
 
 
 
 
 

 

 

東京都知事殿  

「東京都ブースへの出展に関する規約」を遵守することを承諾して、下記のとおり出展を申し込みます。 

 

１ 出展申込者                                      申込日 平成２８年   月   日 

※「出展申込書」は、原本を提出（郵送）してください。 

※申込書類にご記入いただいた情報は適切に管理し、MIFA2016東京都ブース出展等支援及びその事業運営のために利用します。なお、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出展先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。 

（ふりがな） 

企業名 

※個人の場合は記入不要。（代表者名欄へ氏名をご記入の上、押印ください。） 

              

 英語名  

（ふりがな） 

代表者名 

 

 英語名  

担当者 

役職・氏名
ふりがな

 

※個人の場合は記入不要。 

 英語名  

連絡先 〒 

電話    (     ) 

携帯電話    （    ） 

FAX     (     ) 

e-mail  

海外へのビジネ

ス展開の実態 

以下の□のうち、該当するものにレ点を記入（例：☑）  

□ 過去５年間、海外売上が有る。過去５年間における売上に占める海外売上の割合は       ％ 

□ 過去５年間、海外売上は無い 

ホームページ 

アドレス 

http:// 

※言語について、□にレ点を記入（例：☑）→  □日本語版    □外国語版（言語名：         ） 

企業概要 

※個人の場合記入不要 

(資本金)              千円 

（従業員数）             人 

（創業年）              年（西暦） 

（直近売上高）           千円 

（事業内容） 

 

海外アニメ見本市 MIFA2016内東京都ブース  

出展申込書 
 

○印  （代表者印） 

過去五年間に海外売上が有る場合は、必ず記載ください。↑ 



＜添付書類について＞ 添付する資料にチェックを入れてください。（例：☑） 

応募資格について 

 □ （１）登記簿謄本の写し（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（都税事務所発行） 
（１）又は（２） 

いずれか必須 

（一式） 
□ （２）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（都税

事務所発行） 

メインオリジナル作品について 

 □ メインオリジナル作品紹介シート ３部 必須 様式１ 

□ メインオリジナル作品の完成映像（企画：パイロット映像） 必須 DVD-video(NTSC）（※） 

□ 絵コンテ ３部 任意 様式任意 A４サイズ １作

品につき計１０枚以内 □ デザイン画や設定画 ３部 任意 

その他作品・企画について 

 □ その他作品・企画紹介シート ３部 必須 様式２ 

□ その他作品の映像 必須 DVD-video(NTSC）（※） 

□ 絵コンテ ３部 任意 様式任意 A４サイズ １作

品につき計１０枚以内 □ デザイン画や設定画 ３部 任意 

その他 

 □ プレゼンテーションビデオ 必須 DVD-video(NTSC）（※） 

（※）映像は、全てを 1 枚の DVD-Videoに格納してください。同一内容の DVD-Video を３枚ご提出ください。 

 

２ Territory Focus等ピッチイベント東京セッションにおけるピッチ予定者情報 

出展者に選定された場合、募集要領記載のとおり、Territory Focus 等ピッチイベント東京セッションにて英語

でのピッチを行う出展者の方 1 名分（出展者１組につき１名分）につき、東京都にて募集要項６（１）(ウ)⑦記載の

航空券、宿泊先、出展者パス等の確保をいたします。当該者に係る情報をご記入ください。 

なお、出展に先立ち育成プログラムにおいてピッチ指導を実施いたします。 

氏名               

  英語名  

役職名 （英語役職名：                    ） 

経歴  

語学力 

（日本語除く） 

対応が可能な言語がある場合ご記入ください。 以下の□のうち、該当するものにレ点を記入（例：☑） 

⇒（         語） レベル： □日常会話程度  □ビジネス会話程度 

ピッチ指導への意

気込み 

※ピッチ予定者ご本人の意気込みをご記入ください。 



３ その他参加予定者 

出展者に選定された場合、上記２に記載したピッチ予定者以外にMIFA2016東京都ブースへ参加す

る予定の方の人数 （※渡航費を含む交通費、宿泊費、出展者パス等参加に係る経費は出展者負担となります） 

 

    名 

 

４ 出展に係る基本情報 

① 出展のコンセプト 

 

 

② 今回の出展を契機として計画している事業展開 

１ 海外での事業展

開の内容・意欲等 

※全項目必須記載事項 

 

▼目的 

 

 

 

 

 

▼具体的な事業計画（時期、内容等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼ターゲットとするビジネス相手先（欧州テレビ放送、動画配信等） 

 

 

 

▼上記事業展開における今回出展の位置付け 

 



 

③ 過去の活動履歴等（※□にレ点を一つ記入） 

２ 海外との連絡体制 

（※ □にレ点を記入（例：☑） 

複数回答可） 

□英語版ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞがある     

□英語対応が可能である 

⇒□ビジネス上の交渉が英語にて可能 

      ⇒□作品に係る説明等が英語にて可能 

      ⇒□英語での問い合わせ（電話・メール等）に対し常時対応可能 

      ⇒□その他（                                ） 

□その他（                                       ）                      

３ 海外との取引に向けた取り組

み（社内体制等） 

□語学研修の実施 

□海外との取引に関するノウハウを取得するセミナー等への参加 

□外国人スタッフの雇用（       語       名） 

□その他（                                       ）     

４ その他特記事項 

（海外ビジネス展開における強み等） 

 

１ アニメ制作分野における活動

年数 

□１年未満       □１～３年       □４～６年 

□７～９年        □１０年以上 

２ 沿革（経歴）  

３ 過去の国内又は海外におけ

るアニメに関する賞の受賞歴 

※記入枠が不足する場合は、別途紙面（任

意様式）に記入しご提出ください。 但し、賞

の名称及び受賞年月日は必ず記載してくだ

さい。 

□あり （ □国内 □海外 ） 

 ・東京国際アニメフェア又は東京アニメアワードフェスティバル 

〔                          賞受賞（     年度）〕 

 

 ・その他（                              ） 

〔                           賞受賞（     年度）〕 

□なし 



メインオリジナル作品紹介シート           企業名： 

作品名                                 （英語名：                   ） 

作品に係る権

利帰属先 

※メインオリジナル

作品の条件につい

ては募集要項４(７)

に従ってください。 

募集要項４（７）記載事項は全て確認されましたか？（いずれかにチェックください） 

□はい      □いいえ←審査等対象外となります。 

申込者以外の方が著作権を有する素材等を使用している場合以下にご記入ください。 

素材名  当該素材の著作権利用規約に従って手続きを済ませていま

すか？（いずれかにチェックください） 

□はい      □いいえ←審査等対象外となります。 著作権者  

制作年月日 年    月    日    ※2014年 1月以降の作品に限る。 

作品の紹介 

※固有名詞等を用

いる場合は、その

英語名を（かっこ）

書きください。  

例）主人公の花子ち

ゃん（Hanako） 

【あらすじ】※別紙として絵コンテを添付いただいても結構です。 

【作品に込めたメッセージ】 

 

 

【主要キャラクター（特徴等）】※別紙としてデザイン画や設定画を添付いただいても結構です。 

様式１ 
（個人の場合は氏名） 



サンプルエピ

ソード等 

【一話完結ならば全体の流れや結末等、シリーズならば主人公の活躍するエピソード等】 

視聴者ターゲ

ット等 

【年齢層、地域等】 

【配信方法】該当するものをチェックください。 

① □テレビ     □映画    □PC    □ゲーム   □その他（具体的に：                       ） 

② 話数（          ） 

作品 PR 【特徴、セールスポイント等】 

作品の現状 【既に海外に向けて発信をしている場合はその内容】 ※ 海外において未興行の作品に限る。 

□海外映画祭等への出品・出展・受賞 （映画祭等の名称：                                      ） 

□YouTube 等での無料配信 

□その他：（                                                                    ） 

その他特記事

項 

 



その他作品・企画紹介シート              企業名： 

作品名                                 （英語名：                   ） 

作品に係る権

利帰属先 

※その他作品・企

画の条件について

は募集要項４(８)に

従ってください。 

作品の著作権、即ち著作権法上の映画の著作物としての著作権、ビデオグラム化権、テレビ放映権、及びインターネット配

信権等、種々の二次配当権を含めた権利関係を明記してください。 

作品に係る

権利帰属先 

 作品に係る各種権利が自己に単独帰属しない場合は、帰属

先（共有者等）から必要な許諾を取得していますか？（いず

れかにチェックください） 

□はい      □いいえ←審査対象外となります。 

制作年月日  

作品の紹介 

※固有名詞等を用

いる場合は、その

英語名を（かっこ）

書きください。  

例）主人公の花子ち

ゃん（Hanako） 

【あらすじ】※別紙として絵コンテを添付いただいても結構です。 

【作品に込めたメッセージ】 

 

 

【主要キャラクター（特徴等）】※別紙としてデザイン画や設定画を添付いただいても結構です。 

視聴者ターゲ

ット等 

【年齢層、地域等】 

【配信方法】該当するものをチェックください。 

①  □テレビ    □映画     □PC     □ゲーム    □その他（具体的に：                    ） 

②  話数（          ） 

作品 PR 【特徴、セールスポイント等】 

様式２ 
（個人の場合は氏名） 



 


