第10回岡山広告温泉【作品応募要項】
岡山 広告温泉とは？

※応募に関してご不明な点は、info@koukokuonsen.comまでお問い合わせ下さい。

【募集作品】

岡山 の広告につかろう！をコンセプトに2007年から開催。
一般 来場者を審査員とした広告展示会です。

・通常登録期間中（9/16〜10/2）
：7,000円

ルなど。主な募集作品は、TVCM、ラジオCM、新聞、雑誌、ポスター、カタログ、パンフレ

・早割期間中（8/28〜9/15）
：5,000円

出品が可能です。

【第10回 岡山広告温泉実施概要】

例）５連シリーズポスターの場合

1,000円×５点＝出品料5,000円

・長編動画（61秒以上）１点につき：2,000円

◎または岡山県内のクライアントワークに携わっている方。
◎または中四国エリア（鳥取県・島根県・広島県・山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知

特 別 協 賛 ／イオンモール岡山
③グラフィック

・学生の方：無料
◎出品料

・シリーズ作品１作につき：1,000円×出品点数

◎応募者が岡山県内に在住の方。

開 催 場 所 ／イオンモール岡山１階未来スクエア

・満29歳以下の方：5,000円（早割期間中は０円）

・単品作品１点につき：1,000円

【応募資格】

開 催 日 時 ／2017年11月4日（土）
・5日（日） 10:00〜18:00

②Web

2016年10月から2017年9月までに、実際に使用、放送、掲載された各種の広告・SPツー

個人のアートワーク
（写真のみ等）、学生作品など、広告対象外の作品は、その他部門へ

※出品点数により投票作品の数は異なる場合があります。

出 品 部 門 ／一般部門 ： ①映像

◎エントリー料（登録者１名につき）

ット、チラシ、DM、WEB、プロダクト、パッケージなど、媒体の種別は問いません。

各部 門から好きな作品3つを投票、上位作を発表します。

2017年8月28日現在

④SP&エディトリアル

県）在住の方で、会期中に岡山広告温泉の会場に足を運び、岡山の広告制作者と親

⑤プロダクト

睦を深める意思のある方。

特別部門 ： ⑥その他・学生
審 査 方 法 ／一般来場者、エントリーメンバー、ゲストによる投票
特 別 審 査 員 ／業界で活躍する第一線のクリエーターの方をゲストに迎えます。
親 睦 会 ／11月4日（土）20時より会場付近で開催予定です。

【作品登録料について】

詳細決定後、エントリーされた方にメールでご案内いたします。

結 果 発 表 ／11月5日イベント終了後に行います。

作品の登録にあたっては、エントリー料と出品料の支払いが必要です。入金時期、出品点数

※映像・WEB・Graphic類すべての出品料の振込は、
10月2日（月）締切になります。
【お振込先】中国銀行

岡山駅前支店

普通口座 2175351 オカヤマコウコクオンセン

の合計により作品登録料が異なりますので、合計金額をよくお確かめの上、お振込みくださ
い。
先ずは、岡山広告温泉ホームページで参加登録をお願いします。

作品応募の手順
1.作品準備

2.必要書類の準備

①映像部門（ラジオCM含む）

【作品種別】
◎単品：１篇のTVCM、WEBムービー、PV、
ラジオCM他作品。
（60秒以内）

◎シリーズ：複数が一連の流れで展開されたもの。

◎長編動画（WEBムービー、PVなど）
：上映の都合上、60秒以内に編集

DVD-R

CD-R

〈TVCM・WEBムービー〉

〈ラジオCM〉

DVD-Rにデータを収録

CD-Rにデータを収録

※DVDプレーヤーで再生できるファイナライズ
はしないで下さい。動画データのみ収録して
下さい。

していただくか、開始から60秒でカットして上映します。

ホームページより出品用紙をダウンロード

出品
用紙

必要事項をご記入の上、作品に添付してください。シリーズ作品に関
しては、
「シリーズ欄」にチェックを入れてください。作品１点ごとに、
１枚ご用意ください。

TEL : 086-223-1116

◎CM、WEBムービー、PV、モーショングラフィックは、DVD-Rにデータ（

mail : info@koukokuonsen.com

◎ラジオは、CD-Rにデータ（AIFF形式）で搬入してください。

出品
用紙

DVD-R

CD-R

振込金
受領書
（コピー）

【作品種別】
◎一つのWEBサイト。もしくは、複数のデジタルメディアが一連の流れ

CD-Rに収録

【出品形態】
◎作品のURLを記載した出品用紙を提出。

10月6日（金）

岡山市北区磨屋町10-12 交通オアシスビル７階

※出品用紙のデータを上記まで添付メールにてお送りください。

②WEB部門
作品提出締切／2017年

で展開されたもの。

CD-R

作品提出締切／2017年
〒700-0826

AVI形式もしくはQuickTime形式のムービー）で搬入してください。

※61秒以上の作品は【本編データ】に加え
【ショート版（60秒以内に編集）】

①映像部門

送付先／（株）電通西日本岡山支社クリエイティブ室（担当：手代木）

【出品形態】

の２つのデータを必ずお送りください。

②WEB部門

3.郵送

□出品用紙、□作品、□振込金受領書（コピー）の３点をお忘れなく！

※出品料の振込は、10月2日（月）締切になります。

後日、展示用フォーマットをメールにてお送りします。

10月6日（金）

送付先／株式会社ホノカ（担当：長舩）
〒703-8266

岡山市中区湊342-18

TEL : 086-238-3111

mail : info@koukokuonsen.com
※出品用紙のデータを上記まで添付メールにてお送りください。

ご注意！

クライントへの出品同意は、各自が責任を持って行ってください。

電波・WEB部門は当日会場で全作品の試聴が難しいことを考慮し、10月31日（火）から11月5日（日）まで岡山広告温泉サイトにて公開します。サイト上では、秒数に関わらず全篇を掲載します。
ただし会場での上映作は、1作品最大60秒まで。61秒以上の作品は、60秒以内に編集したデータもご用意ください。61秒以上あるものは、開始から60秒でカットいたします。

【作品の返却について】
電波部門、WEB部門については、作品の返却は、いたしかねますので、
あらかじめご了承ください。

第10回 岡山広告温泉【作品応募要項】

※応募に関してご不明な点は、info@koukokuonsen.comまでお問い合わせ下さい。

2017年8月28日現在

作品応募の手順
1.作品準備
③グラフィック部門

◎単品：１枚のグラフィック作品。

新聞・雑誌

【出品形態】

出品
用紙

◎ポスター作品は、実物展示が原則です。図柄の連続性に関わらず、裁断された印刷物

黒ケント紙に貼って展示

必要事項をご記入の上、作品に添付してください。
シリーズ作品に関しては、
「シリーズ欄」にチェック
を入れてください。作品１点ごとに、１枚ご用意くだ

◎新聞広告、雑誌広告、チラシなどは、実際に掲載された刷り物、もしくは色校正紙などを
提出するか、データの出力紙を台紙に貼って、提出してください。

◎シリーズ作品の場合は、１枚の台紙（最大B2）に貼って提出してください。

④SP・エディトリアル部門

◎電波＆グラフィック他部門用

さい。

１枚を１点とします。連貼り作品は、シリーズ扱いです。
印刷物本体を展示
台紙は不要

③グラフィック部門

ホームページより出品用紙をダウンロード

【作品種別】

◎シリーズ：複数枚で展開される一連のグラフィック作品。
ポスター

3.郵送

2.必要書類の準備

【作品種別】

◎単品：１冊の書籍・冊子、１点のカタログやリーフレットやDMなど。

⑥その他・学生部門

10月27日（金）

送付先／ファイブ・グラフィックス（担当：石井・丸山・河内）

◎出品用紙の添付例

〒700-0974

岡山市北区今村651-106

出品
用紙

ポスター

出品
用紙
出品

新聞・雑誌

作品の裏面に直接貼る

用紙

黒ケント紙の裏に貼る

TEL : 086-246-5653

mail : kouchi@vis-a-vis.co.jp
※出品用紙のデータを上記まで添付メールにてお送りください！
【作品を直接持ち込まれる方】

【出品形態】

◎書籍、雑誌、
フリーペーパーは印刷物本体のみ。

印刷物本体を展示
台紙は不要

⑤プロダクト部門
作品提出締切／2017年

◎シリーズ：複数の冊子やカタログ、
リーフレット、DMなどが一連の流れ（タイトルやテー
マ）で展開されたもの。

④SP・エディトリアル部門

2017年10月27日（金）の10時から18時の間に、上記までお持ち込

出品
用紙

み下さい。なお、都合により、25日の持ち込みが難しい方は、予め、

◎パンフレット、会社・学校案内、カタログ、
リーフレット、DMなどは、印刷物本体のみ。
◎シリーズ作品の場合は、１枚の台紙（最大B１）に貼って提出してください。

ご相談ください。
クリップ等で留める

⑤プロダクト部門

【作品種別】

◎シリーズ：複数のアイテムやプロジェクトが一連の流れ（ブランド、キャンペーン、テーマ）

写真
写真
写真

原則実物を展示

【作品の返却について】

◎単品：１つのアイテム・プロダクト
（個体）、１つのプロジェクト
（店舗、物件、会場、アイテムなど）。

写真を台紙に貼って展示

で展開されたもの。

出品
用紙

写真
写真

会終了後、イオンモール1F会場から各自持ち帰るようお願いします。

写真

台紙の裏に貼る

【出品形態】

◎オリジナルにデザインされた箱、ボトル、缶、ラベル、食品等のパッケージ、CD・DVDな

どのパッケージ、包装ラベルやショッピングバックなど単体の製品の場合は、製品本体を

⑥その他・学生部門

【作品種別】

振込金
受領書
（コピー）

◎単品：１つの展示作品。

◎①〜⑤の部門にあてはまらない自主制作、写真、イラスト、造形、インスタレーション、プ

ログラミング等の出品が可能です。

◎学生の方の作品も、原則として①〜⑤の出品形態に準じた作品をご用意ください。イラ

スト、写真、造形等の出品も可能です。詳しくは、お問い合わせください。

ご注意！

クライントへの出品同意は、各自が責任を持って行ってください。

info@koukokuonsen.com
岡山広告温泉実行委員会
事務局：岡山市北区磨屋町10-12交通オアシスビル7階

◎シリーズ：複数の作品が一連の流れ（テーマ）
で展開されたもの。
【出品形態】

【お問い合わせ】
お問い合わせは、下記メールアドレスまで

そのまま提出してください。

◎シリーズ作品や出品作品内容で不明な場合は、お問い合わせください。

作品は基本的に返却いたしません。返却希望の方は11月5日の展示

（株）電通西日本岡山支社内（担当：手代木）

□出品用紙、□作品、□振込金受領書（コピー）の
３点をお忘れなく！

※出品料の振込は、10月2日
（月）締切になります。

http://www.koukokuonsen.com

