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次世代クリエイターを発掘・育成！「DAIV MOVIE CONTEST 2017」開催 
賞品総額約 100万円のクリエイターPCを授与 

8月9日(水)より特設サイトOPEN
2017.08.09

マウスコンピューターTOP > 次世代クリエイターを発掘・育成！「DAIV MOVI…
Like 1 ツイート 0

※ 画像はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下「マウスコンピューター」）は若手クリエイターの発掘と育成を目
的とした動画コンテスト「DAIV MOVIE CONTEST 2017」(以下「本コンテスト」)を 8月22日(火) ～ 9月30日(土) の期間で開催致します。

本コンテストは 8月9日(水)より特設サイト ( http://mouse-fan.jp/lp/dmc17 ) にて応募テーマを公開し、8月22日(火)よりプロフェッショナル・アマチュ
アの各部門で、オリジナルで制作した動画作品の募集を行います。受賞作品は、マウスコンピューターの店舗やWEB、マウスコンピューターファン
サイト“mouse fan”での作品公開を予定しています。さらに受賞者には、特別優秀賞の 30万円超えのデスクトップPCをはじめとしたクリエイターPC

「DAIV」を授与します。

「DAIV MOVIE CONTEST 2017」の詳細については、コンテスト特設サイト ( http://mouse-fan.jp/lp/dmc17 ) にて8月9日(水)より公開致します。

DAIV ホームページ

DAIV MOVIE CONTEST 2017 特設サイト

[プロフェッショナル部門] (プロとして活動されている方) 

特別優秀賞 1名様：賞品 DAIVデスクトップクリエイターPC 

DAIV-DQZ510U1 [ 369,800円 ](税別) 

http://www.mouse-jp.co.jp/creator/desktop/p5000/#daiv-dqz510u1

優秀賞 1名様：賞品 DAIVデスクトップクリエイターPC 

DAIV-DGZ510H2-SH5 [ 224,800円 ](税別) 

http://www.mouse-jp.co.jp/creator/desktop/dgz510/#daiv-dgz510h2-sh5

[アマチュア部門] 
特別優秀賞 1名様：賞品 DAIVノートクリエイターPC 

DAIV-NG4500H1-M2SH5 [ 179,800円 ](税別) 

http://www.mouse-jp.co.jp/creator/note/ng4500/#daiv-ng4500h1-m2sh5

優秀賞 2名様：賞品 DAIVノートクリエイターPC 

DAIV-NG4500M1-SH2 [ 139,800円 ](税別) 

http://www.mouse-jp.co.jp/creator/note/ng4500/#daiv-ng4500m1-sh2

コンテスト概要

■名称：DAIV MOVIE CONTEST 2017

■募集期間：2017年 8月 22日（火）～ 2017年 9月 30日（土）23:59

■応募テーマ： 

プロフェッショナル部門・アマチュア部門に分かれて30～180秒のオリジナル動画作品を募集。 

マウスコンピューターのイメージとなっている
１「mouse（ネズミ）」 

２「チーズ」
３「mouseのロゴマーク」 

４「マウスコンピューターのイメージカラー黄色の世界観」のいずれか1つを動画内で使用すること。 

※実写・CG・アニメーションなど含め撮影技法やジャンルは問いません。
※マウスコンピューターのロゴ素材は特設サイトにて配布いたします。

■賞および賞品：賞品総額約100万円！！

■応募方法 

YouTube へ投稿した動画を「専用応募フォーム」から応募いただけます。 

“mouse fan”( http://mouse-fan.jp/lp/dmc17 ) に会員登録して、コンテストの応募フォームからご応募ください。必要事項に記入またはチェックを入れ
て、応募動画は YouTube に限定公開設定でアップし、URLを添付してご応募ください。

＜提出物＞
動画作品: 30 ～ 180秒 までの未発表の動画作品に限ります。 

応募作品数に制限はありません。何作品でも応募可能です。
他者の肖像権や、音楽、画像など著作権を侵害する作品/公序良俗に反する表現が含まれた作品は応募不可とします。 

※本人以外の人物や作品が映る場合は許諾を取ってください。

■応募資格 

動画に興味を持つ個人、グループ・団体・学生などプロやアマチュアを問わず、どなたでも応募できます。

■応募締切 

2017年 9月 30日（土）23：59

■審査スケジュール 

10月1日 （日） ～ 10月10日 （火）  一次選考 

10月13日 （金） ～ 10月23日 （月） mouse fan内での一般投票 

10月24日 （火） ～ 10月26日 （木）  二次選考 

10月27日 （金）  入選作品発表 

11月3日 （金・祝） 上位入賞者発表

■コンテストに関する問い合わせ 

contest@mouse-fan.jp

審査委員会とゲスト審査員

＜審査委員会＞
【委員長】
株式会社マウスコンピューター 代表取締役社長 小松 永門 

「DAIV MOVIE CONTEST 2017」事務局

＜ゲスト審査員＞
株式会社イマジカ・ロボットホールディングス 顧問 長瀬 朋彦 

株式会社クリーク・アンド・リバー社 代表取締役社長 井川 幸広 

一般社団法人 日本REPエージェンシー協会[JRAA] 理事長 緒方 誠一 

株式会AVATTA CEO 桐島ローランド

記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。※
画像はイメージです。※
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