
 

 

「沖縄デジタル映像祭２０１０」作品募集要項 

 
 

応募資格  沖縄県内で作品を制作されている方 (個人・グループ等は問いません) 

募集作品  コンピュータを使用して加工･編集されたＣＧアニメーションまたはＣＧ実

写合成作品（他のコンテストに応募した作品も応募可能。ただし、受賞した作

品は除く。） 

部 門 別   以下の部門を選択してご応募ください。 

  以下の部門ごとに、コンピュータを使用して加工･編集されたＣＧアニメー

ション又は、ＣＧ実写合成作品を募集する。 

 

部門名 作品時間 テーマ  

超短編 ６０秒以内 自由 
アニメ､ミュージッククリッ

プ､アートなど（実写しただ

けのデジタルムービーは対

象外） 
短編 

１分以上 

５分以内 
自由 

ＣＭ 
１５秒 or 

３０秒 

以下から選択 

ア 沖縄の特産物 

イ 沖縄観光 

ウ 地上デジタル放送の普及 

模擬ＣＭ 

※企業 CM は追加募集が有り

次第、随時 HPを更新します。 

応募方法  別紙の応募用紙に必要事項を記入の上､ DVD-Rに保存した作品（特殊な圧縮

形式を使用していないファイル形式（avi、wmv、mpg、flv、swf））を同封し、

応募期間中に事務局あて提出ください。 

なお、ファイル名は、「部門名 制作者名 作品名」としてください。 

欠格事項  以下の場合は審査対象と致しません。審査終了後又は受賞後であっても受賞

を取り消す場合があります。 

・他人の著作権を侵害している場合。 

       ・法令その他公序良俗に反する等事務局が不適切と判断した場合。 

       ・応募用紙に不実記載があった場合。 

 

注意事項   ・作品に他人の著作物及び商標(映像､写真､音楽等)を使用する場合は、制作者

側で著作物使用の許可を事前に取得してください。（著作権管理団体の規定

をご確認ください。また、著作権フリー素材の活用も検討してください。） 

 ・既存のマンガ、アニメーションなどの登場人物（キャラクター）、自分に著

作権のない写真等を用いないこと。 

 ・応募作品にかかる一切の権利は応募者に帰属します。ただし、主催者が「沖

縄デジタル映像祭」の広報等に用いる場合に限り応募作品を応募者の許可な

く利用できるものとします。 

※応募作品がもとで著作権やプライバシー侵害等の問題が生じた場合、主催者

は上映の段階で生じた一切の責任は負いません。 

 

募集締切    平成２２年１０月１日（金）（必着） 

 

 



 

表  彰    最優秀賞 … １作品（部門共通） 

        優秀賞  … ３作品（部門ごと１作品） 

        特別賞  … １作品程度（部門共通） 

        Ｕ－１８賞… ３作品程度（中学校及び高等学校（高等専門学校、専修学校 

又は特別支援学校の相当学年を含む。）在学者

のみで制作した作品を対象に部門ごと１作品） 

審査基準  主に創造性（アイデア）、技術性（テクニック）、表現力（ストーリー）を審

査します。 

審 査 員  放送制作者､学識経験者､有識者等 

結果発表等  授賞式で受賞作品を発表します。（平成２２年１２月予定） 

  また、ＣＭ部門の応募作品については、応募者と協議の上、ＣＭとして使用 

することがあります。この場合の報酬及び放送基準に合致させるため必要な改

作等については、応募者との協議によります。 

 

そ の 他    追加事項等（企業 CMの追加応募、他）が入り次第ホームページ内容を随時更

新しますのでご参照下さい。  

HP: http://www.soumu.go.jp/soutsu/okinawa/hodo/2010/10_05_26-02.html 

 

 

問合せ先  沖縄デジタル映像祭事務局 

  総務省沖縄総合通信事務所 情報通信課 〒900-8795 那覇市東町 26-29-4F 

  TEL：098-865-2304 E-mail: okinawa-sinko@soumu.go.jp 

 
 



 

ＣＭ部門 

 
以下のテーマから選択し、応募ください。 

① 沖縄の特産物 

② 沖縄観光 

③ 地上デジタル放送の普及 

 

※協力団体の CMについては、以下を参考にしてください。 

 

 

件名 

 

沖縄ツーリスト株式会社の PR 

OTSレンタカーの PR 

内容指示書 

 

① 外国人が沖縄へ旅行したくなるような PR。 

うちなんちゅが県内・県外・海外のツアーに参加したくな

る CM。 

②観光の足にレンタカーが必要だと思わせる魅力的な PR。

外国語対応のカーナビもあるので国際的な PRもできれば。 

http://www.ranrantour.jp/ 

 

 

 

件名 「道の駅」許田 やんばる物産センターの PRコマーシャル 

内容指示書 

 

１． 特産品 PR 

沖縄県北部１２市町村の特産品を取り扱っているところを
アピール 

 

２． 農産物の PR 

農家直送の新鮮な野菜や果物を取り扱っているところをア
ピール 

 

３． 割引チケット PR 

各観光施設の割引チケットの取り扱っているところをアピ
ール 

 

上記３点を盛り込んで弊社の好感度アップをイメージした
ＣＭを作成希望 

 

http://www.ranrantour.jp/�


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品を制作するにあたって、情報が必要な場合は、事務局までお問い合わせください。 

 

 

件

名 

 沖縄国際アジア音楽祭 musix2011のコマーシャル 

内

容

指

示

書 

 

2011 年 3 月に開催される沖縄国際アジア音楽祭 musix2011 の開催を PR する CM

の制作をお願いします。 

【CMにぜひいれていただきたいもの】 

・ 開催期日 2011年 3月 18(金)～20(日)) 

・ 公式ロゴマーク 

・ ホームページアドレス： http://musix-okinawa.com/ 

【別添資料】 

・ 事業概要 

・ 公式ロゴマーク 

 

http://musix-okinawa.com/�


 

沖縄国際アジア音楽祭 musix2011 について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開催日程 

 ２０１１年３月１８日(金)～２０日(日) 

 

２ 開催目的 

(１)音楽産業の振興 ～いろいろな音楽を世界へ～ 

 「この音楽祭にくれば何か楽しいことがある」「新しいことが見つかる」。 

こんなふうに世界中から注目され、ビジネスにつながる音楽祭をここ沖縄で開催するこ

とを目指します。 

(２)アジア各国との文化交流 ～音楽で通じ合う～ 

古来から深いつながりのあるアジアの方々と、言葉の壁を越え、音楽で交流すること

を目指します。 

(３)音楽の島 沖縄 ～日本一早い夏の訪れを沖縄で～ 

現在、本県には年間約６００万人の観光客が訪れています。リゾート地・沖縄の新た

な一面として、「音楽の島 沖縄」の実現を目指します。日本一早い夏が訪れる沖縄での

音楽祭です。 

 

３ 主  催 

 沖縄国際アジア音楽祭実行委員会 

 会長：仲井眞弘多（沖縄県知事） 

 事務局：沖縄県文化環境部文化振興課 

    〒900-8570 那覇市泉崎１－２－２ 県庁４F 

    Tel:866-2005 Fax:866-2122 e-mail:info@musix-okinawa.com 

 

 

 

 

2011 年 3 月、国やジャンルを越え、多くのミュージシャンやミュージックファン

が集う音楽祭を沖縄で開催します。音楽の島・沖縄ならではの様々なライブステー

ジと、今後のアジアの音楽産業の発展に向けた“musix(ミュージックス)・カンファ

レンス”を開催します。 

 音楽（music）が交差（クロス＝×）する場所を目指して名付けた音楽祭“musix”。

いろいろな音楽や人々が交差し、そしてそこで生まれる音楽を通じた出会いや感動

を、新たなエネルギーとして沖縄から世界に発信します。 

【構成団体】 

沖縄県 那覇市 沖縄市 (財)沖縄県文化振興会 沖縄県商工会議所連合会 (社)沖縄県

経営者協会 沖縄県中小企業団体中央会 沖縄経済同友会 沖縄県商工会連合会 (社)沖

縄県工業連合会 (社)音楽制作者連盟 (財)沖縄観光コンベンションビューロー 沖縄県

ホテル旅館環境衛生同業組合 沖縄県旅行業協同組合 NHK 沖縄放送局 琉球放送(株) 沖

縄テレビ放送(株) 琉球朝日放送(株) (株)沖縄タイムス社 (株)琉球新報社 (株)ラジ

オ沖縄 (株)エフエム沖縄 （22 団体） 

906825
スタンプ



 

４ 内  容 

（１）オフィシャルステージ 

県都・那覇市のメインストリートである国際通りと、多彩な音楽と芸能が息づく街・沖

縄市を中心に、街中に音楽があふれます。ライブハウスやストリートなど、多くのステー

ジで国内外のミュージシャンによるライブが行われます。 

①屋内ライブステージ ： ３／２０（日） 

 

 

 

 

 

内容：ロック、ポップス、民謡、ジャズなどオールジャンルの音楽が楽しめるステージ 

 

②屋外ライブステージ ： ３／１８（金）～２０（日） 

 場所：県民広場 テンブス館前広場 牧志公園 等（那覇市会場）   

    ミュージックタウン音楽広場 等（沖縄市会場） 

  内容：プロ・アマ問わず、参加を希望するアーティストを公募するステージ 

 

③-ア 文化交流ステージ： ３／１８（金）～３／１９（土） 

   「ジャズコラボレーション アジアの中の沖縄」（仮称） 

   場所：那覇市ぶんかテンブス館テンブスホール（那覇市会場） 

      ミュージックタウン音市場（沖縄市会場） 

   内容：海外と県内アーティストとのジャズコラボレーションステージ。 

       

 

-イ 出前コンサート（ワークショップ）： ３月中 

   場所：学校等の施設や商店街等 

 内容：出演者による出前コンサートや、観客が直接楽器に触れることができるワー

クショップの開催。 

 

（２）musix（ミュージックス）・カンファレンス： ３／１８（金) 

音楽に関する多様な視点から、日本国内及びアジア地域の音楽産業全般についての基

調講演、パネルディスカッション、セッション等を開催。国内外の音楽関係者が集い、

ビジネスの新たな展開につながる場を目指す。 

  場所：那覇市国際通り周辺（調整中） 

   内容：音楽産業の振興を目指すビジネスセミナー、シンポジウム、交流会 

場所：那覇市ぶんかテンブス館テンブスホ-ル 桜坂セントラル ライブハウス島

唄 ライブハウスもーあしびチャクラ D-setCafe バンターハウス（那

覇市会場） 

    ミュージックタウン音市場（沖縄市会場） 






