
沖縄国際映画祭／よしもとラフ &ピース

クリエイターズ・ファクトリー2019 
U-25 映像部門 エントリー･フォーム
CREATOR’S FACTORY 2019 U-25 Movie Competition ENTRY FORM11th Okinawa International Movie Festival

※は必須（※Required)

（1）本映画祭期間中、映画祭に　　　　　　　□ 参加できる　　□ 参加できない

（2）1次審査通過後、シノプシスのご提出　　 □ 可能　　　　　□ 不可能

（3）受賞後のワークショップに　　　　　　　□ 参加できる　　□ 参加できない  

いずれかにチェック※
Check the box

作品名 ( 原題 )※
Original Title
英語題名※
English Title
日本語題名
Japanese Title (if any)
製作国※
Nationality of the Film
製作年月日※
Date of Completion
使用言語※
Original Language(s)
字幕の有無※
Subtitled □ あり  Yes　　□ なし  No　　/    言語　Launguage（　　　　　　　　　　）

上映時間　分※
Running Time　 min.

□BD　　　　  □DVD

□ 16：9　　　□ 4：3

上映素材※
Format
フレーム・サイズ※
Aspect Ratio

□ Mono　　　□Stereoサウンド※
Sound
備考
Remarks

上映フォーマット　Screening Format

（1/3）

作品解説　Summary of the film in Japanese or English

公式サイトURL
Official Web Site URL

初公開年月日・場所※
Date and place of first public screening

上映歴／映画祭出品歴※
Showing History / Film Festival Exhibition History

受賞歴
Prizes or Distinctions
作品概要※
Brief Synopsis

- 第 11 回 沖縄国際映画祭 -
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■クレジット Credits

※オリジナル言語 (a) と英語 (b) を併記して下さい。英語表記での姓は大文字で書いて下さい。
　 Please fill in both (a) in original language and (b) in English. In English please write surnames in capital letters.

※は必須（※Required)
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キャスト 1※
Principal Cast1
キャスト 2
Principal Cast2
キャスト 3 
Principal Cast3

脚本※
Screenplay (a) (b)

撮影※
Cinematography / Date of Birth
美術※
Production Designer/ Date of Birth
録音※
Sound / Date of Birth
編集※
Editing / Date of Birth
音楽※
Music

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

監督※
Director (a)

年　　　　月　　　　日

(b)

歳 ※本映画祭応募時 2019 年　　月　　日

国籍※
Nationality

監督略歴※
Director’s Bio-filmography

作品歴※
Biography

監督生年月日 / 年齢※
Date of Director’s Birth / Age

性別
SEX

□男  Male
□女  Female

住所※
Address TEL FAX

E-mail @

製作※
Producer(s) (a) (b)

国籍※
Nationality

性別
SEX

□男  Male
□女  Female

住所※
Address TEL FAX

E-mail @
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主要スタッフの平均年齢 　　　　　　　　　歳 ※本映画祭応募時 2019 年　　　　月　　　　日

その他、
作品に関わった
主要なクリエイター

Other Main Creators

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

(a) (b)

※は必須（※Required)

公開しない項目
All information except

応募者名、およびその資格※
Name and Title of the Entrant
年月日※
Date
会社名
Company
署名※
Signature
電話番号※
Telephone Number

制作者は応募用紙に記載された全ての事項をインターネット上で公開することを同意しますか？
もし同意されない場合は公開しない項目を記入してください。
Does the producer consent to the release of all the information entered on this form on the Internet?

私は沖縄国際映画祭の規約を全て承認し、遵守します。
I understand that the entry of a film in Okinawa International Movie Festival  implies full acceptance of 
the attached regulations.

応募者は本応募用紙に以下の資料を添付して下記へ送付すること
This entry form should be submitted along with the following information.

◆作品解説・作品概要　Summary of the film in Japanese or English

※応募用紙の送付および、お問い合せ先

Entries should be sent to

〒160-0022  東京都新宿区新宿 5-18-21  　沖縄国際映画祭事務局「クリエイターズ・ファクトリー」応募係

Okinawa International Movie Festival  Executive Committee
5-18-21 Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0022  JAPAN

映画祭事務局・受付日時 －Festival Office Use Only－
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製作会社※
Production Company

住所※
Address

TEL FAX

URL

□ Yes　　□ No

受付日： 受付担当者名：


