アレルギー
監督:ヒョン・スルウ

FIDFF2016グランプリ
FIDFF
F2016
6グランプ

モラトリアム・カットアップ
FID
DFF2016
FIDFF2016準グランプリ
監督:柴野 太朗

©吉田 潤

福岡インディペン
福岡インディペンデント映画祭は、映像作品の上映を通じて国内・海外の映像制作者
作
作者
の交流と育成を目的として2009年より始まり、2018年で10周年目を迎えます。
コンペティションには毎回多数のご応募を頂いており、アジアに近い福岡を拠点に、
作り手の思いが込められた個性的で多様な映画を発信し、交流を後押しする、制作
者のサポーターとなるような映画祭を目指しています。是非あなたの映像作品も福岡

さよならファンタジー
監督:木場 明義

20分
20分部門最優秀作品

ワークさん
監督:小野篤史

40分部門最優秀作品

もっけのさいわい
監督：中泉裕矢

60
60分部門最優秀作品

バイバイ、おっぱい
監督：鋤崎智哉

90
90分部門最優秀作品

FIDFFは応募者
FIDFFは応
応
・
制作者が主体の
映画祭です
▼エントリー・詳細はＷＥＢで

で上映してみませんか。ご応募・詳細はホームページをご覧ください。

受賞
特典

海外
上映

韓国や台湾など海外映画祭へ
Ｆ
ＩＤＦＦより優秀作品を推薦いた
します。

福岡インディペンデント映画祭２０１８
主催：福岡インディペンデント映画祭実行委員会

国内
上映

優秀作品は「アジアフォーカス・福岡国際映画祭」の上映プロ
グラムへ推薦いたします。また継続的に国内上映の機会をつ
くると供に劇場への興行推薦も行ないます。

開催時期：
９月上旬 (予定)

後援：福岡市、福岡市教育委員会、アジアフォーカス・福岡国際映画祭

副
賞

グランプリ受
賞 作 品には
副賞も予定。

会場：福岡アジア美術館 (予定)

特別協力：福岡フィルムコミッション、釜山独立映画協会、台湾未来映像発展協会/未来電影日、北九州市民映

画祭、宮崎映画祭、福岡シネマフェスティバル、福岡アジア美術館、博多川端商店街、大博多輸入雑貨市、福岡女学院大学人文学部言語芸術学科文屋研究室、総合学園ヒューマンアカデミー福岡校、デジタルハリウッド福岡校、九州ビジュ
アルアーツ、ＮＰＯ法人 ドネルモ、ＮＰＯ法人 福岡ビルストック研究会、アトリエHプロジェクト、鉄ドン、ギャラリー＆ホール「日時計の丘」、株式会社ワーサル、株式会社レインボーカラー、NTT西日本、株式会社九州TSUTAYA、蔵丘洞
画廊、ブラックマジックデザイン株式会社、アンスティチュ・フランセ九州、キネコム、一般社団法人 九州学び舎、三宗株式会社、OIL MOUNT PRINTERS、Simple-Smile、株式会社ロサ映画社（※過去の実績より抜粋。現在申請中も含みます）

福岡インディペンデント映画祭(ＦＩＤＦＦ)２０１8応募規約
画面比率 16:9 の映像作品を募集致します。

第７条

○ ＤＶＤ：720×480 ピクセル

応募頂いた映像作品のイメージと概略は随時ＦＩＤＦＦホームページへ掲載さ

◯ ブルーレイ：1980×1080 ピクセル

審査の進行

ご応募頂いた作品は、上映場所と上映時間の都合上、1 次審査を経て上映の可否

れ、審査結果は６月上旬に発表します。

を決定しお知らせします。1 次審査を通過した作品の全ては、福岡インディペンデ

第８条

ント映画祭 2018 にて上映します。
１次審査を経て 2 次審査を行い、「福岡インディペンデント映画祭 2018 優秀作
品」ならびに、
「各部門グランプリ」
「各部門賞」
を決定します。優秀作品、各部門グラ
ンプリ、各賞を受賞された作品は映画祭期間以降も広く国内外へ発信致します。
※ご応募頂きました作品ディスク・書類等は返却致しません。

締切：２０１８年１月１０日(水)までに事務局に必着。
「５分部門」

※4 分 59 秒以内

/

上映料：３,０００円

「２０分部門」 ※5 分〜 19 分 59 秒以内

/

上映料：４,０００円

「４０分部門」 ※20 分〜 39 分 59 秒以内

/

上映料：７,０００円

「６０分部門」 ※40 分〜 59 分 59 秒以内

/

上映料：１０,０００円

「１００分部門」※60 分〜 99 分 59 秒以内

/

上映料：１５,０００円

※上映料のお支払は、郵便振替・銀行振込にてお願いします
第１条

応募条件

１．
自主制作作品を基本とし、
プロ・アマは問わない
２．発表・未発表・ジャンルは問わない
３．100 分以内の映像作品を対象とし、上映時間に従い各部門に分類される
４．審査用・上映用の作品データは市販のプレーヤーで再生可能状態の
「ＤＶＤ」
もしくは「ブルーレイ」に焼いて応募する
５．制作年は 2016 年１月１日以降に制作されたものに限る
６．個人・団体に限らず同一名義で２作品まで応募いただけます
第２条

本映画祭実行委員会コンペティション部会における・審査方法

本映画祭における作品の審査方法は、本映画祭実行委員会コンペティション部会に

参加申込

１．応募受付は映画祭ホームページ上のエントリーフォームよりお申込ください
２．映像作品は１作品ごとに以下の 2 点を用意し、
まとめて郵送する

おいて、本映画祭実行委員会委員による合議をもって各賞を決定し、表彰します。
第９条

表彰

● 本映画祭のコンペティションの目的と趣旨は「新たな人材の育成と交流」
です
● グランプリ - 全上映作品より１点選出
● 各部門最優秀作品賞 - 各上映時間ごとの部門より各１点選出
● ドキュメンタリー部門賞・アニメ部門賞・他 - 各ジャンルごとに各１点選出
● 優秀作品賞 - 全上映作品より優秀作品を複数選出
● 俳優賞 ・ 審査員特別賞他の各賞を選定
授賞作品は本映画祭期間以降も、字幕作成などのサポートと共に、国内外への発
信・推薦を継続的に行います。
第１０条

効力

本規約は日本語版がすべてに優先し、効力を発する。
第１１条

了承事項

福岡インディペンデント映画祭への応募者はすべて、本契約を了承したものとす
る。本契約に規定されない事項および何らかの疑義が生じた場合は、本映画祭実
行委員会が裁定する。
第１２条

効力

上映決定後の上映取り消しは認めらず本規約の合意を覆すことはできません。
第１３条

その他の注意事項

本映画祭情報は毎年変更されますので、必ず最新の本映画祭情報をご確認くださ
い。本映画祭の全ての広告広報物における情報（基本情報、応募条件、応募規約、
注意事項など）は予告なしに変更することがあります。本映画祭は天候その他の
やむを得ない理由により延期・中止する場合がございます。本映画祭にご応募

【１】上映用作品ディスク「ＤＶＤ」
もしくは「ブルーレイ」

頂きましたＤＶＤ-Ｒ(ＢＤ-Ｒ) は返却致しません。必ず複製されたデータにてご

【２】審査用作品ディスク「ＤＶＤ」

応募下さい。
ご応募された作品は本映画祭事務局にて継続して厳重に管理させて

※各ディスクに作品名・監督名・電話番号を油性マジックでご記入ください。

頂きます。

ご応募頂きましたＤＶＤ・ブルーレイは返却致しません。

作品応募から上映までの流れ

必ず複製されたデータにてご応募下さい。
第３条

募集期間

応募受付開始

2017 年 11 月 1 日
（水）〜 2018 年 1 月 10 日
（水）
までに事務局に必着。
第４条

作品上映にかかる審査

本映画祭は２回の審査を経て上映作品を決定します。

2017年11月1日（水）

応募規約をご確認頂き映画祭のホームページ
【http://ﬁdﬀ.com】
内のエントリーフォームよりお申込ください。

１次審査に通過しなかった作品で、応募作品多数につき映画祭期間中に上映困

上映料を郵便貯金の口座へご送金ください

難な場合のみ、応募を取り消し、お振替頂いたゆうちょ口座へ事務手数料2000円
を引いた金額を返金致します。

【ゆうちょ】

１次審査に通過した全作品は、いかなる理由であれ、ご応募の取り消しは認めら

【ゆうちょ銀行】店名：７４８

れません。２次審査を経て、最優秀作品賞、各部門グランプリ、その他各賞を授与

記号：１７４２０ 番号：８９４５７０７１
口座番号：８９４５７０７

福岡インディペンデント映画祭実行委員会

させていただきます。
第５条

音楽・映像作品に関する著作権

上映ディスク２枚をご用意頂き映画祭事務局住所へ郵送下さい

応募頂きました全ての映像作品の権利を当映画祭が侵害することはありません。

【１】上映用作品ディスク「ＤＶＤ」もしくは「ブルーレイ」

また、応募作品に既成の映像や音楽を使用する際や、原作 ( 小説・漫画など ) を

【２】審査用作品ディスク「ＤＶＤ」

使用している際は、必ず著作権者の承諾を得てから応募すること。予備選考通過

※各ディスクに作品名・監督名・電話番号を油性マジックでご記入ください。

後に著作権の未承諾が発覚した場合審査結果を無効とし、本映画祭実行委員会

応募締切

の判断において上映を取り消すことがあります。音楽著作権、映像著作権その他

2018年1月10日（水）までに必着

の権利処理を済ませた上で本映画祭へご応募ください。
未処理により生じた紛争について本映画祭は一切の責任を負いません。
第６条

2018年６月上旬

審査結果発表

広報

ご応募にあたり提供頂いた作品及び書類の内容は本映画祭の広報の一環として、

2018年9月上旬開催予定
第10回 福岡インディペンデント映画祭2018にて上映

日本・海外のメディアにおいて、予告編・本編の一部が放映されたり、媒体に掲載
たものとする。
また出品者は本映画祭実行委員会を通して、取材・撮影・作品の
提供を無償で協力することを了承したものとする。選出されなかった作品を、本映
画祭に関連するマーケットやイベント、またはライブラリーで作品の宣伝を目的に
上映する場合があります。

作品送付先

されることについて、複製できるものとし、本映画祭期間内外を問わず予め了承し

〒810-0044 福岡市中央区六本松１-１０-３６
福岡インディペンデント映画祭事務局宛
ＴＥＬ:０９２-７４１-４５０５ Ｅ-ＭＡＩＬ: info＠ﬁdﬀ.com

