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新型コロナウイルスによる規約変更の可能性につきまして 

本規約は、上記日時公開時点のものです。参加いただく皆様の安全を第一に、新型コロナウ

イルスの影響を鑑みながら、随時、開催時期や運営方法を検討・対応いたします。今後、本

規約の内容に変更が生じる場合がありますので、ご理解のほどお願いいたします。 

  

Anime nova プロジェクト 

U-20アニメグランプリ 

＜コンテスト規約＞ 



1. はじめに 

本規約は、株式会社テレビ東京と株式会社エー・ティー・エックスにより組成される Anime 

nova プロジェクト（以下「本プロジェクト」といいます）が主催する「Anime nova プロ

ジェクト U-20 アニメグランプリ」（以下「本コンテスト」といいます）の必要事項を定め

たものです。本プロジェクトは、本コンテストの運営・進行に関する一切の裁定権を有し

ます。 本コンテストは、主催者と運営委託業者等で構成された本コンテストの事務局（以

下、「運営事務局」といいます）が運営および大会進行、管理を行います。 

 

2. 参加条件 

本コンテストに参加いただくには、以下の条件を全て満たすことが必要となります。 

(1) 本規約に同意いただけること（本コンテストに応募した時点で、本規約に同意したもの

とみなします）。本規約を理解し、遵守すること。 

(2) 本コンテストの参加につき、参加者全員が「親権者」又は「未成年後見人」（以下、「保

護者」という）の同意を得ること。面接選考時には、保護者同意書を作成していただきます。 

(3)日本国内に在住し、生年月日が 2001 年 4 月 1 日から 2006 年 3 月 31 日までのいずれか

であること。 

(4)金銭の授受が発生するアニメーション関連での仕事の請負経験が無いこと。 

(5)応募から 2022 年 6 月 30 日（木）まで、運営事務局からの連絡を受け取れること。 

(6) 運営事務局が指定した日時の面接や、また選抜された場合の最終発表、およびその準備

リハーサル・収録に参加できること。 

(7) 面接選考時、アニメ制作期間や最終発表日に、身分証明書（生年月日が記載されている

もの、有効期限内のもの、原本のみ有効、コピー不可）を提示できること。 

(8) 運営事務局スタッフとコミュニケーションが取れること。 

(10) 運営事務局からの要望に応じて、別途メディア収録に参加できること。 

(11) 本コンテストにおいて氏名、年齢、住所などの個人情報を運営事務局に提供し、運営

事務局やメディア各社による写真および映像撮影や取材を承諾すること。 

(12) 自己の肖像、年齢、身分、コメント、アイデアが含まれる本コンテストの様子やプレ

ゼン大会の内容が、運営事務局または運営事務局が認める第三者（メディアや番組スポンサ

ー等）によって、テレビ、新聞、公式サイト、SNS 等やその他メディア等において、期間

の限定なく、無償で放送（ストリーミング配信を含む）、報道または利用（商業的利用を含

む一切の利用）されることを承諾すること（肖像権、パブリシティ権を主張しないこと）。 

(13) 応募内容が未応募もしくは、他のコンテスト等に応募済みであっても今回のプロジェ

クトへの応募に際して再考や磨き込みがなされ参加者自身が著作権をもつもので、オリジ

ナル（参加者自身が考えたもの）であること。または、第三者の権利が含まれるものについ

ては、適切に許諾を得ているものであること。 

(15) 応募内容が盗作等第三者の権利を無断で使用するものではく、また、不適切な表現や



第三者の権利を侵害するものが含まれていないこと。 

(16) 書類、面接での選考に通過した場合、3 人一組のチームを結成するに際しては、その

一員となること。 

(17)結成したチームでは、運営事務局が指定する制作会社と共同で運営事務局または制作会

社の費用負担のもと、60 秒～90 秒程度の作品プロモーションビデオの制作を行うこと。 

(18）前号に基づき制作されたプロモーションビデオの著作権は運営事務局または制作会社

に帰属し、これに著作者人格権を行使せず、その他異議等を申し立てないこと。 

(19) 参加者とその親族を含め、反社会的勢力（暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、

暴力団関係企業、 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集

団等またはこれらに準ずるものをいう）または、反社会的勢力と関係を有する者ではないこ

と。 

 

 

3. 本プロジェクトの流れ 

本プロジェクトに応募する際は、事前に必ず前項「2.参加条件」を満たしていることを確認

してください。応募フォームは、外部サイト（Google フォーム）を使用します。 

選考結果等は、｢animenova@tv-tokyo.co.jp｣よりお送りいたします。 

 

＜応募＞ 

公式サイトから、所定の事項を記入し応募を行ってください。 

必ず本規約の内容をご確認ください。応募の際、以下の個人情報を記載もしくは添付する必

要があります。 

① 応募者氏名 

② 生年月日 

③ 身分証明書の画像データ（生年月日、有効期間が記載されている部分。内容が確認でき

るよう、はっきりと撮影してください） 

④ 郵便番号 

⑤ 住所 

⑥ 電話番号 

⑦ メールアドレス 

 

＜面接時の書類提出＞ 

書類選考通過後、面接での選考の際に保護者に関する個人情報について記入いただきます。

その際には必ず保護者の事前の承諾を得て、記入してください。 

① 保護者氏名 

② 保護者との関係 



③ 保護者の生年月日 

④ 保護者の電話番号 

⑤ 保護者のメールアドレス 

※その他各種質問についても記載いただくようお願いいたします。 

 

(1) 一度応募した内容に関しては運営事務局からの要望がない限り、変更することができま

せん。なお、急病等の事情により、締め切り後に参加者が出場できなくなった場合、速

やかに運営事務局に連絡してください。 

(2) 運営事務局は出場確認の連絡を行います。確認が取れない場合は、保護者に出場確認の

連絡を行う場合があります。 

(3) 以下の場合、エントリーが取り消されることがあります。 

① エントリー情報に虚偽の申告がある場合。※入力間違いにご注意ください。 

② 登録情報に不適切な単語が含まれている、または第三者の権利を侵害していると運営事

務局が判断し、修正依頼に応じない場合。なお、登録の変更に掛かる費用はご自身の負担と

なります。 

③ 本規約に違反した場合。 

④ 参加者、保護者が音信不通等、運営事務局からの連絡に対して応答がない場合。 

(4)面接選考時、アニメ制作期間、最終発表当日は、学生証や在学証明書をはじめとした身

分証明書を提示できるよう準備をしてください。身分証明書が確認できない場合、参加でき

ない場合があります。 

(5) 本コンテストの参加に必要な一切の費用は、参加者で負担してください（参加費は無料

です）。最終発表の参加に際しては希望者に対して会場（東京都港区）の最寄駅までの往復

交通費（ただし、日本国内に限ります）および宿泊費を運営事務局が負担いたします。 

（宿泊場所も運営事務局が手配いたします。） 

(6) 応募時に作成・提出いただいた著作物（書類・動画・画像等）の著作権は作成・提出頂

いた参加者（又は参加者に使用等を許諾した者）に帰属しますが、運営事務局は、これを無

償で、期間、地域、回数、利用方法（放送およびインターネット配信、翻案しての利用を含

みますが、この限りではありません）の制限なく利用し、または運営事務局が許諾する第三

者に対して利用させることができることとし、また、参加者は、運営事務局または運営事務

局が利用を許諾した者に対し、著作者人格権を行使しないことに同意していただきます。 

 

＜書類選考＞ 

一次予選は課題提出でお送りいただいた内容（書類、動画、画像等）にて審査を行います。

別途記載（本 HP 内の応募方法参照）の条件を満たす提出物を、期限内にご提出ください。

結果は合格者にのみ、順次、メールにてご連絡します（12 月中旬頃を予定）。 

 



＜Google Meet での面接選考＞ 

書類選考を通過した参加者には Google Meet での面接選考にご参加頂きます 。 

身分確認、ならびに提出書類等についての質疑応答の場となります。 

 ※本コンテストの審査結果に関するお問い合わせおよび苦情、異議申し立て等には、一切

応じかねますので、ご了承ください。 

 

4. 配信・放送 

(1) 運営事務局は、本プロジェクトでの参加者の様子を収録し、また配信、テレビ放送等（第

三者に対する許諾等を含む）することができるものとします。 

(2) 参加者は、参加者および参加者関係者が本コンテストの映像の全部または一部をプロジ

ェクトの承諾なしに利用することが、著作権侵害にあたる場合があることを理解し、そのよ

うなことを行わないことに同意するものとします。 

 

5. 禁止事項 

参加者は以下の行為を行ってはなりません。 

(1) 本規約に違反すること。 

(2) 集合時間に遅れること、定められた時間・場所に集合しないこと。 

(3) 運営事務局スタッフの大会進行上必要な指示、要請に従わないこと。 

(4) 本プロジェクトの進行、運営を意図的に妨害すること。 

(5) 運営事務局、本プロジェクトスタッフ、参加者または第三者に対して、誹謗中傷する

行為および名誉を傷つける行為、暴力、ハラスメント行為を行うこと。 

(6) 応募内容に意図的に虚偽の内容を入力する行為。 

(7) プロジェクト運営や結果に関する情報を、許可無く外部へ公開すること。 

(8) 本プロジェクトによるアニメーション制作開始後に運営事務局に無断で本イベントか

ら離脱すること。 

(9) 運営事務局スタッフの大会進行上必要な質問に適切に回答しないこと。また、運営事

務局スタッフに虚偽の申告をすること。 

(10)配信・収録・放送中に、他参加者・運営事務局スタッフ以外の者と、運営事務局に無

断でコミュニケーションをとったりすること。 

(11) 法令および公序良俗に反する言動をおこなうこと。 

(12)主催者または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利また 

は利益を侵害すること。 

(13)提出物その他の内容に本人の承認や許可のない個人情報が含まれていること。 



(14)本コンテストへの参加権、賞品または商品を受ける権利を第三者へ譲渡、売買等する

こと。 

(15)本コンテストを利用し、営利を目的とする行為を行うこと。 

(16)反社会勢力またはその関係者を関与させること。 

(17)過度にラフな格好および運営事務局が不適切と判断する格好で大会に参加するこ 

と。 

(18) その他運営事務局が不適切と判断する行為。 

 

6.違反時の措置 

参加者は、参加者が本規約に違反していると運営事務局が判断した場合、その違反内容や

程度により、賞品の剥奪、応募の無効、参加禁止などの措置が取られる場合があることを

了承するものとします。 

 

7.個人情報 

(1) 参加者は、自己の肖像、年齢、身分、コメント、制作期間中に撮影した映像が、メデ

ィア・協賛社などの第三者によって、YouTube・テレ東BIZなどの動画配信プラットフォ

ーム、テレビ、新聞、WEBサイト、SNS、パンフレット等やその他メディア等において、

期間の限定なく、無償で編集、公表、公開、報道または利用（販促・広告など商業的利用

を含む一切の利用を含みます）されることを承諾するものとします。 

(2) 応募の際にお預かりした参加者の個人情報は、以下の目的でも使用いたしま 

す。 

① 本コンテストに関する参加者および保護者へのご連絡、運営、および広報のため 

② 今後の本プロジェクト運営の参考とさせていただくため 

③ 各種調査の実施および各種統計データ作成のため 

④ 今後の本プロジェクトによる新たな施策のご案内のため 

 

(3) お預かりした参加者等の個人情報は、株式会社テレビ東京の定める個人情報保護方針

に従い管理します。テレビ東京の個人情報の取り扱いの方針については、https://www.tv-

tokyo.co.jp/personal.html をご覧ください。 

 

8.免責 

(1) 天災地変、動乱、悪疫流行等の不可抗力その他やむを得ない事由またはプロジェクト

の都合により、本コンテストの内容の変更、また本コンテストの延期・中止となる場合が

あります。運営事務局の責任によらない当該事由に起因して生じた損害に対して運営事務

局では一切の責任を負いません。 

(2) 参加者が本規約への違反行為や不正行為により、本プロジェクトの参加途中で参加禁



止となった場合、場合、運営事務局は一切の責任を負いません。なお、本規約への違反行

為や不正行為に該当するかどうかの判断は、運営事務局の基準により行います。 

(3) 本コンテストへの参加または参加できなかったこと、また、本コンテストが配信、放

送等され、またはされなかった結果、万一参加者に不利益や損害（経済的損失に限りませ

ん）が生じた場合でも、参加者ご自身の責任と負担において解決していただき、運営事務

局は一切の責任を負いません。 

(5) 本コンテスト開催中の参加者の事故、事件、その他のトラブル等や本規約に違反した

ことにより生じた損害または大コンテスト使用機器の不具合・故障その他本コンテストの

運営に関して参加者（関係者を含む）に生じた損害に関して、運営事務局の指示や対応に

故意または重大な過失がある場合を除き、運営事務局は一切の責任を負いません。 

 

9.準拠法および管轄 

本規約は日本国法に準拠します。本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

10. 規約の変更 

本規約の内容は、運営事務局の判断と裁量において、変更できるものとします。本規約の

変更を行う場合、当該変更の内容を公式サイトに掲示します。 

 

11.お問い合わせ先animenova@tv-tokyo.co.jp 

「Anime nova プロジェクト U-20アニメグランプリ」事務局 

※土曜日、日曜日、祝日のお問い合わせは、休み明けの対応となります。 

※お問い合わせへのご返信は、受付順に行います。お問い合わせ状況により、ご返信にお

時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。 

 


