
「ISCA2016 (INTERNATIONA STUDENTS CREATIVE AWARD 2016) 」事前登録用紙 

当アワードは学校・教員単位でのご応募をお願いしております。 
応募ご希望される教員の方は事前の登録をお願いします。 

下記の各項目をご記入の上、 

必ず、2016年6月20日(月)までにFAXまたは、メールにてご送付ください 

学校名     

学部・学科・研究科・研究室     

ご担当の先生のお名前 
応募作品の取りまとめ等をお願いいたします。 役職名 

  

応募予定作品数 
映像コンテンツ部門          点   

デジタルコンテンツ部門      点   

連絡先 住所 〒   

    

    

    

  TEL   

  FAX   

  携帯   

  E-mail   

特記事項 連絡の取れる曜日、時間制限・その他連絡先等がありましたら必ずご記入ください。 

    

    

    

    

    

    

      

私(当学校・学部・学科・研究科・研究室)は応募要項記載の「応募に当たっての注意事項」ならびに、 
一般社団法人ナレッジキャピタルのプライバシーポリシーを熟読、確認するとともに、その内容について 
確認、了承、同意の上、以下の通りISCA2016応募に係る事前登録を行うものです。 

■応募についてのお問合せ先 
■作品の送付先 

「ISCA2016(INTERNATIONAL STUDENTS  CREATIVE AWARD 2016)  」 事務局 
〒530-0005 大阪市北区中之島 2-3-33 三井物産ビル 4F   
株式会社スーパーステーション内 
TEL︓06-6229-1801 / FAX︓06-6229-1802 
担当︓西川・本郷 / E-mail︓isca@superstation.co.jp 

※審査に関わる内容につきましては、お答え出来ません。予めご了承ください。 
※ご応募頂きました個人情報につきましては法令その他の規範を遵守いたします。  また、本アワードに関  
 わる業務以外での個人情報の利用はいたしません。  プライバシーポリシーにつきましては一般社団法人 
 ナレッジキャピタルのプライバシーポリシーをご覧ください。 
    http://kc-i.jp/privacy/ 

国内映像コンテンツ・デジタルコンテンツ部門 共通 

mailto:isca@superstation.co.jp
http://kc-i.jp/privacy/
http://kc-i.jp/privacy/
http://kc-i.jp/privacy/


「ISCA2016(INTERNATIONAL STUDENTS CREATIVE AWARD 2016) 」学校用応募用紙  

※記入上の注意事項 

 

学校名 

 

学部・学科・研究科・研究室 

ご担当の先生のお名前 

（フリガナを書いて下さい） 

 

応募作品のとりまとめ等をお願い致します 

 
 

役職名 

 
学校住所 

 

〒 

 
 

連絡先 

TEL FAX 

携帯電話 

E-mail 

作品タイトル 

（フリガナを書いて下さい） 

 

学生のお名前 

（フリガナを書いて下さい） 

 
作品時間 

（１）フリガナ 

作品名 

（２）フリガナ 

作品名 

（３）フリガナ 

作品名 

（４）フリガナ 

作品名 

（５）フリガナ 

作品名 

その他特記事項  上記連絡先以外で夏期休暇中などのご連絡先がございましたら、必ずご記入下さい 

■応募についてのお問合せ先 
■作品の送付先 

学校用 ・応募要項をご参照の上、すべての項目にご記入ください。 
・特に著作権や応募作品の使用については、応募要項記載の内容ご熟読ください。 
・郵送の場合は、応募用紙をまとめ頂き、この用紙を１番上につけて、作品と一緒にお送りください。 
・1作品につき、１枚の応募用紙と作品確認シートを添付してください。 

 

※作品受付期間：7/19（火）～8/31（水）※必着 
 

※審査に関わる内容につきましては、お答え出来ません。予めご了承ください。 
※ご応募頂きました個人情報につきましては法令その他の規範を遵守いたします。  また、本アワードに関  
 わる業務以外での個人情報の利用はいたしません。  プライバシーポリシーにつきましては一般社団法人 
 ナレッジキャピタルのプライバシーポリシーをご覧ください。 
    http://kc-i.jp/privacy/ 

国内映像コンテンツ部門 

私(当学校・学部・学科・研究科・研究室)は応募要項記載の「応募に当たっての注意事項」ならびに、一般社
団法人ナレッジキャピタルのプライバシーポリシーを熟読、確認するとともに、その内容について確認、了承、
同意の上、以下の通りISCA2016に関して応募致します。 

「ISCA2016(INTERNATIONAL STUDENTS  CREATIVE AWARD 2016)  」 事務局 
〒530-0005 大阪市北区中之島 2-3-33 三井物産ビル 4F   
株式会社スーパーステーション内 
TEL︓06-6229-1801 / FAX︓06-6229-1802 
担当︓西川・本郷 / E-mail︓isca@superstation.co.jp 

http://kc-i.jp/privacy/
http://kc-i.jp/privacy/
http://kc-i.jp/privacy/
mailto:isca@superstation.co.jp


 
 

学校名 

    

 
学部・学科・研究科・研究室 

 
学生の氏名 

（フリガナを書いて下さい） 

グループで応募の場合は、グループ名と代表者名を併記して下さい 

学年 年生/ 2015年度卒業生 性別 男 女 年令 歳 

 
住所 

〒 

 

 

連絡先 

TEL FAX 

携帯電話 

E-mail 

 
上記以外の連絡先 

夏期休暇中などでも必ず連絡が取れる連絡先を必ずご記入下さい 

作品タイトル 
 

（フリガナを書いて下さい） 

作品完成年 年 月 作品時間 

作品の意図   企画意図・PR ポイントなど、100 字以内でご記入下さい 

※ 別紙の作品確認シートは、必ずご記入下さい 

その他特記事項   以前に他のコンテストに応募された作品、または応募予定の作品については、コンテスト名・開催発表月日・結果など、詳しくご記入下さい 

学生用 

大学    専門学校 
大学院   2015年度卒業 
 
その他 

「ISCA2016(INTERNATIONAL STUDENTS CREATIVE AWARD 2016) 」学生用応募用紙（その１）  

※記入上の注意事項 
・応募要項をご参照の上、すべての項目にご記入ください。 
・特に著作権や応募作品の使用については、応募要項記載の内容ご熟読ください。 
・郵送の場合は、応募用紙をまとめ頂き、この用紙を１番上につけて、作品と一緒にお送りください。 
・1作品につき、１枚の応募用紙と作品確認シートを添付してください。 

 

※作品受付期間：7/19（火）～8/31（水）※必着 
 

国内映像コンテンツ部門 

私は応募要項記載の「応募に当たっての注意事項」ならびに、一般社団法人ナレッジキャピタルのプライバ
シーポリシーを熟読、確認するとともに、その内容について確認、了承、同意の上、以下の通りISCA2016に
関して応募致します。 

※審査に関わる内容につきましては、お答え出来ません。予めご了承ください。 
※ご応募頂きました個人情報につきましては法令その他の規範を遵守いたします。  また、本アワードに関  
 わる業務以外での個人情報の利用はいたしません。  プライバシーポリシーにつきましては一般社団法人 
 ナレッジキャピタルのプライバシーポリシーをご覧ください。 
    http://kc-i.jp/privacy/ 

■応募についてのお問合せ先 
■作品の送付先 

「ISCA2016(INTERNATIONAL STUDENTS  CREATIVE AWARD 2016)  」 事務局 
〒530-0005 大阪市北区中之島 2-3-33 三井物産ビル 4F   
株式会社スーパーステーション内 
TEL︓06-6229-1801 / FAX︓06-6229-1802 
担当︓西川・本郷 / E-mail︓isca@superstation.co.jp 

http://kc-i.jp/privacy/
http://kc-i.jp/privacy/
http://kc-i.jp/privacy/
mailto:isca@superstation.co.jp


各項目に記載の上、ご応募ください
。 

３.その他 

 

 

 
その他特記事項 

上記項目以外で特記事項がございましたら記入してください 

２.権利関係 
応募要項の著作権や作品の使用についての項目をよくお読み下さい  第三者が権利を有

する作品（フリー素材を含む）を使用している場合は必ず許諾を取ってください 

 

 

 

 

使用音楽   

応募者オリジナルの 

音楽 の場合もご記入 

下さい 

 

・オリジナル音楽  (※ご友人が制作された場合、ご友人の許諾書を添付してください) 

作者 （ ） 

タイトル（ ） 

 

・ 既成楽曲 (※許諾済みのものに限ります)  

 曲名・作曲者名・作詞者名・出典先などをご記入

下さい 

（ ） 

※必ず許諾書のコピーを添付し
てください 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

映像 イラスト 写真 テキスト  その他（ ） 

 

・オリジナル (※ご友人が制作された場合、ご友人の許諾書を添付してくだ

さい)  作者（ ） 

タイトル（ ） 

・ 既成素材 (※許諾済みのものに限ります)  作者名・出典先などをご記入下さい 

（ ） 

※必ず許諾書のコピーを添付し
てください 

１.制作 

マスター作品 

フォーマット 

該当するものにチェックをつけてください 
 

・フィルム：（ ８ミリ １６ミリ ） 
 

・ビデオ： （ mini-DV HD-DV ） 
 

・その他： （ ） 

サウンド 

CG 

アニメーション  など 

有     ステレオ       モノラル   無     その他 

― 作品確認シート ―  

国内映像コンテンツ部門 

「ISCA2016(INTERNATIONAL STUDENTS CREATIVE AWARD 2016) 」学生用応募用紙（その２）  


