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BrainOnlineVideoAwardとは

「BrainOnlineVideoAward（BOVA）」は映像制作業界の活性化と、
これからの時代を担うオンラインビデオクリエイターの
発掘と育成を目指し、月刊『ブレーン』が2013年より実施する、
オンライン動画に特化した公募型コンテストです。

ブレーンでは、これからの才能に出会える場としてオンライン動画領域に着目し、
若きオンラインビデオクリエイターを応援するべく、このアワードを創設しました。

協賛企業からの課題に対して、クリエイターが自由な発想で制作した

オンライン環境に最適化された動画が集まります。
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オンライン動画ならではのクリエイティビティを3つの視点で審査します。



再び需要が増すオンライン動画
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月刊「宣伝会議」20年8月号 宣伝部長105社アンケート（抜粋）

Q.広告・宣伝活動で活用している媒体についてお伺いします

・今後重視したい媒体（オンライン動画）

2019年：39.2％ ➡ 2020年：54％

・特に重視している媒体（オンライン動画）

2019年：54.9%          ➡ 2020年：65％

Q.昨今の広告マーケティングに関わる話題・手法で関心のあることを
最大3つまで教えてください。

・動画の活用

2019年：36.7%      ➡ 2020年：47％

過半数に近い広告主が動画活用を積極的に検討している



BOVA2022(一般公募部門)概要

■作品募集期間 2021年10月1日～2022年1月21日(予定)
月刊『ブレーン』2021年11月号（10/1発売）にて課題広告掲載。

■応募方法 協賛企業から出された課題に対して、
解決策となる3分以内の動画を募集します。
これまでに未発表の動画であれば、
プロ・アマや撮影方法など問いません。

■入賞作品の発表 月刊『ブレーン』2022年5月号・6月号（4/1発売・5/1発売）の誌上と
BOVAオフィシャルサイトで発表いたします。

■賞およびその内容 グランプリ （1点）・・・ 賞状・賞金100万円・トロフィー
準グランプリ（1点）・・・ 賞状・賞金30万円・トロフィー
審査員特別賞（3点）・・・ 賞状・賞金5万円
学生部門賞 （2点）・・・ 賞状・賞金5万円
協賛企業賞（各1点）・・・ 賞状・賞金3万円

■審査員 日本の広告界を代表するクリエイター、プランナーによる厳正な審査

4



BOVA2021は一般公募部門と広告主部門の2部門で作品を募集。一般公募部門では協賛企業から出題された
課題に対して、プロ・アマや撮影方法は問わず、解決策となる3分以内のオリジナルの動画を募集。

協賛企業８の課題に対して、192作品の動画が集まりました。

※広告主部門ではオンライン上（企業ホームページや動画共有サイトなど）に掲載した実績があり、
企業の課題を解決しているオンラインならではの動画を募集し、審査・表彰します。BOVA2021では150作品の応募がありました。

協賛企業
(五十音順,敬称略)

受賞作品
（一部）

BOVA2021（前回）実績

BOVA2019
アットホーム、カンロ、ジョルダン、デンソー、ナプラ、パイロットコーポレーション、ピクテ投信投資顧問、
富士フイルム ヘルスケアラボラトリー、渕上ファインズ、フラグスポート、三井ホーム、三越伊勢丹、森永製菓、ヤマハ

BOVA2018
旭化成ホームプロダクツ、出光興産、キリン、第一興商、タカラトミー、ディーエイチシー、東急不動産、東京都交通局、東武タワースカ
イツリー、パイロットコーポレーション、ブラザー工業、リクルートマーケティングパートナーズ

BOVA2020
伊予銀行、エポック社、オリエントコーポレーション、ソニーマーケティング、リクルート、
ナチュラルサイエンス、日本チューインガム、パイロットコーポレーション、不二家、楽天、ロジクール

BOVA2021
関西電力、スリーボンド、タカラベルモント、東急リバブル、ニフティ、マスメディアン、三井住友カード（2課題協賛）



木村健太郎 佐々木康晴
博報堂ケトル 取締役／エグゼクティブ クリエイティブディレクター 電通デジタル

博報堂 グローバル統合ソリューション局長 クリエーティブ・センター長／エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター

広告会社の職種縦割りのバケツリレーを破壊するスタイルを確立し、2006年博報堂ケ
トルを設立。マス広告だけでなく、コンテンツやサービスなどを中心に置いた統合
キャンペーンを数多く創出。カンヌチタニウムライオンなど25を超える海外審査員を
務める。2017年から博報堂の海外クリエイティブ統括を兼任、2020年から博報堂イン
ターナショナルチーフクリエイティブオフィサー。

電通入社後、コピーライター、インタラクティブ・ディレクターを経て、2011年から
ECDとしてニューヨークに出向。帰国後の現在はデジタルのクリエイティブとブラン
ド体験創造のリーダーを務める。国際広告賞の受賞や国際カンファレンスでの講演も
多数。2019年カンヌライオンズ・クリエイティブデータ部門審査員長、2020年D&AD
デジタル部門審査委員長。

たじまなおこ 田向潤
CM・映画監督 映像ディレクター

慶応義塾大学卒業後、ロンドン映画学校を経て、博報堂プロダクツに入社。ディレク
ターとして活躍。カンヌ映画祭、ハリウッド映画祭、ショートショートフィルムフェ
スティバル＆アジア、カイロ映画祭など多数入選、受賞経験あり。2012年に独立後、
世界をまたにかけてCM、映画、PVを演出。2016年に演出したアマゾンプライムの犬
と赤ちゃんのCMは、日本にとどまらず、全米及びヨーロッパ各国でも放映される。

1980年生まれ。多摩美術大学を卒業後、デザイナー経験を経て、CAVIARへ加入。そ
の後2011年よりフリーランス。
2018年よりCONNECTIONへ参加。主な仕事に、きゃりーぱみゅぱみゅ、くるり、
SMAPのMV。モンスターストライク、ヤフオク！、Newニンテンドー3DSのCMなど
がある。

中島信也 眞鍋海里
東北新社 PARTY 

副社長／CMディレクター クリエイティブディレクター

1959年福岡県生まれ。大阪育ちの江戸っ子。武蔵野美術大学卒業。カンヌライオンズ
をはじめ多数の賞を受賞。日清食品カップヌードル｢hungry？｣、サントリー｢伊右衛
門｣、TOTO｢菌の親子｣など。2010年劇場用映画｢矢島美容室」を監督。

宮崎生まれ。タワーレコード、Webプロダクション、BBDOを経て現職。課題解決と
話題化を両立させる“ コンテンツ発想” でさまざまなブランドコミュニケーションを手
がける。主な仕事として、AUTOWAY「雪道コワイ」3 部作、Paymo「Table Trick」、
ブックオフ「本気のお願い広告」、近畿大学「MAGROBO」、ニトリ「スキップでき
ない劇場」、超特急 スマホ連結MV「gr8est Journey」など。

審査員陣（BOVA2021実績）

最終審査員

一次審査員
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磯見大 大森歩 小野田玄 Jo Motoyo 水落豊 神田祐介 栗田雅俊 小島翔太 佐藤雄介 宮地成太郎

ティー・ワイ・オー
SPARK

AOI Pro. 
東北新社
OND°

太陽企画
TOKYO

電通クリエーティブX 博報堂 電通 博報堂 電通 電通



フェローパートナー
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BOVAは、若手のオンラインビデオクリエイターの発掘と育成を担う登竜門です。本アワードの
主旨に賛同いただき、協力していただける企業に動画制作を担保いただくフェローパートナーと
してご参画いただいております。(BOVA2021：20社参画)

• AOI Pro.

• asura

• IMAJICA IRIS

• サイバーエージェント

• スターランドコミュニ
ケーション

• ピークス

• ソアズロック

• タイプゼロ

• たき工房

• 電通クリエーティブX

• 東京アドデザイナース

• 東北新社

• バズクロウ

• HOTZIPANG

• びより

• フラッグ

• Y4create

• 123RF

• BIS

• Film.MISSION

• 近畿大学

• 桑原デザイン研究所

• 東京表現高等学院MICA

• 東放学園

• 東北芸術工科大学

• 東洋大学

• 日本デザイナー学院

• 武蔵野美術大学

▼School Partner

▼Fellow Partner



作品募集プロモーション
応募を数多く集めるために、月刊「ブレーン」など弊社メディアをはじめ、雑誌、Webサイトで
の広告掲載やパブリシティ、広告関連会社・団体、教育機関および全国有力書店への資料配布・
ポスター掲示など、積極的なプロモーション活動を展開していきます。
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1. 当社媒体による展開

『ブレーン』『宣伝会議』『販促会議』『広報会議』『アドバタイムズ』など

2. 当社主催クリエイティブコンテストへの過去応募者へ告知（eメールなど）

3. 交通OOHへの出稿

4. 主要広告会社、制作会社への応募促進説明会、ポスター掲示や資料配付

5. 編集部公式facebookやtwitter等ソーシャルメディアを活用した情報の拡散

6. 大学、短大、専門学校など、学生・研究者に向けたポスター掲示や資料配付

7. パブリシティ展開（マスメディア、Webメディアなどへの記事掲出アプローチ）

8. 書店でのPOP掲示

9. 宣伝会議主催・協力による教育講座、セミナー、イベントでの資料配布



課題オリエンテーション
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応募予定者に向けて具体的なオリエンテーションを実施していただきます。
※9月に収録したものを10月1日よりオンラインで配信いたします。

▽具体的な項目例
１．課題の目的・目標
２．市場の背景、動向
３．想定ターゲットとその特徴
４．課題の訴求ポイント

（コンセプトや機能・情緒的価値、その裏付けとなる事実など）
５．企画にあたってのトーン＆マナーおよび注意事項など

●日程 2021年9月に収録
2021年10月1日配信予定

●会場 宣伝会議本社スタジオ
●形式 ライブ配信（質疑応答あり）
●時間 1協賛企業あたり25分

背景の合成

投影資料



ご協賛のメリット
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オンラインに適した「企画アイデア」と「完パケ動画」が集まります。
• 大手広告会社、プロダクションに所属するプランナーやクリエイターを中心にアイデアが数多く集まります。

また、大学生や一般生活者からの応募もあり、新鮮なアイデアが期待できます。

• 課題テーマは自由設定が可能。企業ブランドまたは商品ブランドを表現する完成した動画が集まります。

優れた動画は、実際に使用することもできます。
• 企画の版権・著作権は応募者に帰属しますが、

応募時点で協賛企業は自社に応募のあったすべての動画をマーケティングに活用いただけます。

※実際の使用に関しては宣伝会議に一度ご相談ください。必要であれば弊社から応募者との調整を行います。

企画力・クリエイティブ力の高い、新規発注先の開拓も可能です。
• ユニークなアイデアが、地域や職種を越え幅広い応募者から集まります。

• ご希望に応じてオリエンテーションやプレゼンテーション、贈賞式などの機会を受賞者とのネットワークづく

りにご活用いただけます。企画力の高い発注先の開拓につながります。



BOVAの活用シーン
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企画・アイデアに課題

③Web(SNS/YouTube)広告として活用

④アプリ内のコンテンツとして活用

⑤店頭サイネージにて作品を放映

⑧企業ブランディングを目的とした作品活用

⑨オウンドメディアの記事ネタとして活用

①集まった作品をもとに
キャンペーン企画を立案

②BOVA特設サイトをオープンし
集まった作品を公開

⑥企業や商品の周年施策の一環として活用

⑦インターナルコミュニケーション
施策として活用

レスポンス訴求 ブランド訴求

コンテンツに課題

P12~ P17~

P14~ P19~



料金・申込締切
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お問い合わせ先

ご興味がある方は、問い合わせフォームか以下のご連絡先よりお問い合わせください。

●消費税別
●上限15課題、1カテゴリー1社制。申込は先着順となります。お早めにお申込ください。

●動画の著作権については、応募者に帰属します。ただし、本アワードに応募された作品に関して、
当アワード及び協賛社は応募者の許諾なく無償でマスメディア、及び提携サイト、
出版物などのあらゆる媒体にて2022年4月から1年間利用または使用できる権利を持つものとします。

●本賞応募者の個人情報は、『ブレーン』誌面での受賞発表、連絡、および個人を特定できないマーケティ

ングデータとして主催者が活用するものであり、協賛各社に提供されるものではないことをご了承ください。

価格や事例についてはこちらのフォーム

よりお問い合わせください
一次申込締切 ： 2021年5月31日（月）

企画内容はウェブサイトからもご覧いただけます。http://www.biz.sendenkaigi.com

本社 〒107-8550東京都港区南青山3-11-13新青山東急ビル9階 TEL:03-3475-3010（代表）
関西本部 〒530-0003大阪市北区堂島2-1-31京阪堂島ビル5階 TEL:06-6347-8900
中部本部 〒461-0005名古屋市東区東桜1-13-3NHK名古屋放送センタービル6階 TEL:052-952-0311
九州本部 〒810-0001福岡市中央区天神2-14-8福岡天神センタービル7階 TEL:092-731-3331
北海道本部 〒060-0001札幌市中央区北一条西4-1-2武田りそなビル6階 TEL:011-222-6000

https://biz.sendenkaigi.com/other/inquiry/?r=r-menu
https://cont.sendenkaigi.com/l/863161/2021-02-02/2tfgbd
https://cont.sendenkaigi.com/l/863161/2021-02-02/2tfgbd

