ 作家様のホームページアドレス ( お持ちでない場合は未記入可 )

事前審査用 DVD 送付先↓

〒160-0015 東京都新宿区大京町 12－9

Tel/Fax 03-3341-3253

The Artcomplex Center of Tokyo

「Short Film Images2」 山下宛

※事前審査用 DVD は DVD プレーヤーで再生できるようにしてください。

※ディスクに作品タイトル･作家名 ・ 本編 or デモ or 既存を記入して、 破損のないように梱包してください。

＜主催＞

The Artcomplex Center of Tokyo (ACT)

〒160-0015 東京都新宿区大京町 12－9

Tel/Fax 03-3341-3253

info@gallerycomplex.com

http://www.gallerycomplex.com/

担当 ： 山下


