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『那須アワード 2022』自由部門作品募集について 

 

NPO 法人那須フィルム・コミッションは、栃木県那須地域を「フィムルのまち那須」 として映画・映

像を通した町づくり活動を行っています。活動開始は 2002 年。 

映画 やテレビドラマ、CM、ミュージックビデオ等多くの撮影を支援し、今年 20 年を迎えました。 

2006 年には、ショートフィルムの祭典、那須国際短編映画祭「那須ショートフィルムフェスティバ

ル」を開始。 

同時に、那須独自の短編映画賞『那須アワード』 を創設し、若いクリエーターの映像作りや発表

を広く支援しています。 

今年も『那須アワード 2022』では、全国の若い映像作家の皆様に、作品を応募できるコンペティ

ションの場を提供します。  

すべての応募作品の中から選ばれたノミネート作品は、2022 年 11 月に開催予定の第 17 回那

須国際短編映画祭「那須ショートフィルムフェスティバル 2022」にて上映し、審査員による最終審

査を経てグランプリ(賞金 20 万円予定)をはじめとする各賞を授与します。  

那須に暮らす人も那須を訪れる人も、那須に集うすべての人が楽しめる短編映画祭 「那須ショ

ートフィルムフェスティバル 2022」で、皆様が心を込めて作った素晴らしい作品を上映できること

を願っています。  

これからの映像文化を担う若いクリエーターが、『那須アワード』をステップに世界に羽ばたくこと

を期待して・・・。  

『那須アワード 2022』は、皆様からの作品のご応募をお待ちしています。  

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 那須フィルム・コミッション  

理事長 五十嵐 順一  
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『那須アワード 2022』【自由部門】 

募集要項 

                                                                      

《応募作品について》 

1. 応募作品は、プロ・アマ問いません。 

2. 応募責任者は、原則として応募作品の監督または関係者とします。 

3. 作品の応募は監督ひとり 1 作品のみとします。 

4. ドラマ、コメディー、アニメーション、ドキュメンタリーなど、映像のジャンルは問いません。 

また、【自由部門】のテーマは特に限りません。 

※【観光部門は】別途募集要項があります。そちらをご覧下さい。 

5. 作品は、2020 年〜2022 年に製作されたショートフィルムとします。 

6. 作品の長さは、30 分以内とします。（スタートからエンドクレジット等までを含む総尺） 

7. オリジナル形式は問いませんが、応募メディアは DVD-Video、NTSC 形式に限ります。 

8. 他の映画祭に出品した作品、受賞した作品、インターネット上で公開した作品の応募も受け

付けます。ただし、その旨を応募用紙に記入して下さい。 

9. 既に営利的な上映、放映、販売、配信などがされている作品は除きます。 

10. 本アワード応募に際して、作品、出演者、サウンドなど、関係する著作権、肖像権について

は、応募者の責任において処理して下さい。権利関係の責任の一切は応募者が負うものと

します。 

11. 応募作品は、NPO 法人那須フィルム・コミッションが開催する映画祭で上映し、また他の「那

須アワード」等に係る上映会において上映される事があります。上映に関して発生する権利

等の手続きは応募者の責任において処理したうえで応募して下さい。 

12. 作品中で言語が日本語以外の場合は、日本語の字幕を入れて下さい。 

13. 出品料は無料ですが、応募に関する送料等は応募者が負担してください。 
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《応募方法》 

募集要項をよくお読みの上、応募用紙（2 ページ）と応募作品 DVD1 枚（審査再生用）を、2022 年

6 月 30 日（当日消印有効）までに、NPO 法人那須フィルム・コミッションまで送付して下さい。 

合わせて、「監督画像 1 枚」「作品画像（横位置）1 枚」「作品のあらすじ（100 字以内）」をメールに

てお送りください。作品の直接持ち込みは受け付けておりません。 

 

1. 応募用紙（2 ページ）〈郵送〉 

所定の応募用紙（コピー可）に、必要事項を明記し、必ず応募責任者の署名捺印をお願いし

ます。 

募集要項と応募用紙は、那須ショートフィルムフェスティバルのホームページよりダウンロー

ドできます。http://filmfest.nasu-fc.com 

 

2. 応募作品（審査再生用）〈郵送〉 

1)オリジナルフォーマットに限らず、必ず DVD-Video、NTSC 形式でご応募下さい。 

 審査の際には家庭用 DVD プレイヤーまたはパソコン等で再生します。 

  

2) 作品の始まりと終わりがわかるように、応募作品の本編の前後に黒み 5 秒を入れて下さ

い。どうしても入れられない場合はそのままで結構です。 

 例：［黒 5 秒］—［本編］—［黒 5 秒］ 

 

3)応募して頂いた DVD-Video と応募用紙は、受賞の有無に限らず返却いたしません。 

 

3. 画像〈メール〉 

「監督画像（1 枚）」と、「応募作品画（像横位置のもの 1 枚）」、「作品あらすじ（100 字以内）」

をメールにてお送りください 

送り先／contact@nasu-fc.com 

件名／那須アワード 2022 画像送付「作品名◯◯◯」 

 

《送付先》  ※締切り 2022 年 6 月 30 日（当日消印有効） 

〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙 861-41 繭の里 2109 

NPO 法人 那須フィルム・コミッション「那須アワード 2022 自由部門」係 

※送付の種類によってはこちらの状況によりタイミングが合わず受け取りが遅くなる場合があります。承

知おきの上お送りください。 
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《作品選考について》 

応募締切後、NPO 法人那須フィルム・コミッションによる書類選考と一次審査、審査員による最終

審査を経て、2022 年 11 月に開催予定の第 17 回那須国際短編映画祭「那須ショートフィルムフェ

スティバル 2022」にて上映、結果発表、授賞式を行います。 

 

［審査の流れ］ 

1. 書類選考、一次審査にてノミネート作品を選考。 

2. 一次審査を通過した応募作品をノミネート作品とし、NPO法人那須フィルム・コミッションが招

く審査員により審査を行います。 

3. 授賞式前日に審査員全員による審査会を行い、最終審査とします。 

4. 審査の結果、「那須アワード 2022」グランプリ 1 作品を選びます。 

5. 審査の結果、部門毎の各賞を設けない場合があります。 

6. 審査の過程で各賞を設け、授賞を行う場合があります。 

7. 審査経過、審査内容については、いかなる理由があってもお知らせ致しません。 

 

 

《授賞》 

1. グランプリに選ばれた作品には、賞状と副賞として賞金 20 万円(予定)を授与します。 

2. その他の賞に選ばれた作品には、賞状と副賞を授与します。 

3. 授賞式には監督本人または関係者のご参加をお願いしております。 

 

 

《一次審査の通知と作品の上映について》 

一次審査を通過したノミネート作品については、応募者へ郵送またはメールにて結果をお知らせ

します。（2022 年 7 月〜8 月頃を予定しています） 

それ以外の応募作品についてはお知らせしない場合がありますのでご了承下さい。 

ノミネート作品の応募者全員の方と連絡が取れてから、ノミネート全作品の発表となります。 

ノミネート作品の応募者は、映画祭パンフレット製作のための作品情報等を速やかに提出してい

ただく必要があります。締め切り日にご注意ください。 
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《注意》※必ずご確認下さい 

1. 作品運搬中の破損、紛失等のトラブルに関しては、主催者は一切の責任を持ちません。 

また、作品に関しての第三者からの権利侵害、損害賠償などの主張がなされたときは、主

催者は一切の責任を持ちません。 

 

2. 作品内に著作権等の使用許可が発生する場合は、応募者の責任において必ず許可を得

て下さい。ただし、応募の段階で許可済みでない場合、2022 年 9 月末までに許可を得られ

るものであれば可とします。 

 

3. ノミネートされた作品については、主催者によって行われる「那須ショートフィルムフェスティ

バル」や、「那須アワード」に係る上映、広報、宣伝等にその全部あるいは一部を無償で使

用・複製できるものとします。 

 

4. ミネートされた作品については、主催者の公式ホームページ上で公開、また、「那須アワー

ド作品集」への収録とそれに係る上映を行う場合があります。これについて承諾される場合

は、応募用紙のチェック項目にチェックを入れて下さい。以後、都度の公開・上映許可の申

請はしませんので、ご了承下さい。 

 

5. この応募要項に明記されていない事項について、主催者の判断により決定される事があり

ます。その決定を了解できない場合、決定がなされてから 7 日以内に応募者は応募を撤

回する事ができます。 

 

6. 応募締切り後の主催者からの連絡は、主に E-mail を使用しての連絡となります。 

確実に連絡がとれる E-mail アドレスを応募用紙にわかりやすく記入して下さい。 

また、応募責任者の氏名、住所、電話番号、E-mail アドレスなど連絡先に変更が生じた場

合は、速やかに主催者までご連絡下さい。 

ご連絡がない場合や連絡がとれない場合は、応募受付またはノミネートを取り消す場合が

あります。 

応募者以外に連絡先がある場合は、その旨を応募用紙に明記して下さい。 

 

7. 応募先 Email アドレスですが、不具合のため途中変更になる場合があります。 

  その際は映画祭公式 Twitter(＠nasufilmfest)や公式 HP にてお知らせいたします。 
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8. ノミネートされた作品については、上映用に作品データを再提出して頂きます。 

【推奨】 

QuickTimeデータ 

サイズ：1080×1920（フルHD） 

※この他のサイズの場合は、サイズを明記して下さい。 

※可能な場合は作品の始まりと終わりがわかるように前後に5秒の黒みを入れて下さい。 

データをHDD・USB・DVD・ブルーレイ等に入れて郵送される事を推奨します。 

難しい場合はデータ転送サービスなどを利用してください。 

 

    DVD・ブルーレイでの提出の際は再生用にはしないでください。DVD・ブルーレイは返却しま 

    せん。 

   HDD・USB は後日返却しますが、返却には 1 ヶ月以上先になります事をご承知おきください 

 

9. ノミネートされた作品について、オリジナルフォーマットがSDの方は、応募頂いたDVDよりコ

ピーをとる形で作業いたします。その際は上映時に画像の劣化がある事をご了承下さい。 

 

10. 応募者に社会規範を逸脱する行為があった場合は、ノミネートを取り消す場合があります。 

 

11. 応募に際して入手した個人情報は、那須アワードおよび那須ショートフィルムフェスティバ

ルに係る事項以外に使用いたしません。 

 

12. 電話(携帯)へお問い合わせの際は留守番電話になる場合、できましたら那須アワードの問

い合わせとわかるように伝言をお願いします。後ほど折り返しご連絡いたします。 

 

那須アワード 2022 

主催／特定非営利活動法人 那須フィルム・コミッション 

    〒325-0303 栃木県那須郡那須町高久乙 861-41 繭の里 2109 

お問い合わせ／電話 0287-74-3767 FAX 0287-74-3110 携帯 090-3239-1553 

             

            E-mail／contact@nasu-fc.com 

担当／真山 （さなやま） 

映画祭公式 HP  http://filmfest.nasu-fc.com 

映画祭公式 Twitter  ＠nasufilmfest 

 

※	那須アワード 2022【観光部門】（栃木県内の観光地を題材にしたショートフィルム企画募集）

の募集については、別途募集要項をご覧下さい。 


