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●1 つ選択ください｡Please select one. 

作品名（原題）Original title 

 

英語名 English title 

 

 

制作国 Nationality of the film 製作年月日 Date of completion 使用言語 Language of commentary 

and dialogue 

 

字幕の言語 Language of subtitles 

 

●カラーColor  

白黒 B&W / カラー Color / 

白黒+カラー B&W+Color 

上映時間 (分)Running 

time (min.) 

 

巻数 Numbers of 

reels 

 

●上映フォーマット Exhibition format 

35mm Ｐrint / DCP / HD CAM / DV CAM / その他 others 

●フレームサイズ Aspect ratio 

1.33 / 1.66 / 1.85 / 2.35 / その他 others 

●サウンド Sound 

モノラル mono / ステレオ Basic Stereo / ドルビーDolby A / ドルビーSR Dolby SR / 

ドルビーSRD Dolby SRD / DTS /SDDS / その他 others 

●予備選考用の素材 

Submitted material 

DVD/ Blu-ray Disc 

●DVD   

NTSC 

/PAL 

●ﾌﾞﾙｰレイ  Blu-ray Disc  

NTSC 

/PAL 

 

クレジット CREDITS 英語 English オリジナル言語 Original language 

監督 Director   

制作 Producer   

脚本 Screenplay   

撮影 Cinematography   

美術 Art direction   

録音 Sound   

編集 Editing   

音楽 Music   

キャスト Cast   

  

  

 

作品概要 Brief synopsis 

監督略歴 Director’s bio-filmography 
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★監督 Director 住所 Address 

 

国籍 Nationality 

 

性別 Sex Phone. Fax. 

E-Mail. 
 

★製作 Producer 住所 Address 

 

国籍 Nationality 

 

性別 Sex Phone. Fax. 

E-Mail. 

 

■製作会社 Production company 

 

住所 Address 

 

Phone.   Fax. 

URL. E-Mail. 

■海外配給会社 World sales company 

 

住所 Address 

 

Phone. Fax. 

URL. E-Mail. 

■日本国内配給会社 Distribution 

company in Japan (if any) 

住所 Address 

 

 Phone. Fax. 

URL. E-Mail. 

 

初公開年月日・場所 Date and place of first public screening 

 

 

ＷＥＢサイト Website 

 

映画祭出品歴 Previous screenings at other festivals 

 

受賞歴 Prizes or distinctions 

 

 

 

●製作者は応募用紙に記載された全ての事項を（★印の項目除く）、インターネット・カタログ上で公開する事に同意し

ますか？もし同意されない場合は、公開しない項目を記入してください。Does the producer consent to the release of 

all the information entered (except the ★ marked items)on this form on the internet and in catalog? If not, please 

specify what may not be put online and in catalog. 

Yes/Ｎo   

公開しない項目 All information except 

 

私は第８回大阪アジアン映画祭の作品規約を全て承認し、遵守します。 

I understand that the entry of a film in Osaka Asian Film Festival 2013 implies full acceptance of the attached entry 

regulations. 

応募者名およびその資格 Name and title of the entrants_________________________________________________________________________ 

署名 Signature______________________________________________________________  年月日 Date____________________________________________ 

会社名 Company_____________________________________________________________________________________________________________________________       

Phone_____________________________________   FAX______________________________________   E-Mail__________________________________________ 


