


The Food Film Festival Tokyo Award 応募規約 

 

第一条 目的 

1. The Food Film Festival Tokyo （以下「本フェスティバル）といいます」を主催・運営

するフードフィルム・フェスティバル・トーキョー運営事務局（以下「当事務局」と

いいます）は、2015 年に国連サミットで採択された SDGｓ（Sustainable 

Development Goals＝持 続可能な開発目標）で設定された地球規模の課題を解決する 

17 のゴールをテーマに、一人でも多くの人が食の社会問題に対して気付きを得るた

めと、映像作家・生産者・シェフの活動を発表し世の中への周知を支援するために創

設した映像コンテスト「The Food Film Festival Tokyo Award」（以下「当アワード」と

いいます）を実施します。当アワードの実施にあたり、以下の通り作品応募規約（以

下「本規約」といいます）を定めます。 

2. 第六条に定める方法又は当事務局が別途承認した方法により、当アワードに映像作品

（以下「応募作品」といいます）を応募した者（以下「応募者」といいます）は、当

該応募をもって本規約に同意したものとみなし、応募者は本規約を遵守するものとし

ます。 

 

第二条 募集作品の内容 

次の内容を満たした映像作品を応募作品として広く募集します。 

当アワードタイトル：「The Food Film Festival Tokyo Award」 

募集テーマ：「未来につなげたい魚の食文化」 

題：「魚」 

 

第三条 応募の条件 

応募対象 

次の条件を満たした映像作品のみを応募の対象とします。次のいずれかの条件を満た

さない映像作品の応募については、当事務局の判断により、失格とし審査対象外の取

扱とさせて頂く場合がございます。 

1. 作品フォーマット 

動画データ（mp4 または mov形式） 

※詳細は第五条をご確認ください。 

応募者資格 

年齢・国籍・プロ・アマ・個人・グループは問いません。 

ただし、応募者は、日本国内在住の方に限ります。 



また、20歳未満の未成年の方が応募された場合、別途、当事務局より、親権者の同意

につき書面にて確認させて頂きますので、予めご了承ください。 

2. 作品の言語 

作品中の言語は日本語を使用してください。 

※日本語以外の言語を用いた場合は、日本語の字幕を必ず挿入してください。 

3. 作品ジャンル 

実写、CG・アニメ等、どのジャンルでも応募できます。 

4. 作品尺 

8分以内。 

ただし、8分を超えるものは応募がなかったものとみなし、審査対象外として扱いま

す。 

5. その他 

（１）応募者ご自身が制作され且つ応募者が著作権を有する作品に限ります。なお、 

    応募作品が応募者ご自身以外の方が制作されたことが判明した場合、当該作品

は失格とし審査対象外として扱います。 

（２）応募作品の制作年は問いません。 

（３）応募作品は、過去に何らかのコンペティション・コンテスト等に応募され、入

選・受賞等を受けた作品でも構いません。ただし、（i）当該応募作品の著作

権者が応募者自身であること、(ii)応募作品が受賞した場合、第七条①および

②に定めのある上映が可能であり且つ第八条に定める許諾を行うことができる

ことを条件とします。 

6. 審査対象外となる作品 

以下に掲げる作品が応募された場合、当該作品については失格とし審査対象外として

扱います。 

（１）公序良俗又は法令等に違反しまたは違反するおそれがあると当事務局が判断し  

た作品 

（２）当事務局または第三者の知的財産権を含む権利を侵害しまたは侵害するおそれ  

があると当事務局が判断した作品 

（３）当事務局または第三者を誹謗中傷しまたは名誉・信用を傷つけまたは傷つける  

おそれがあると当事務局が判断した作品 

（４）犯罪的・反社会的行為、犯罪的・反社会的行為に結び付くもしくは助長する作 

品またはそのおそれがあると当事務局が判断した作品 

（５）その他、当事務局が本アワードの応募作品として相応しくないと判断した作品 

 

第四条 応募期間 



2019年 11月 29 日（金）～ 2020年 1月 31日（金） 

※2020年 1月 31 日（金）18:00 申し込み分まで有効 

 

第五条 応募方法 

１．作品データについて 

作品の動画ファイル（※mp4または mov形式のデータ） 

※フレーム 1920×1080(30fps)を推奨します。 

※受賞作品は上映の為に、マスターデータのコピーのご提出につきまして個別にご相

談させて頂く可能性がございます。 

※タイムコードや SAMPLE表記の入ったデータは不可とします。万が一、タイムコー

ドや SAMPLE表記が入った作品が応募された場合、当該作品は失格とし審査対象外と

して扱います。 

２．応募方法（エントリー）について 

The Food Film Festival Tokyo 公式 HP 内、News 記事に記載の公募専用メールアドレス

に、氏名・年齢・ご職業（学生の方は学校名）・メールアドレス・作品タイトル・作

品概要を記載の上、メールにてご連絡ください。 追って当事務局担当よりご連絡差

し上げます。  

【公募専用メールアドレス】fff-tokyo-award@hue-hue.com 

３．事務局について 

〒108-0022 東京都港区海岸 3 丁目 5-1 海岸アネックススタジオ 株式会社ヒュー 

内  

フードフィルム・フェスティバル・トーキョー運営事務局公式 HP： URL: 

FFFtokyo.co.jp 

  E-mail：fff-tokyo-award@hue-hue.com 

４．その他 

応募作品を当事務局または事務局へ直接持ち込むことはご遠慮ください。事務局に応

募作品を持ち込まれても受付は致しません。 

 

 

 

第六条 審査 

当事務局の運営委員と、当事務局が招聘する審査員により構成される審査委員会で、応募

作品の審査を行います。審査に関する問い合わせは一切受け付けないものとします。ま

た、受賞を逃した作品につき、受賞しなかった理由等の開示もいたしませんので、予めご

了承ください。 
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第七条 賞 

当アワード審査委員会は、応募作品が下記の①～③のいずれかの賞に該当するものと判断

した場合には、当事務局が別途指定する方法により、当該作品（以下「受賞作品」といい

ます）の制作者に以下の賞等を授与します。ただし、審査の結果、各賞該当なしの場合も

ございますので、あらかじめご了承ください。なお、受賞作品の上映にあたり、当該作品

の表現の意図を損なわない範囲での修正作業をお願いすることもございますので、この点

も予めご承諾のうえ応募ください。 

 

①Best Food Film 賞：１作品 

 （１）The Food Film Festival Tokyo 2020 での上映（2020 年 4 月 18 日）  

     ※The Food Film Festival Tokyo 2020 への交通費は含まれません。 

（２）The Food Film Festival での上映（2020 年秋 アメリカ・ニューヨーク） 

※The Food Film Festival 2020 は開催予定ですが、諸般の事情により The Food 

Film Festival 2020 が開催されない場合、ニューヨークでの上映はありません。 

 （３）The Food Film Festival への参加 

（日本（東京もしくは大阪）・ニューヨーク往復航空券 1 名分） 

  

②Best Student's Film 賞（学生賞）：１作品 

・The Food Film Festival Tokyo 2020 での上映（2020 年 4 月 18 日） 

 ※The Food Film Festival Tokyo 2020 への交通費は含まれません。 

 

③審査員特別賞：３作品 

 

第八条 受賞作品の著作権および事務局当への許諾 

受賞作品の著作権は、原則として当該作品の制作者に留保されます。ただし、受賞者は、

当事務局および当事務局が指定した企業・団体・個人に対し、当アワード、本フェスティ

バルの告知を目的として、受賞作品（サムネイルを含む）の全部または一部を複製・録画

し、TV・新聞・インターネット等の媒体において放送・上映・公衆送信し、雑誌等の媒体

で頒布することを無償で許諾することに同意するものとします。 

 

第九条 権利処理 

1.  当アワードの応募作品内において第三者が著作権又は著作隣接権等の知的財産権（以

下「知的財産権等」といいます）を有する素材を利用する際には、適切な権利処理を

済ませた上で応募してください。また、撮影先（撮影した場所、被写体）には、当ア

ワードについての情報を開示した上で、許可を得てから撮影、応募してください。な

お、応募作品の応募がなされた時点で、応募作品の著作権者は応募者であり、また応



募作品を応募するために必要な権利処理がなされており且つ第三者のいかなる権利も

侵害していないことおよび第 8条に定める許諾を行うことができる権利を有している

ことを応募者が当事務局に対して表明し保証したものとみなします。 

2.  応募作品が第三者の知的財産権等を侵害することが判明した場合、当該作品について

は失格とし審査対象外として扱います。 

 

 

第十条 個人情報の取り扱い 

1. 応募者から提供していただく個人情報は、個人情報保護法ほか関連法令に則り、当事

務局において適切に管理します。 

2. 応募者から提供して頂く個人情報は、以下に掲げる利用目的で必要な範囲において使

用されます。 

（１）当アワードに関する通知 

（２）応募作品に関する応募者への問い合わせ 

（３）本フェスティバルおよび The Food Film Festival での上映に関する事項 

（４）当アワードに関するアンケートの送付 

（５）統計資料の作成 

3. 当事務局は、当アワードの審査員、株式会社アマナ、株式会社ヒューに対し、当アワ

ードの運営に必要な範囲で個人情報を提供します。 

4. 当事務局は、個人情報の管理を第三者に委託する場合、機密保持に関する条項を含む

契約を締結する等、個人情報を適切に管理させる義務を負わせるものとします。 

 

第十一条 免責 

1.  当事務局は、応募作品に関する第三者からなされる主張・請求・紛争等について何ら

責任を負いません。第三者から応募作品に関する主張等がなされた場合、当該応募者

の責任と負担において解決するものとし、当社は何ら責任を負いません。また、かか

る主張等によって当事務局が損害を被った場合、応募者は当該損害の一切を賠償する

ものとします。 

2.  応募者の行為により、他の応募者に何らかの損害が発生した場合、当該の責任と費用

において解決するものとし、当社は何ら責任を負いません。 

3.  応募者が本アワードに関連して損害を被ったとしても、その原因および理由の如何に

かかわらず、当事務局は何ら責任を負いません。 

4. 応募者における本規約違反等により当事務局が損害を被った場合、当該応募者は当事

務局の被った損害の一切を賠償するものとします。 

 

 



第十二条 準拠法・裁判管轄について 

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に関する一切の紛争は、東京地方裁判所または東京

簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第十三条 当アワード等の変更 

当アワードおよび本規約については、当事務局の判断により予告なく内容の変更又は中止

をする場合があることを応募者は予め承諾するものとします。 

 

 

2019年 11月 29 日制定  

フードフィルム・フェスティバル・トーキョー運営事務局 


