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写真・動画 ＞ 動画・ムービー・ビデオ 学生向け

日本の将来を担う若手クリエイターの発掘・育成を目指すポリシーをそのままに、第16回JCF学生映
画祭を開催します。
映像のチカラで日本を元気にさせましょう！
みなさんの応募をお待ちしてます。

募集内容

「観た方々がhappyになれる。」をテーマにした作品
 
・新規制作は、集合を伴わない撮影としてください。
・作品の尺　(短編映画部門)30分以内、(ショートムービー部門)5分以内
・JCF学生映画祭過去出品作品は、お受け出来ません。
・必ずテーマに沿ったものとしてください。
 

応募規定

応募に関する注意
使用機種・使用ソフトは問いません。2D・手書きCGでも可。応募作品は返却致しませんのでご了承く
ださい。
作品の応募に関する費用は、全て応募者のご負担とさせて頂きます。
作品等の転送途中での不慮の紛失や損害については、当映画祭では責任を負いかねますのでご了承下さ
い。
 
応募に際して

公募を主催される皆さまへ

プレゼント
(WEBプレミアム会員限定)
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第16回JCF学生映画祭 online  0pt  

サービス内容を知りたい

公募を掲載してほしい

月刊公募ガイド

5月9日発売／定価680円

最新号・バックナンバー

定期購読のご案内

火を使わないキャンドル　AMIR
LEDキャンドルライト (12個セッ

ト)

" 他のプレゼントも見る
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LINEで送る
 -pt  

〈1〉応募用紙(1作品につき1枚)フォーマット→JCF映画祭ホームページより取得ください。
〈2〉応募作品
※ビデオ作品は、プレビュー用に、必ず以下のいずれかのフォーマットにしてご応募ください。
MOV、MP4のいずれかの形式。フレームレート29.97fps。
以上をギガファイル便(https://gigafile.nu)にて応募先(fukunaga@japanproject.jp)まで送ってく
ださい。データータイトルと監督名をファイル名としてください。
ギガファイル送信後、応募先指定アドレスに応募用紙・タイトル・監督名・学校名・代表者氏名・年
齢・アドレス・郵便番号・住所・電話番号を記載したメール下記応募先に送ってください。
記載漏れ、データーのみの場合は、審査対象外となります。
 
応募用紙
応募用紙に記入・捺印の上、作品と一緒にお送り下さい。（１作品につき1枚）
応募用紙　ダウンロード 
 
応募先
せとうちIT BASE内　JCF学生映画祭運営事務局
Email:fukunaga@japanproject.jp

賞

＜JCF学生映画祭＞
グランプリ、準グランプリ

応募資格

日本国内の大学生、短大生、専門学校生の方が製作した作品であること。（現在卒業していても在学中
に製作した作品であればご応募いただけます。）
出品者の国籍は問いません。（ただし日本語で審査いたします。）
一人または一団体で、何作品でもご応募いただけます。

補足

JCF学生映画祭実行委員会(以下、本実行委員会)は、JCF学生映画祭(以下、本映画祭)を実施するにあ
たり、応募作品の著作権について疑義が生じないよう、応募約款を定めます。応募の際には、必ずお読
みの上、応募用紙に署名捺印をお願いします。 尚、署名捺印の無い場合、作品は審査対象外となりま
す。 応募約款はこちら

出典：http://www.jcf.jpn.com/16th/

コンテストの趣旨がより明確に伝わるよう、公式サイトの画像を一部引用させていただくケースがございま
す。掲載をご希望でない場合は、お問い合わせフォームよりお申し付けください。

新着公募情報

〆切 ジャンル タイトル

埋め込む Twitterで表示

@kouboguideさんのツイー
ト

12時間

 公募ガイド編集部 さん
がリツイートしました

「第１回令和小説大賞」取った作
品、２週間で書き上げたらしく、
すごいなあ（公募ガイド読んで
る）。
  

 

 公募ガイド編集部 さん
がリツイートしました
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› 会員サービスのご案内

会員向けメルマガで公募情報をお届け中！

新着コンテスト情報やオススメ公募などをお送りします。

FOLLOW:    

公募を探す  月刊公募ガイド  読みもの  公募スクール  ほんかく出版

> ネーミング・標語  > 川柳・短歌・俳句  > 文芸  > アート  > 写真・動画  > 音楽・芸能  > ノンセクション

> プレゼント  > 会員サービス紹介  > メールマガジン

> 公募を主催される方へ  > お問い合わせ

Copyright©公募ガイド社.All rights reserved.公募ガイド社Webサイト  サイトのご利用にあたって  特定商取引法に基づく表記  個人情報保護方針  サイトマップ

> 公募情報を探す一覧へ

20.06.15 写真・動画 Identity V 2周年記念全世界祝福動画募集キャンペーン

20.09.12 アート 一枚の絵と文章でつづる『とっておきのワンシーン』募集

20.06.14 写真・動画 #マナーウェア使ってみたキャンペーン

20.06.14 アート SHEちゃんキャラクターコンペ

20.06.15 プレゼント 静岡県　今月のプレゼント
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20.07.31 アート トラックパーツ(バンパー)のデザイン募集

20.06.15 文芸 Company Musical Concert ミュージカル脚本募集

20.09.03 文芸 「木のあるくらし」作文コンクール

20.08.02 ノンセクション #新生活様式ゆるアイデア コンテスト
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