
 

 
please check these rules which will apply once your team has paid and entered 

please make sure that you read this paper carefully, repeatedly and understood and 
agree to its implications. 
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straight 8 shootout 2018: rules （日本語は英語のあとに） 

 
intro 
shootout is our ad industry version of straight 8. it’s for any kind of company working in 
the ad industry, only, and teams enter under their company name 
 
- 
 
you’ve been brave enough to choose to make a film in one of the hardest ways on 
earth and no-one, including you, will see your film before its cinema premiere (see final 
page). all films will be shown, no matter how they come out - or even if they don’t! 
 
soundtracks are compulsory and must be completely original . our copyright paragraph 
below must be complied with by you and all your film’s contributors.  if you’re thinking 
about using creative commons music, read the small print - you’d have to include a 
long set of credits in your film and we doubt you’ll want to do that - so original audio 
only please 
 
if  you shoot anything playing on a screen, even incidentally, it will need to be your own 
footage for copyright reasons. and the same goes for magazines, artwork etc  
 
despite these rules being clear - we have to reject films every year down to copyright 
issues so be super-safe 
 
cautionary tale over. suffice to say, please read all the following rules and tips really 
carefully  before you plan your production… 
 
 
safety / responsibility 
you are responsible not just for the safety of yourself and your team during recce’ing, 
rehearsing, filming and recording but also that of the general public. please be safe and 
put safety above everything else. straight 8 / seven productions cannot be held 
responsible for your production in any way 
 
in the unlikely event that your film cartridge becomes lost or damaged whilst in our 
care, we will only be able to replace the cartridge. we will not be able to refund your 
production costs: the star talent, thousands of extras, catering, eight trashed skodas 
and so on 
   

 



 

 
 
copyright 
the copyright paragraph below is the law. please read and consider it carefully at 
concept stage. you will be signing this as part of the film submission form and it is 
legally binding: 
 

“as the director and producer submitting the above straight 8 film, i confirm 
that i own all the rights to the film. i can show it anywhere i want to but only 
after its first straight 8 public showing (if it is selected). 
 
i grant straight 8 productions non-exclusive rights to show the above straight 
8 film, if they choose to do so, anywhere on any format at any time in the 
future under the banner of straight 8 including but not limited to the 
following: straight 8 events, straight 8 screenings at other events, straight 8 
website or podcasts, straight 8 showtapes, straight 8 branded dvds, straight 8 
feature films, straight 8 tv programmes or features within other tv 
programmes, straight 8 ‘channels’ within other websites, podcasts and the 
like. 
 
i warrant that i am entitled to assign these rights for all contributors to and all 
elements of my film.  i and all actors and crew appearing in or involved in the 
making of my film have completely released all rights to me for use with the 
film wherever and whenever it is shown as detailed above. 
 
all composers and performers (and publishers if relevant) of any part of the 
film’s soundtrack have completely released all rights to me for unlimited use 
with the film wherever and whenever it is shown and as detailed above.” 
 
so to re-cap… 
 
make sure your film does not contain any copyrighted material. spiderman costumes 
and footage on tv screens are a bad idea 
 
your soundtrack needs to be 100% original. if you do use music it needs to be an 
original composition with no copyrighted samples, no library music, no creative 
commons, no public domain recordings 
 
 
   

 



 

the film 
you must use COLOUR NEGATIVE SUPER 8MM  FILM for this competition. do not buy 
reversal film, black and white film, or 8mm film, as we will not be able to process it and 
your entry will not be able to be accepted or refunded. we will send labels which will 
have your unique entry number on them. stick the cartridge label onto your film 
cartridge, and later the address label  onto your package to send to the lab in london 
 
for a minimum of 3 seconds, you need to include your entry number, in any style you 
want, at the start of your film, so that we can see it clearly when we see your film.  we 
also recommend that your film visually includes its title. this can be at the start and 
combined with the entry number, but equally the title can come wherever you want it 
creatively. please do not include your company/team name in your film titles as it needs 
to remain a secret for the premiere. later, we will add a straight 8 digital title card to 
your film for when it goes online, like on the all straight 8’s we’ve ever put online 
 
everything about your film can only be made in-camera on that one cartridge. its 
maximum length is 2 minutes 30 seconds ( we will be projecting at 24 frames per 
second - people get confused about this so if you’re not sure, email us before you 
shoot but do get a camera that can run at 24fps ). you can make a shorter film but it’s 
impossible for it to be longer 
 
shorter films are fine. if you do make a film shorter than the maximum 2’30”, then when 
you’ve completed your last shot, cover the lens and the viewfinder, set the smallest 
aperture and run the film to the end of the cartridge before removing it from your 
camera. you should then see the word ‘EXPOSED’ stamped on the last part of film 
showing on the cartridge. if you’ve done this, we will trim off the spare black at the end 
for you. don’t think the audience will love you for filming your credits or leaving black 
for the last 30 seconds! similarly, make your soundtrack the appropriate length for your 
film for a good audience experience - don’t leave the audience literally in the dark for 
ages at the end of your masterpiece! 
 
once exposed, package up the un-developed cartridge and fix the address label to the 
outside of your package . this package must be with us in london by the film delivery 
deadline  - see final page 
 
please do not include any lab instructions (no push / pull or cross-processing or special 
scanning instructions either, for straight 8, sorry). you must have ‘no commercial value’ 
and ‘ for cultural purposes only’ on the package and on any customs and courier forms. 
we won’t pay any import duty on your multi-million dollar epic even though we’d love to 
see it. cinelab or we will contact you if any import duty needs to be paid and you will be 
liable for this – that should not happen if you stick to these rules however 
 

 



 

the sound 
your film must have a soundtrack. no silent films please, we’ve all moved on! your 
soundtrack will have been made ‘blind’ as you won’t have seen your film when you 
create it 
 
we will synch your soundtrack to the first frame of your film. so imagine your film’s 
sound starts when you pull the trigger on your first shot (when you will also be shooting 
your entry number) 
 
we don’t accept special instructions regarding sound playback or synching. so, for 
example, if you want the first 10 seconds to be silent, include 10 seconds of silence at 
the start of your soundtrack because we will synch first frame of picture with the start 
of your sound file . and you’ll get the ten seconds silence you needed, that way! 
 
your soundtrack must not be any longer than your film.  make the soundtrack end the 
way you want it to at 2’30” exactly, or less if your film is shorter.  a couple of seconds 
over is ok, so if you feel there’s good reason for it to fade off or finale after the end of 
picture that’s acceptable - but please, no longer than about 2’35” max! how you leave 
the audience feeling at the end of your film is what you need to care about! 
 
make sure you’re happy with the audio levels: that they’re balanced throughout and at 
a good overall level. a stereo mix is fine but if you want to make a 5.1 mix(!) we’ll do our 
best to get it played that way in the cinema 
 
when your soundtrack is complete, create a WAV or AIF file. MP3’s are very 
compressed and are not good enough for a screening in a big cinema. make the audio 
file’s name your entry number. for example: 201800013.wav 
 
then send us your soundtrack via a link (wetransfer, dropbox etc) emailed to 
entrants@straight8.net by the soundtrack deadline - see final page 
 
 
film submission form 
we will email a link to our submission form with your entry number. please complete 
and sign your film submission form digitally by the soundtrack deadline. the form is 
legally binding and by completing it you’re committing your entry and abiding by our 
rules. if you can’t agree to everything on it, your film should not be submitted. if 
something changes during production and your production does not comply with it, 
your entry will not be accepted, nor refunded 
 
on the form you must also let us know your chosen registered charity so that we can 
make a donation on your behalf should you be one of the winning teams 

 



 

judging 
the winners will be decided by vote at your shootout’s premiere. there will be one 
ballot slip per entering company or team. this is used to select your gold, silver and 
bronze choices. no-one can vote for their own film. and no tactical voting. this stops it 
being a popularity contest! and we don’t let the audience know who made which film, 
which is why we ask you not to include the company/team name in your credits. it’s 
nicer for the teams not to know until judging is over.  
additionally the whole audience ‘votes’ for the audience award  winner which is the film 
that gets the loudest reaction at the end, besides the gold/silver/bronze winners. 
each team with a film showing will receive one complimentary ticket to the premiere 
 
film returns 
we will normally send you a link to a downloadable pro-res file of your film within two 
weeks of the premiere. if we are holding another screening shortly after, we may delay 
this until that screening has happened. we do not return the super 8 spools. if you do 
require yours, special arrangements will need to be made in advance, so ask for details 
before 2 weeks after the premiere, after which films may not be kept any longer 
 
finally 
check our website and vimeo channel for examples of great past straight 8 films. also 
check our site’s faq page  where you’ll find answers to lots of questions, plus a link to a 
facebook group ‘straight 8 entrants’  which you can request access to and where you 
may find people willing to offer advice.  there’s also a very useful guide for shooting 
titles, text and anything in close up that really matters for the audience to read. 
(knowing your camera’s minimum focus distance is a very good idea). you should check 
this out 
 
right that’s it!  
 
thanks for getting involved and we hope you will enjoy the straight 8 experience  
 
be safe, be smart, have fun  
 
may the gods of celluloid smile on you 
 
welcome to straight 8 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
see all deadlines on following pages 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   

 

http://www.straight8.net/
https://vimeo.com/straight8
http://www.straight8.net/faq/
https://www.facebook.com/groups/1664249947161006/


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

deadlines for straight 8 shootout usa / south africa / japan 2018 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

DEADLINE  USA  SOUTH AFRICA  JAPAN 

FILM DELIVERY 
IN LONDON 
 

19 OCT 2018  25 OCT 2018  5 NOV 2018 

SOUNDTRACK  
& FORM 
SUBMISSION 
 

23 OCT 2018  30 OCT 2018  8 NOV 2018 

PREMIERE 
 
 

14 NOV 2018 
CHICAGO 

22 NOV 2018 
CAPE TOWN 

EARLY DEC (TBC) 
TOKYO 

 
 
film delivery address: 
use label and instructions - as per rules above 
Cinelab London, 715 Banbury Avenue, Slough. SL1 4LR, UK  
 
 
sound delivery: 
on an link emailed to entrants@straight8.net - as per rules above 
 
 
submission form delivery: 
using web-link emailed to you with your entry number - as per rules above 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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こちらの参加規則は、エントリー・入金後すぐに適用されるのでご確認ください。 
 

 
こちらのルールはできればエントリー前に面倒ですが熟読、理解していただき、もし不明点がありましたら

san@straight8.net まで連絡ください。 
 

 
ストレート 8 シュートアウト 

米国//南アフリカ// 日本  
2018 

 

ストレート8 シュートアウト 2018: 　　参加規則 
 
はじめに 
ストレート８の広告業界版として始まったシュートアウトは、広告関連会社限定のコンテストであり、参加チー

ムは企業チーム名で参加します。 
 
- 
 
地球上で最も厳しい映画製作に挑む勇者たちは、試写会まで自身含めて素材をみることができません（最終ペー

ジ参照）。映画のできがどうであれ（映画という形にならなくても！）、全ての作品は上映されます。 
 
サウンドトラックをつけることは必須条件であり、完全オリジナル素材を製作してください。下記の著作権の規

定は、チームはもちろん、協力者にも適用されます。Creative Commonsの楽曲を検討している方は、必ず規約を

ご覧ください。全てのクレジットを映画に入れることが義務付けられていることからもオリジナルを開発するこ

とを強くお勧めします。 
 
画面上に表示されている映像を撮影する際は、これが意図せずの結果としても、著作権の観点から、ご自身が著

作権を所有する素材に限定します。これは、雑誌、アートワーク等にも適用されます。 
 
この様に明確に規約に記載しているにもかかわらず、著作権の問題で毎年いくつかの作品は却下となります。 
 
注意事項はここまでにしますが、必ず製作を始める前に参加規約やヒントを熟読してください。 
 
安全　/ 責任について 
 
準備、リハーサル、撮影・録画など、製作過程において、チームメンバーおよび一般のみなさんに対する安全性

を確保する責任は、あなたにあります。全てにおいて安全第一を守ることを忘れずに。皆さんの製作において、

ストレート８・sevenプロダクションは一切責任を負いません。 
 
素材をストレート８に提出した後、万が一、映画カートリッジの紛失・破損があった場合、弁償対象となるのは

カートリッジのみとなります。出演俳優、何千ものエキストラ、ケータリング、ボコボコにした8台の軽トラなど 
、プロダクションコストは一切弁償対象とはなりません。 
 
 
著作権について 
ここに記載される著作権における規約は法律に基づき、規定されています。作品提出の際には、法的な拘束力を

持つ同意書にサイン、署名していただくすることになりますので、コンセプト段階で必ず熟読してください。 
 

“ストレート８に作品を応募する監督・プロデューサーとして、私はこの映画のすべての権利を持って

おり。ストレート８で初上映後に、この映画をどこでも上映できる権利を有します。 
 
私は、ストレート８の名前のもと、ストレート８イベント、その他イベントにおけるストレート８の

試写会、ストレート８ホームページ・ポッドキャスト、ストレート８ショーリール、ストレート８ブ

ランドのDVD、ストレート８フィーチャーフィルム、ストレート８テレビ番組、その他テレビ番組で

の放送、その他ウェブサイトでストレート８チャンネル・ポッドキャスト・同等のメディアをはじめ
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とするいかなる機会、場所、時、フォーマットを問わず上記のストレート８作品を上映できる非独占

的権利をストレート８プロダクションに許諾します。 
 
私の作品における全ての協力者、全ての要素において、この非独占的権利を許諾できる権利が私にあ

ることを保証します。私、そして作品に登場するすべての登場人物および映画製作に携わったクルー

は、この作品がこの同意書に記載される通り、いつでもどこでも上映することにおけるすべての権利

を私に委譲しています。 
 
この作品のサウンドトラック製作にかかわった全ての作曲家、演奏家（もしくは出版社（該当する場

合のみ））は、この作品がこの同意書に記載される通り、いつでもどこでも上映することにおけるす

べての権利を私に委譲しています。」 
 
まとめますと。。。 
 
映画には著作物が入らないよう十分確認してください。スパイダーマンのコスチュームや映像が流れるテレビ画

面などにはご注意！ 
 
サウンドトラックは、1 00%オリジナルのものをお使いください。楽曲も同様であり、著作権のあるサンプル、

ミュージックライベラリーやcreative commonsの素材、公でレコーディングされた素材などは使えません。 
 
 
映画について 
スーパー8mm カラーネガ・カートリッジを使用してください。反転フィルム、モノクロフィルムもしくは8mm
フィルムでは、現像できないため、作品は却下もしくは返金となります。貴チーム専用の応募番号が印刷された

ラベルを送るので、カートリッジには、カートリッジラベル、郵送のため梱包した荷物には、郵送ラベルを張

り、ロンドンのラボ宛に郵送してください。 
 
ストレート８が素材を確認できるよう、明確に識別できる状態で応募番号をフィルムの冒頭に最低3秒（スタイル

問わず）は表示してください。また、題名も素材の一部としてフィルムに収めることをお勧めします。題名は冒

頭の応募番号と一緒でも、映画の中にクリエイティブに織り込むでも、ご自由に！試写会では、匿名で作品を上

映するため、社名、チーム名、その他のクレジットは一切入れないでください。上映後、ネットに映画素材を

アップする際には、ストレート８の他素材同様、ストレート８のタイトルカードを追加します。 
 
作品は全てカメラ上で、一つのカートリッジに収めなければいけません。フィルムは最長で2分3 0秒とします（

24fpsで上映します。これについて不明な方は撮影前にメールにてお知らせください。いずれにせよ24fpsで撮影

できるカメラはご準備ください。）短くすることはできますが、2分30秒以上は不可能です。 
 
2分3 0秒より短い作品でも全く問題ありません。その場合は、最後のカットを撮り終えた後、レンズ・ファイン

ダーのカバーを戻し、絞り値を最小に設定し、フィルムが終わるまで回してから、カートリッジをカメラから取

り出してください。フィルムの最後に「EXPOSED」という文字が見えていることを確認してください。これが見

えていたら、撮影しなかった残りのフィルムはこちらで切り落とします。黒みを3 0秒流すとあまり観客受けはよ

くないので要注意！また、サウンドも、視聴者が作品を満喫できるような長さで製作することが良いでしょう。 
 
撮影が終わった、現像前のカートリッジは、梱包し、荷物の外側に郵送ラベルを貼って提出期限日までにロンド

ンのラボに到着するよう発送してください　－最終ページを参照 
 
ラボへの指示書（残念ながら、増感現像、減感現像、クロスプロセス、特別なスキャン手法などはNGです）など

は同封せず、荷物のすべての税関・配送書類に「‘no commercial value’ 商業価値はありません」、「‘for 
cultural purposes only ’ 文化的目的に限定」と記述していください。素晴らしい大作だとしても、残念な

がらストレート８が輸入税を支払うことはありません。ここの指示通りに記入していただければ問題はありませ

んが、万が一シネラボもしくはストレート８側で関税が請求されることがあれば、こちらからご連絡しますの

で、速やかにお支払いください。 
 
 
サウンドトラック 

 



 

作品には必ずサウンドトラックをつけてください。サイレントムービーの時代はもはや遠い過去。また、画像に

合わせての編曲、MA作業もできないことを予めご了承ください。 
 
サウンドは、カートリッジの1フレーム目に合わせて、こちらでシンクします。よって、参加番号の撮影を始めた

１フレーム目からサウンドが入るという前提で構成してください。 
 
画と音の合わせ方、再生の仕方についての指示は一切受け付けません。例えば、最初の10秒は音無しとしたい場合

は、サウンドトラックに10秒分の無音の尺を入れてください。こちらではあくまでも映像の最初のフレームに合わ

せて、サウンドトラックを再生するのみとします。 
 
サウンドトラックは、作品より長くせず、2’30”ちょうどもしくはそれより短くしてください。フェードアウトや

フィナーレ感をだすために数秒超過することは構いませんが、それでも2’35”には収めてください。作品を見た後

に観客に与える印象を考えて、終わり方は判断してください。 
 
音量もトラック通して適切なバランスが取れているか確認してください。ステレオでもよいですが、5.1chとする

場合は、映画らしいサラウンドとなるようにこちらでできる限り配慮します。 
 
サウンドトラックが完成したら、WAVもしくはAIFファイルで保存してください。MP3は圧縮率が高いため、試写

会での上映には不向きです。オーディオファイルのファイル名は、応募番号にしてください。例　／　

201800013.wav 
 
出来上がりましたら、 サウンドトラックのファイルを(wetransfer, dropbox、等)アップロードしたリンクを

entrants@straight8.net までメールで締め切りまでに送ってください。（最終ページを参照） 
 
 
作品出品の書類 
応募番号が入った応募書類はメールでお送りします。サウンドトラックの締め切り日までに、必ず全て記入、著

名し、電子ファイルを完成させてください。書類には法的拘束力があり、記入することで、ストレート８の規約

に同意したこととなります。書類に記載された条件に同意できない場合は、作品は応募しないでください。ま

た、製作中の変更に伴い、条件に準拠できなくなった場合は、応募資格は失効となりますが返金はありません。 
 
このときの書類で、ひとつチャリティを選んでいただきます。優勝した場合、ストレート８は、貴チームに代わ

り、そのチャリティ団体に寄付をします。 
 
審査 

 シュートアウトの初上映会にご参加いただいた観客の投票によって、優勝作品は選ばれます。参加チーム・会社

は、ゴールド・シルバー・ブロンズそれぞれ選ぶ投票券1票づつが与えられます。自社チームの作品には投票でき
ず、戦術的な投票も禁じています。あくまでも人気コンテストではありませんよ！作品は、匿名で上映するた
め、クレジットにもチーム名は入れないでください。審査が終わるまで誰の作品か分からないことがストレート
８の醍醐味とも言えます。 
このゴールド・シルバー・ブロンズ賞以外に、観客からの投票数が最も多い作品は、「観客優秀賞」が授与され
ます。 
応募したチームは、上映会への優待チケットが一枚もらえます。 
 
 
作品の返却 
上映から2週間以内に、ProResフォーマットにした自社作品がダウンロードできるリンクをお送りします。試写会

から間もなく二回目の試写会を企画した場合は、遅れる場合があります。スーパー８のスプールは返却しませ

ん。返却が必要な場合は、事前にその手続きを行ってください。手続きについては、試写会から2週間以内に個別

に詳細を確認してください。それ以降、フィルムを保管する保証はありません。 
 
最後に 
これまでのストレート８の作品は、ストレート８のホームページ や vimeo チャンネル でご覧いただけます。ま

た、サイトのfaqページ にはよくある質問に対する回答、また ‘ストレート 8参加者’ facebookグループ にアクセス

依頼を出し、参加すればアドバイスやヒントが見つかるかもしれません。また、作品題名、文章もしくは視聴者

に読んでもらいたい文書の表示の仕方、など役立つ情報も満載です（カメラの最短撮影距離を把握しおくことを

おすすめします！）。ぜひご覧ください。 
 

 

http://www.straight8.net/
https://vimeo.com/straight8
https://vimeo.com/straight8
http://www.straight8.net/faq/
https://www.facebook.com/groups/16642499471610
https://www.facebook.com/groups/16642499471610


 

以上が簡単な説明でした。 
 
ストレート８エクスペリエンスにぜひご参加ください。 
 
そして、安全第一で、スマートに楽しみましょう！ 
 
フィルムの神のご加護あれ！ 
 
ストレート８へようこそ！ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
各締め切りは次ページを参照 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

ストレート 8 シュートアウト 米国 / 南ア / 日本 2018　締め切り 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

締め切り  米国  南アフリカ  日本 

ロンドンに映画

素材必着 
 

2018年1 0月19日  2018年1 0月25日  2018年11月5日 

サウンドトラッ

ク＆書類提出 
 

2018年1 0月23日  2018年1 0月30日  2018年11月8日 

上映 
 
 

2018年11月14日 シ
カゴ 

2018年11月22日 
ケープタウン 

12月初旬 (予定)  
東京 

 
 
映画素材郵送先: 
（上記規則に基づき）指示の通りラベルを使用すること 
Cinelab London 
 715 Banbury Avenue, Slough   SL1 4LR 
 UK  
 
 
サウンドトラック送信先： 
メールにてリンクを送る： entrants@straight8.net （上記規則に基づき） 
 
 
応募書類送信先： 
参加番号と共にメールされたウェブリンクから（上記規則に基づき） 

 

 


