
HIMEJI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL 2008

ひめじ国際短編映画祭

イーグレひめじ あいめっせホール

入場無料

HIMEJI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL 2008

ひめじ国際短編映画祭作品応募用紙

■作品名

フリガナ

フリガナ

■あらすじ

■作品ジャンル       □アニメーション　　□フィクション　□ドキュメンタリー　　□その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■使用音楽　　   　　   □オリジナル　　　　□他者の音楽 （著作権） 使用　＊ミュージックキューシート必須

■使用撮影機材　　　　カメラ等機材名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メーカー

■使用編集機材　　　　ソフト等機材名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メーカー

■制作年月　　      　　　　　　　　　   　　　年　　　　　　　　　　　月

■作品時間　　      　　　　　   　　　　　　　分　　　　　　　　　　　秒

公募作品募集

2008

8/2 ・ 3
SAT　　 　SUN

世界遺産のまち

主催 ： Ecrans de Harima （ひめじ国際短編映画祭実行委員会） 協賛 ： 姫路お城まつり奉賛会 2008
世界遺産のまち

ボランティアスタッフ募集

Ecrans de Harima

■応募資格
国内外の個人またはグループ。 ３０分以内 （エンドクレジット

を含む総尺） のオリジナル映像作品。

■応募方法　　

応募用紙に必要事項を記入のうえ、 作品 ・ スチル 2 枚と

ともに下記の送付先まで郵送してください。

■応募締切　　

２００８年６月３０日 （月） 当日消印有効

■選考方法　　

当運営事務局及び関係者からなる審査委員会により鑑賞作

品を選考します。

■選考結果　　

選考結果は全応募者に７月中旬頃にメールにて通知します。

■応募先 ・ お問い合わせ

〒670-0012　兵庫県姫路市本町６８番地 大手前第１ビル４F　納屋工房内 Ecrans de Harima 事務局

電話 ０７９-２６３-７８７８　　FAX ０７９-２６３-７８７２　　E-mail ecransdeharima@yahoo.co.jp

２００８年８月２日 （土） ・ ３日 （日） の２日間にイーグレひめじにて開催される、 ひめじ国際短編映画祭において事前準備、

当日スタッフ、 事務作業、 広報活動等様々な分野で活躍いただけるボランティアスタッフを募集しています。 それぞれの

得意分野を生かした活動をお願いします。 スタッフ全員で映画祭を盛り上げていきましょう♪

興味のある方は、 お名前 ・ 住所 ・ 電話番号 ・ メールアドレス ・ 希望分野を書いて

下記のあて先までメールしてください。 追ってご連絡させていただきます。 （担当 ： 事務局　橘）

あて先 ：ecransdeharima@yahoo.co.jp　　　　　　　　メルアド QR コード→

■注意事項　　

応募に際しては以下の注意事項よくお読みください。
・ 応募の際のメディアは DVD （NTSC） もしくはminiDV に限ります。

・ 出品料は無料、 1団体につき 3作品まで応募できます。

・ １作品につき１枚の応募用紙が必要です。

・ 応募作品メディアは返却いたしません。

・ 上映が決まった際に改めて上映素材の提出をお願いすることがあります。

・ 作品応募は作品権利者または権利者から委託を受けた者のみ可能です。

・ 作品は応募者本人に著作権が帰属していることが原則です。 使用されている音

楽や映像などの著作権や肖像権など、 製作者以外に権利があるものは必ず事前に

許可を得てから応募してください。

・ 応募作品の権利は製作者にあります。 ただし全ての応募作品は本映画祭の審査

のための上映および一般上映を無償で行います。

・作品の内容が以下に該当すると主催者が判断した場合、審査の対象外となります。

　１． 公序良俗に反する内容が含まれる作品

　２． 第三者の著作権、 肖像権その他の権利を侵害する内容が含まれる作品

　３． 第三者を誹謗中傷、 または不利益を与える可能性のある内容が含まれる作品

・不測の事故による損傷・紛失等については主催者は一切責任を負いません。 また、

第三者からの権利侵害 ・ 損害賠償がなされた時においても主催者は一切の責任を

負いません。 応募者本人の責任と負担で対処してください。

・応募にあたり提供いただいた個人情報は、 応募作品の問い合わせ、 選考結果通知、

映画祭や関連イベントの案内送付に利用し、 それ以外の目的に無断で使用するこ

とはありません。

■団体 ・ 監督名

フリガナ

■住所 　　　　　　　　    〒

■連絡先　      　　　　　電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX          　　　                      携帯

■プロフィール　　　　　　　職業 ・ 学校名 ・ 団体概要 ・ 活動概要 ・ 公募 ・ 上映会出品歴 ・　受賞歴等　（別添可）　　　

■出品者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（ 男 ･ 女 ）　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　月　　　　　日生 （　　　　　歳）

■メールアドレス



HIMEJI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL 2008

ひめじ国際短編映画祭

イーグレひめじ あいめっせホール

入場無料

HIMEJI INTERNATIONAL SHORT FILM FESTIVAL 2008

ひめじ国際短編映画祭作品応募用紙

■作品名

フリガナ

フリガナ

■あらすじ

■作品ジャンル       □アニメーション　　□フィクション　□ドキュメンタリー　　□その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

■使用音楽　　   　　   □オリジナル　　　　□他者の音楽 （著作権） 使用　＊ミュージックキューシート必須

■使用撮影機材　　　　カメラ等機材名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メーカー

■使用編集機材　　　　ソフト等機材名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メーカー

■制作年月　　      　　　　　　　　　   　　　年　　　　　　　　　　　月

■作品時間　　      　　　　　   　　　　　　　分　　　　　　　　　　　秒

公募作品募集

2008

8/2 ・ 3
SAT　　 　SUN

世界遺産のまち

主催 ： Ecrans de Harima （ひめじ国際短編映画祭実行委員会） 協賛 ： 姫路お城まつり奉賛会 2008
世界遺産のまち

ボランティアスタッフ募集

Ecrans de Harima

■応募資格
国内外の個人またはグループ。 ３０分以内 （エンドクレジット

を含む総尺） のオリジナル映像作品。

■応募方法　　

応募用紙に必要事項を記入のうえ、 作品 ・ スチル 2 枚と

ともに下記の送付先まで郵送してください。

■応募締切　　

２００８年６月３０日 （月） 当日消印有効

■選考方法　　

当運営事務局及び関係者からなる審査委員会により鑑賞作

品を選考します。

■選考結果　　

選考結果は全応募者に７月中旬頃にメールにて通知します。

■応募先 ・ お問い合わせ

〒670-0012　兵庫県姫路市本町６８番地 大手前第１ビル４F　納屋工房内 Ecrans de Harima 事務局

電話 ０７９-２６３-７８７８　　FAX ０７９-２６３-７８７２　　E-mail ecransdeharima@yahoo.co.jp

２００８年８月２日 （土） ・ ３日 （日） の２日間にイーグレひめじにて開催される、 ひめじ国際短編映画祭において事前準備、

当日スタッフ、 事務作業、 広報活動等様々な分野で活躍いただけるボランティアスタッフを募集しています。 それぞれの

得意分野を生かした活動をお願いします。 スタッフ全員で映画祭を盛り上げていきましょう♪

興味のある方は、 お名前 ・ 住所 ・ 電話番号 ・ メールアドレス ・ 希望分野を書いて

下記のあて先までメールしてください。 追ってご連絡させていただきます。 （担当 ： 事務局　橘）

あて先 ：ecransdeharima@yahoo.co.jp　　　　　　　　メルアド QR コード→

■注意事項　　

応募に際しては以下の注意事項よくお読みください。
・ 応募の際のメディアは DVD （NTSC） もしくはminiDV に限ります。

・ 出品料は無料、 1団体につき 3作品まで応募できます。

・ １作品につき１枚の応募用紙が必要です。

・ 応募作品メディアは返却いたしません。

・ 上映が決まった際に改めて上映素材の提出をお願いすることがあります。

・ 作品応募は作品権利者または権利者から委託を受けた者のみ可能です。

・ 作品は応募者本人に著作権が帰属していることが原則です。 使用されている音

楽や映像などの著作権や肖像権など、 製作者以外に権利があるものは必ず事前に

許可を得てから応募してください。

・ 応募作品の権利は製作者にあります。 ただし全ての応募作品は本映画祭の審査

のための上映および一般上映を無償で行います。

・作品の内容が以下に該当すると主催者が判断した場合、審査の対象外となります。

　１． 公序良俗に反する内容が含まれる作品

　２． 第三者の著作権、 肖像権その他の権利を侵害する内容が含まれる作品

　３． 第三者を誹謗中傷、 または不利益を与える可能性のある内容が含まれる作品

・不測の事故による損傷・紛失等については主催者は一切責任を負いません。 また、

第三者からの権利侵害 ・ 損害賠償がなされた時においても主催者は一切の責任を

負いません。 応募者本人の責任と負担で対処してください。

・応募にあたり提供いただいた個人情報は、 応募作品の問い合わせ、 選考結果通知、

映画祭や関連イベントの案内送付に利用し、 それ以外の目的に無断で使用するこ

とはありません。

■団体 ・ 監督名

フリガナ

■住所 　　　　　　　　    〒

■連絡先　      　　　　　電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX          　　　                      携帯

■プロフィール


	2008募集再_1.pdf
	2008募集再_2.pdf

