
アニメーションビジネス海外展開支援事業 

 

２つのプログラムをご用意しています。 

それぞれご確認の上ご応募ください。 

 

１） 

応募時期：平成２９年２月１５日（水）～平成２９年３月３１日（金）１８時 

出展者数：3 組程度 

  

 

 

 

２）海外進出ステップアッププログラム 

エントリー時期：平成２９年４月から７月頃（予定）まで 

応募時期：平成２９年１２月から平成３０年１月頃（予定）まで 

 

 

併願について 

 

・「MIFA2017 出展支援プログラム」及び「海外進出ステップアッププログラム」は併願可能です。 

 

・「MIFA2017 出展支援プログラム」にて支援対象者に選定された場合、海外進出ステップアッププログ

ラムにおけるピッチコンテストでの紹介オリジナルアニメーション作品企画は、「MIFA2017 出展支援

プログラム」におけるメインオリジナルアニメーション作品企画とは異なるものである必要がござい

ます。 

←本紙はこちら

のプログラムに

ついての応募要

項です 

応募には、東京都が平成２９年２月及び３月に実施する本事業の説明会への参加が

原則必須となります。 

説明会詳細・申込はこちら↓

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/news/2017/0126_9363.html 



MIFA2017出展支援プログラム 

募 集 要 項 

 

参 加 見 本 市 MIFA（Marché international du film d'animation）2017 

見 本 市 開 催 都 市 フランス オート＝サヴォワ県 アヌシー市 

見 本 市 開 催 期 間 平成 29 年（2017）6 月 13 日から 16 日まで（4 日間） 

都 出 展 者 数 3 組程度 

 

平成２９年２月１５日（水）～平成２９年３月３１日（金）１８時【必着】 

 

東 京 都 

産業労働局 商工部 経営支援課 

 

 

 

 

 

※ 本事業は、平成２９年度歳入・歳出予算が平成２９年３月３１日までに都議会で可決され

た場合に実施します。

【問い合わせ先】 

東京都産業労働局商工部経営支援課  

（所在地）東京都新宿区西新宿 2－8－1 

東京都庁第一本庁舎 30 階北側  

（電話）  03-5320-4659   （ＦＡＸ）  03-5388-1465 



 

 1 

 

東京都では、海外へのビジネス展開を志す都内のアニメーション制作業界の中小企業又は個人事業主

を対象に、海外市場におけるビジネスに必要な知識等を身に付ける各種サポートプログラムを実施する

とともに、海外見本市内において東京都ブースを設け、出展及びビジネスマッチングを支援します。 

つきましては、参加を希望する事業者を募集しますので、以下によりご応募ください。 

 

１ 目的 

海外へのビジネス展開を志す都内のアニメーション制作会社等を対象に、海外へのビジネス展開にお

いて重要となる海外市場のニーズや商習慣等に関するサポートプログラムを実施するとともに、海外ア

ニメーション見本市への出展支援やプロデューサー等来場者への PR 活動・ビジネスマッチング等を実施

することにより、都内アニメーション産業の振興と海外展開の促進を図ります。 

 

２ 参加見本市の概要 

○ 名 称： Marché international du film d'animation（MIFA）2017 

※ アヌシー国際アニメーション映画祭に併催する世界最大規模のアニメーション見本市です。 

○ 開催期間： 平成 29 年 6 月 13 日～16 日 （4 日間） 

○ 開催場所：フランス オート＝サヴォワ県アヌシー 

○ 主 催：Cité de l'Image en Mouvement（CITIA）  

○ 公式サイト（英語） : http://www.annecy.org/mifa/presentation:en 

 

３ 応募資格 

東京都が平成２９年２月及び３月に実施する本事業の説明会へ参加した者で、申し込み時点に

おいて、次の（１）又は（２）に該当する者で、且つ（ア）から（エ）全てに該当する者。 

次の（１）又は（２）に該当する者 

 (１) 都内に登記がある中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業で、大企業が実質的に

経営に参加していない中小企業者。（支店登記含む） 

(２) 都内税務署へ開業届出をしている個人事業主。 

且つ（ア）から（エ）の全てに該当する者 

 (ア) 海外に向けたビジネス展開を志すもので、過去５年間における売上に占める海外売上の割合が一定程度未満のもの。 

(イ) 2015 年 1 月以降の作品・企画で、海外において未興行のオリジナルアニメーション作品・企画を有していること。

なお、本募集要項における「未興行作品」とは、商業目的としてテレビ・劇場等で既に放映、又は販売等されてい

ない作品をいう。商業目的でない、映画祭や卒業制作展への出品作品は「未興行作品」に含まれる。 

(ウ) 前述（イ）に該当するオリジナルアニメーション作品・企画を MIFA2017 出展時の主たる紹介作品・企画にできる
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（※）本募集要項における「大企業」とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規定する中小企業者以外の者で、事業を

営む者をいう。ただし、次に該当するものは除く。 

 中小企業投資育成㈱ 

 投資事業有限責任組合 

（※）本募集要項における「大企業が実質的に経営に参画」とは、次に掲げる事項に該当する場合をいう。 

 大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の 2 分の1 以上を所有又は出資していること。 

 大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の 3 分の2 以上を所有又は出資していること。 

 役員総数の2 分の1 以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。 

 その他大企業が実質的に経営を支配（例：（1）大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、（2）大企業及びそ

の子会社等が議決権について指示できる場合）する力を有していると考えられること。 

 

４ 応募方法 

（１）「出展申込書」に必要事項を記入のうえ、下記（６）に掲げる関係書類を添えて、下記の募集期

限まで持参によりお申し込みください。なお、事前に電話にて来庁日時等につきご相談ください。

（電話連絡先：０３－５２３０－４６５９） 

※ ご提出時に提出物を確認させていただき、面接日程等詳細についてご案内させていただきます。 

  

（２）「出展申込書」は、東京都産業労働局商工部ホームページからダウンロードできます。 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/news/2017/0126_9363.html 

 

（３）「出展申込書」は、必ず押印のうえ、原本を提出してください。 

なお、「出展申込書」その他関係書類は、あらかじめコピーを取り保管してください。 

 

（４）募集期間   平成２９年２月１５日（水） ～ 同年３月３１日（金）１８時【必着】 

 

（５）申込書類の提出先 ・ 問い合わせ先 

こと。 

(エ) 次の事由のいずれにも該当しないこと。 

①  過去 5 年の間に法令に違反した事実がある 

②  「東京都暴力団排除条例」に規定する暴力団関係者 

③  事業税等を滞納している 

④  MIFA2016 内東京都ブース出展者 

〒１６３－８００１ 東京都新宿区西新宿２－８－１ 

東京都 産業労働局 商工部 経営支援課 

ＴＥＬ：０３－５３２０－４６５９    ＦＡＸ：０３－５３８８－１４６５ 

http://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/chushou/news/2017/0126_9363.html
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（６）提出書類 （①～⑤全て必須）※提出書類は返却しませんので、あらかじめご了承ください。 

※ ⑤の映像を DVD に格納の上、DVD に企業名（個人の場合は氏名）を明記ください。同一内容のDVDを３枚

ご提出ください。 

※ Windows Media Player での再生が可能である形式にてお願いいたします。 

 

（７）メインオリジナル作品・企画について 

(ア) アニメーションであることを条件とし、セル、コンピューターグラフィックス、クレイ等制作

手法は問いません。 

(イ) 尺は問いません。 

(ウ) 映像のあるものに限ります。企画段階の場合は、プロモーション映像やティーザー等を含めた

PR 等映像のある企画が対象となります。当該映像はアニメーションであることを条件とし、尺

① 応募資格を確認できる書類（以下のいずれか１式）（必須） 

 都内に登記がある中小企業基本法（昭和３８年法律

第１５４号）第２条に規定する中小企業で、大企業が

実質的に経営に参加していない中小企業者の場合 

履歴事項全部証明書（登記簿謄本）（原本）（発

行後３ケ月以内のもの） 

及び 

直近の法人事業税・法人都民税の納税証明書

（原本）（都税事務所発行） 

都内税務署へ開業届出をしている個人事業主の場

合 

都内税務署へ届け出た開業届の写し 

及び 

直近の事業税の納税証明書（原本）（都税事務

所発行） 

※事業税が非課税の場合は、所得税及び住民

税の納税証明書（原本） 

② 誓約書 （１部）（必須） 様式１ 

③ 出展申込書 （３部）（必須） 様式２ 

【メインオリジナル作品・企画】 

MIFA2017 出展時に紹介する主な作品又は企画で、海外において未興行のオリジナル作品・企画１つ（以

下、当該作品を「メインオリジナル作品・企画」という）に係る以下の資料 

※2015 年 1 月以降に作成したオリジナルアニメーション作品又は企画に限る 

※メインオリジナル作品・企画の詳細条件は４（７）「メインオリジナル作品・企画について」を参照 

 ④ メインオリジナル作品・企画紹介シート（３部）（必須） 様式３ 

⑤ メインオリジナル作品・企画の映像（３部）（必須） DVD (NTSC）※ 
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は問いません。また、ストーリーの一部を見せるものである必要はなく、例えばメインキャラ

クターの特徴を映し出すような映像等でも結構です。音声・音楽も必須ではありません。（全く

映像のない企画をメインオリジナル作品・企画とすることはできません。） 

(エ) 2015 年 1 月以降の作品・企画に限ります。 

(オ) 申込者のオリジナルアニメーション作品・企画に限ります。 

(カ) ダイアログ付きの映像の場合は、英語若しくは英字幕付きの作品・企画に限ります。但し、申

し込み時点において英語若しくは英字幕付きでない場合でも、審査の結果出展者に選定された

後平成２９年４月２１日（金）までに英語若しくは英字幕付きに対応し東京都へ提出できる場

合は、メインオリジナル作品・企画に含めることができます。 

(キ) 申込者がメインオリジナル作品・企画の全て又は一部の権利を有しており、且つ、メインオリ

ジナル作品・企画のビジネス展開における決定権を有しているものに限ります。 

(ク) 作品に関連するすべての著作物が、第三者の権利を侵害していないものとしてください。 

(ケ) 既製の音楽等素材を使用する場合は、申込者の責任であらかじめ著作権を有する原作者・作曲

家等の使用許諾を得てください。 

(コ) 原作を使用する場合は、申込者の責任であらかじめ当該小説、漫画、ゲーム等に係る原作者等

権利者の使用許諾を得てください。 

(サ) 海外において未興行のオリジナルアニメーション作品・企画に限ります。 

(シ) MIFA2017 公式サイトにおける Video Library への登録、公式冊子への掲載、東京都事業 HP

での掲載、東京都ブースでの PR 資料掲載及びピッチイベントでの紹介等を行うことができる作

品・企画に限ります。 

 

（８）その他作品・企画について 

応募時に提出する作品・企画の他に MIFA2017 内東京都ブース出展時に紹介を希望する作品・

企画がある場合は、前(ア)、(イ)、 (ク) 、(ケ) 及び（コ）全てに該当する作品・企画に限り、

別途東京都の承認を得た上で紹介することが可能です。但し、作品・企画に係る各種権利が自己

に単独帰属しない場合で、帰属先（共有者等）からの必要な全ての許諾を欠くものは除きます。 

 

（９）その他 

既存作品の模倣（著しく似通ったものを含む）、既存のキャラクター等他人の知的財産権を侵害

する恐れがある内容が含まれているもの、実名等の個人情報及びプライバシーを侵害する恐れが

あるもの、公序良俗や法令の定めに反するものは審査の対象外とします。 

また、選定後であっても、前述（７）、（８）及び本（９）に規定する条件の一に違反していた
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ことが判明した場合、支援対象から除外となります。 

 

５ 審査 

（１）選定方法 

ご提出いただいた応募書類及び面接により、東京都産業労働局商工部内の選定審査会において

「メインオリジナル作品・企画の内容」、「今回の出展を契機として計画している事業展開の内容」、

「海外展開への意欲」や「活動履歴」等といった審査基準に基づいて審査を行い、選定させていた

だきます。 

 

（２）面接審査の概要 

メインオリジナル作品・企画等について直接説明（ピッチ等）いただく場として、応募者毎に

以下のとおり面接を実施させていただきます。応募にあたり面接審査への参加は必須となります。 

①  日程  平成２９年４月６日（木）又は７日（金） 予定 

※ 詳細日時については応募書類提出時にご案内いたします。 

②  集合場所 東京都庁第一本庁舎内会議室(新宿区西新宿二丁目８番１号) 

※ 詳細場所については応募書類提出時にご案内いたします。 

※ 指定された集合時刻の５分前には、指定の集合場所に待機してください。開始予定時刻に

遅刻した場合は、辞退とみなす場合があります。 

③  面接審査については、別紙１に従い実施してください。 

 

（３）結果の通知 

応募された方（辞退者除く）に対し、選定の結果を通知いたします。なお、審査内容に関する

質問は一切受け付けません。また、選定途中のお問い合わせには応じられませんのでご了承くだ

さい。 

 

６ 支援内容 

（１）審査の結果、出展者に選定された対象者に対し、以下の支援を実施します。 

(ア) グローバルビジネスマインド育成支援 

海外アニメーション市場の概況、商慣習、商談ノウハウ、ピッチ技法（後述の MIFA2017

内東京都ピッチイベント における英語でのピッチに向けたピッチアドバイザリーを含

む。）等、海外とのアニメーションビジネスを行う上で欠かせない知識・技法等のセミナー
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やレッスン等（以下、「ビジネスレッスン等」という。）を実施します。 

実施時期：平成 29 年 4 月下旬から 6 月上旬 

実施場所：東京都 23 区内の会場や Skype 等による参加等 

実施回数：計 4 回程度 

時 間：各回 2 時間～3 時間程度 

なお、本育成プログラムは、海外アニメーションビジネスにおいて必要となるスキルを身

に付けていただくものとして、MIFA 出展に先立ち実施するものです。このため、

MIFA2017東京都ブースに参加される出展者の方に必ず受講していただきます。 

(イ) MIFA 出展及び商談・ピッチに係る随時のアドバイザリー支援 

MIFA2017 出展及び商談・ピッチに係るアドバイザリー支援を MIFA2017 出展までの期

間随時行います。 

(ウ) MIFA2017 出展支援 

① MIFA2017 内にて東京都が設置する東京都ブースに出展いただきます。出展小間料（基

本ブースの設営含む）は東京都が負担いたします。なお、出展小間に関する詳細は、出展

内容、ブース形状、会場の構成などを考慮して東京都が決定します。 

② 事前のマッチングにより、会期中に複数の海外プロデューサー等との商談を設定いたし

ます。 

③ ブース内での商談等に際して通訳者を必要数配置します。 

④ MIFA2017 内で行われるイベントでの東京都ピッチセッション実施を目指します。出展

者には本セッションにご参加いただき、メインオリジナル作品・企画等について来場者へ

英語でピッチを実施していただきます。 

⑤ 来場者配布用の PR ツールを作成します。（メインオリジナル作品・企画及び出展者概要

についてのリーフレット等となります。） 

⑥ 来場者勧誘に向けて東京都ブース全体の広報活動を行います。 

⑦ 出展者 1 組につき、MIFA2017内での東京都ピッチセッションにて英語でのピッチを行

う者 1 名分の東京-アヌシー間往復航空券、会期中（前日の事前準備日を含む）の宿泊施

設及び MIFA2017 出展者パスを MIFA2017 東京都ブース出展のために確保いたします。 

⑧ 支援内容の詳細や、出展に向けたスケジュール等について出展者説明会を計２回（キック

オフ説明会及び出展直前説明会）実施いたします。出展等にあたり重要な事項の説明を行

うため、出展者にはいずれの回も必ずご出席いただきます。 

（エ）フォローアップ等 

MIFA2017 東京都ブース出展後のフォローアップとしてセミナー・ワークショップを 2
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回程度実施いたします。（実施時期：平成 29 年 7 月及び平成 30 年１月頃を想定） 

 

（２）出展者は以下に係る経費をご負担いただきます。 

・往復の輸送費等（出展者独自のＰＲ用グッズ及びパンフレット等の会場までの輸送費(梱包費を

含む）) 

・上記（１）（ウ）⑦に記載する分を除く、出展者の渡航費用を含む交通費・宿泊費・MIFA2017

出展者パス等 

・基本装飾以外に特別に行う小間内の装飾・設営・撤去等に係る費用(追加備品、追加電力を含む) 

・その他必要な経費 

 

（３）  出展後、出展者には東京都の実施する本件事業に関する各種アンケート調査にご協力いただき

ます。また、出展を通じて得た知識等を都内アニメーション制作業界全体の財産とするため、東

京都の実施するセミナー等でのインタビュー等へのご協力をお願いする場合がございます。 

 

７ その他 

（１）書類の不備の取扱い 

申込書類（添付資料含む）に不備がある場合、疑義がある場合など、再提出・追加提出を求め

ることがあります。 

 

（２）申込情報の取扱い 

円滑な事業運営のため出展申込書にご記入いただいた情報や、必要に応じてご提供いただく情

報を参加見本市主催者や東京都が指定した業務委託先に提供することがありますので予めご了承

ください。また、東京都の施策及びこれに関連する各種事業案内やアンケート調査依頼等を行う

場合があります。 

 

（３）申込書類（添付資料含む）は、選定結果にかかわらず返却いたしません。 

 

（４）東京都は、申込書類にご記入いただいた個人情報を「東京都個人情報の保護に関する条例」に基

づき取り扱い、業務委託先も同様の取扱いを行います。詳しくは「東京都が保有する個人情報の

取扱いについて」（http://www.kojinjoho.metro.tokyo.jp/toriatukai/index.htm）をご参照ください。 

 

（５）本事業については、東京都が民間事業者に委託し実施する予定です。 

http://www.kojinjoho.metro.tokyo.jp/toriatukai/index.htm
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１ 基本条件 

出展者は、出展申込書（添付書類含む）記載内容のうち、出展者の概要、メインオリジナル作品・企画、技術、

コンセプト等に関する内容などについては、東京都がパンフレット、ホームページ等に記載することに同意した

ものとします。 

 

２ 出展者の審査 

東京都は、出展申込書（添付書類含む）の記載内容に基づき、申込者を審査し、選定します。審査の際、申込

者に送付する出展の決定通知をもって、出展の承認といたします。 

 

３ 出展承認後の参加取消 

東京都が申込者の出展を承認した後の参加取消は、やむをえない事情による場合以外は認められません。 

 

４ 自己負担 

(1) 往復の輸送費等（出品物、出展者独自のＰＲグッズ及びパンフレット等の会場までの輸送費(梱包費を含む）) 

(2) 出展者の渡航費を含む交通費、宿泊費（募集要領６（１）(ウ)⑦記載分を除く）等 

(3) MIFA2017 出展者バッジ（募集要領６（１）(ウ)⑦記載分を除く） 

(4) 基本装飾以外に特別に行う小間内の装飾・設営・撤去などに係る費用(追加備品、追加電力を含む) 

(5) その他必要な経費 

 

５ 小間位置の決定 

(1)  MIFA2017 に設置する東京都ブース内の小間位置は、出展内容、ブース形状、会場の構成などを考慮して

東京都が決定いたします。 

(2) 出展者は、配置決定小間内の全部又は一部を第三者に転売、売買、交換又は譲渡することができません。 

 

６ 東京都ブースへの出展に関すること 

(1) 当日は、申込企業（個人の場合は申込者本人）が必ず参加することとします。なお、出展に先立ち実施する、

出展者説明会（計 2 回）に必ず参加することとします。 

(2) 出展者は、出展申込書に記載した内容の展示等を行うこととします。 

(3) 装飾・ＰＲ用作品等の搬入・搬出及び展示方法は、東京都の指示に従うこととします。 

(4) 出展者は、見本市会場等に適用されるすべての防火及び安全法規・行政指導を遵守しなければなりません。 

(5) 出展者は、実演又は宣伝活動のために、見本市会場内の通路等が混雑し、他の出展者の妨害となることがな

いよう責任をもつものとします。 

(6) 出展者は、他の小間に隣接している場所では、隣接する小間の妨害となるような小間の設営を行うことはで

きません。 

(7) 隣接の小間の参加者から苦情が出た場合など、運営上、小間の変更が必要であると東京都が判断した場合は、

東京都ブースへの出展に関する規約 
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当該小間の出展者は、その変更の求めに応じるものとします。 

(8) 東京都は、参加に係る音、操作、材料、その他の理由から問題があると思われるＰＲ用作品又は見本市の目

的と合致しない作品等の展示を制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。 

(9) 募集要項４（９）記載の作品・企画、その他東京都が本支援の対象として相応しくないと判断する作品・企

画の東京都ブース内での紹介を禁じます。 

(10) 東京都は、見本市運営上の立場から問題があると判断した場合には、展示に係る人、物、行為、印刷物等を

制限、禁止又は撤去する権限を有するものとします。なお、その際の撤去は出展者の責任により行うものと

します。 

(11) ６(7)、 (8)及び（9）による制限、禁止又は撤去等により当該出展者に生じた損害について、東京都及び本

事業の運営事務局は一切の責任を負わないものとします。 

(12) 会期中、会場内で出品物、その他の物品を即売することは禁止します。 

(13) 出展者は、MIFA2017 前日の事前準備に参加し、出展に必要な作業を行うとともに、会期中出展小間におい

て常駐し、作品等の説明、商談等に応じるものとします。 

(14) 東京都が成果把握のため実施するアンケートには、必ず回答していただきます。また、出展を通じて得た知

識等を都内アニメーション制作業界全体の財産とするための取組にご協力いただきます。 

(15) その他、出展に関する規定については、参加見本市の出展規定に従うものとします。 

 

７ 損害賠償 

(1) 東京都の出展承認後、出展者の都合により出展を取り消した場合、出展者はそれにより生じた一切の損害に

ついて責任を負うものとします。 

(2) 東京都及び本事業の運営事務局は、ＰＲ用作品及び資材等の盗難、紛失、火災、破損や、出展者が見本市会

場を使用することにより発生した人的災害など、あらゆる原因から生ずる損失又は損害についてその責任を

負わないものとします。 

(3) 出展者は、自己又はその代理人の不注意その他によって生じた会場設備もしくは会場等の建造物又は人身等

に対する一切の損害について、責任を負うものとします。 

(4) 東京都は、天災、その他不可抗力による会期の変更・開催の中止によって生じた出展者及び関係者の損失及

び損害は補償しません。 

(5) 東京都及び本事業の運営事務局は、見本市会期中及び会期後の出展者と来場者における面談・契約内容など

に関し、その責任を一切負いません。 

 

８ 書類の提出 

出展者は、出展申込書送付後に東京都から提出を求められた書類（出展承認後に求められた提出物を含む）を、

指定期日までに届け出なければなりません。 

 

９ 規約等の遵守 
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出展者は、出展の申し込みをもって、東京都が定める「東京都ブースへの出展に関する規約」を遵守すること

に同意したものとします。 

出展者は、出展に当たって、条例、規則、関係法令を十分に遵守するものとし、他人の著作権を含む知的財産

権、肖像権その他のいかなる権利も侵害しないこととします。万一問題が発生した場合は、出展者の責任と費用を

もって適正に処理することとし、東京都及び本事業の運営事務局はその責任を一切負いません。 

 

１０著作権等 

(1) 出展者が提出した出展用映像素材等は、MIFA2017 出展等本事業の遂行を目的に、フォーマットの書き換え、

コピーをする場合があります。 

(2) 既存のキャラクター、シナリオ、原作、音楽などを使用している作品・企画は、あらかじめ出展者が必要な

一切の許諾を得ている必要が有り、東京都は、著作権等に関するいかなる係争に関わりません。 

(3) 出展者はメインオリジナル作品・企画の映像及び作品画像等を、東京都が本事業の広報目的で利用すること

を認めることとします。 

(4) 東京都及び本事業の事務局が記録のために撮影したものは、本事業の報告書及び本事業の広報目的に使用す

ることがあります。 

 

１１その他 

（ⅰ）ビジネスレッスン等と（ⅱ）MIFA2017 内東京都ブース出展は、効果的な海外ビジネス展開の促進を図

るためセットとして実施いたします。よって、（ⅰ）（ⅱ）両方ご参加いただくことが必須であり、いずれか片方の

みのご参加は認められません。申込者がビジネスレッスン等にやむをえない事由なく参加しなかった場合、当該申

込者は支援対象から除外となり、MIFA2017 内東京都ブースへの出展はできません。また、申込者はそれにより

生じた一切の損害について責任を負うものとします。 
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目的 

面接は、出展申込書（添付資料含む）を補完し、申込者の意欲、作品・企画等について理解を深めるために

実施させていただくものです。 

面接を通じて、申込者の参加意欲やメインオリジナル作品・企画等の魅力及び強み等をアピールしてくださ

い。 

 

面接概要 

面接参加者 一申込者につき２名まで 

日程（予定） 平成 29 年 4 月 6 日（木）又は 7 日（金）  ※ 詳細は応募書類提出

時にご案内します。 場所（予定） 東京都第一本庁舎内会議室（新宿区西新宿二丁目８番１号） 

構成 
【①説明】申込者によるメインオリジナル作品・企画等についての説明（５分以内） 

【②質疑応答】（15 分程度） 

【①説明】の実施者 
出展者に選定された場合に、ピッチイベントにて英語でのピッチを行う者（出展申込書

の２に記載する者） 

言語 日本語 

 

面接内容等 

１． 【①説明】の実施者は、以下の内容について説明等を行ってください。 

(ア) 企業名（個人の場合は氏名） 

(イ) MIFA2017 内東京都ブース出展目的 

(ウ) メインオリジナル作品・企画のピッチ（売り込み） 

２． 【①説明】における説明時間は必ず５分以内にまとめてください。時間を超過した場合、説明の途中であ

っても打ち切らせていただく場合がございます。 

３． 選定委員は事前に提出いただいた映像を確認した上で面接を実施いたします。また、事前に提出いただい

た出展申込書等の応募書類は、当日選定委員に対し配布いたします。当日選定委員用資料の準備は不要で

す。 

４． 事前に提出した応募書類に基づき説明を実施するものとし、面接当日、審査員に対し資料を配布すること

は禁止となります。 

５． 面接日時、会場等詳細については、応募書類ご提出時にご説明させていただきます。 

面接審査について 

別紙 １ 


