
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）MIFA2017出展支援プログラム 

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） 

エントリー時期：平成２９年４月から７月頃まで（予定） 

応募時期：平成２９年１２月から平成３０年１月頃まで（予定） 

 

 
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 

予告資料 

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 
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海外進出ステップアッププログラムについて 

予 告 版  
※ 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。 

※ 本資料記載の内容は、平成２９年２月時点の想定であり、今後変更となる可能性もございます。 

 

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セミナー・ワークショップを実施するとともに、

ピッチに挑戦する機会としてピッチコンテスト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 プログラムイメージ 

 

 

３ プログラム概要 

（１）セミナー及びピッチワークショップを実施します。 

(ア) ビジネスセミナー 

海外アニメーション産業の市場概況、海外アニメーション市場のニーズ等、海外進出する

にあたり必要となる基礎知識等についてセミナーを実施します。 

実施時期：平成 29年７月以降 

実施場所：東京都 23区内の会場 

実施回数：１回以上 

なお、ピッチコンテストに参加いただくためにはビジネスセミナーへの参加は必須となり

ます。 

 

ピッチコンテスト MIFA2018出展支援対象 ビジネスセミナー 

ピッチワークショップ 入賞者の内上位3組：賞金交付 ピッチコンテスト入賞者より3組選定  
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(イ) ピッチワークショップ 

海外企業等とのビジネス（売買・共同制作等）獲得に向けて必要となるアニメーションピ

ッチの基本についてワークショップを実施します。 

実施時期：平成 29年秋頃から平成 30年 1月中旬までの期間 

実施場所：東京都 23区内の会場 

実施回数：１回以上 

なお、ピッチコンテストに参加いただくためにはピッチワークショップへの参加は必須と

なります。 

 

（２）ピッチコンテストを開催します。 

前述のセミナー及びワークショップへご参加された方を対象に、アニメーションの海外ビジネ

ス展開（売買・共同制作等）にあたり必要となるアニメーションピッチを体感・挑戦する機会と

してピッチコンテストを実施いたします。 

ピッチ 

応募者１組毎に、審査員に対し、ピッチコンテスト紹介作品・企画（後述7（4）参照）

に関する5分間程度のショートピッチを日本語にて実施いただくことを想定していま

す。 

全審査員に対し、MIFA2018出展者に選定された場合のMIFA参加者ご本人に実施い

ただきます。 

非公開とし、他の応募者が見聞きできないようにいたします。 

ピッチ後、審査員の応募者に対する質疑応答の時間を設ける予定です。 

時期 平成30年2月頃（予定） 

会場 東京都23区内の会場で実施します。 

結果 全てのピッチ及び審査が完了し次第、当日結果を発表する予定です。 

 

４ ピッチコンテスト 賞の内容 

 ピッチコンテスト入賞者上位 3組に対し、海外展開に向けて、1組当たり賞金 100万円を

交付いたします。 

 ピッチコンテスト入賞者は MIFA2018 出展支援候補者となり、平成 30 年 4 月上旬に

MIFA2018出展支援対象者を 3組程度選定する予定です。 

 

※ ピッチコンテスト入賞者の方には、MIFA2018 出展支援対象者選定用書類を別途ご提出い
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ただきます。賞金の受領のみを目的とした参加は認められませんのでご了承ください。 

 

５ MIFA2018出展支援対象者に対する支援概要（想定） 

※ MIFA2018出展支援事業は、平成 30年度歳入・歳出予算が平成 30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。 

MIFA2018出展支援対象者に選定された場合、MIFA2018内東京都ブースへの出展に向け、商

談ノウハウ、ピッチ等に係る個別レッスン等の各種サポートや会期中の商談マッチング支援等を

実施する想定です。 

 

６ 応募資格 

エントリー時点において、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。 

（※）本告知における「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。 

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) 2016 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、本告知における「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、ピッチコンテストでの主たる紹介作品・

企画とすることができ、且つ、MIFA2018出展時の主たる紹介作品・企画にできること。 

(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 
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 中小企業投資育成㈱ 

 投資事業有限責任組合 

（※）本告知における「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。 

 

７ 応募の流れ 

 

（１）イメージ図 

 

 

（２）エントリー（仮申込） 

エントリー期間： 平成２９年４月から７月頃まで（予定） 

専用ウェブサイト上での簡単な申し込み等を想定しています。 

 

エントリー（仮申込） 

セミナー 

ワークショップ 

応募書類提出（本申込） 

ピッチコンテスト 

MIFA2018出展者選定 

平成29年 

5月～7月頃（予定） 

平成29年 夏 

平成 29 年 冬

「 

平成30年1月頃（予定） 

平成30年2月頃（予定） 

平成30年4月頃（予定） 
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（３）応募書類（本申込用） （①～⑤全て必須） 

応募書類提出期間： 平成２９年１２月から平成３０年１月頃まで（予定） 

 

（４）ピッチコンテスト紹介作品・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） 

③ 申込書 （３部）（必須） 

【ピッチコンテスト紹介作品・企画】 

ピッチコンテストにて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「ピッチコンテスト紹介作品・企画」という）に係る以下の資料 

※2016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 

※ピッチコンテスト紹介作品・企画の詳細条件は後述７（４）「ピッチコンテスト紹介作品・企画につい

て」を参照 

 ④ ピッチコンテスト紹介作品・企画紹介シート（３部）（必須） 

⑤ ピッチコンテスト紹介作品・企画の映像（３部）（必須） 
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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

映像のない企画をピッチコンテスト紹介作品・企画とすることはできません。） 

(エ) 2016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、審査の結果入賞された後平成 30

年４月中旬の東京都が別途指定する日付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、ピッチコンテスト紹介作品・企画に含めることができます。 

(キ) 申込者がピッチコンテスト紹介作品・企画の全て又は一部の権利を有しており、且つ、ピッチ

コンテスト紹介作品・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) ピッチコンテストでのピッチ、MIFA2018 公式サイトにおける Video Library への登録、公式

冊子への掲載、東京都事業ホームページ上の掲載、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に限ります。 

(ス) 以下の作品・企画はピッチコンテスト紹介作品・企画とすることはできません。 

 MIFA2016内東京都ブースにて紹介したメインオリジナル作品・企画 

 MIFA2017内東京都ブースにて紹介したメインオリジナル作品・企画 

 東京国際アニメ祭（TIAF）2016 内東京都ブースにて紹介したメインオリジナル作品・企

画 

 

（５）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。 

 【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 


