「日本で最も美しい村」フォトコンテスト 2016
「日本で最も美しい村」連合では、
「日本で最も美しい村」の情景～生活の営みと景観、文
化～をテーマに、日本全国の連合加盟地域で撮影された作品を募集します！
生活の営みにより形成されてきたその土地ならではの景観・環境や地域の伝統文化が伝わ
る写真など、小さくても輝くオンリーワンを持つ町や村、地区の情景を是非ご応募くださ
い。
受賞作品は、10 月中旬以降に当フォトコンテスト結果発表ページにおいて発表いたします。
たくさんのご応募をお待ちしております！

■■応募要項■■
■募集期間
平成 28 年 6 月 21 日（火）から同年 8 月 22 日（月）午前 10：00 まで
■応募テーマ
「日本で最も美しい村」の情景～生活の営みと景観、文化～
■対象エリア
「日本で最も美しい村」連合の加盟町村地域
【北海道・東北地方】
北海道：美瑛町・赤井川村・標津町・鶴居村・京極町・黒松内町・滝川市江部乙・江差町
青森県：田子町
秋田県：小坂町・東成瀬村
山形県：大蔵村・飯豊町
福島県：飯館村・北塩原村・三島町・大玉村
【関東・中部・北陸地方】
栃木県：那珂川町小砂
群馬県：昭和村・中之条町伊参・中之条町六合
山梨県：早川町
長野県：大鹿村・木曽町・中川村・南木曽町・小川村・池田町・高山村・原村・伊那市高
遠町
岐阜県：下呂市馬瀬・東白川村
静岡県：松崎町・川根本町
【近畿・中国・四国地方】
京都府：伊根町・和束町
兵庫県：香美町小代
奈良県：曽爾村・十津川村・吉野町

鳥取県：智頭町
島根県：海士町
岡山県：新庄村
徳島県：上勝町
愛媛県：上島町
高知県：馬路村・本山町
【九州・沖縄地方】
福岡県：八女市星野村・東峰村
長崎県：小値賀町
熊本県：南小国町・高森町・球磨村
大分県：由布市湯布院町塚原
宮崎県：高原町・綾町・椎葉村
鹿児島県：喜界町
沖縄県：多良間村
■応募条件
応募要項に同意頂ける方
※プロ・アマ、居住地、年齢、性別、国籍を問いません。
※本キャンペーンに関与している企業や団体等に勤務する方もご応募できます。
■応募方法
インターネットによる応募とします
■応募データ
・JPEG ファイル
・デジタル、フイルムを問わずカメラで撮影された素材を元にしていること（完全な CG は
対象外です）
・画像にサイン等（クレジット表記含む）の情報を合成したものは応募できません。
・コンテストにご応募いただく作品（以下応募作品といいます）は、応募者本人が著作権
をお持ちの作品であること
※Exif 情報は残したデータをご応募ください（撮影されたデータをそのままお送りいただ
けますと通常は消えませんのでご安心ください）
。
※デジタル加工も可。その場合にはコメント欄に「デジタル加工」の旨を入力ください。
※撮影にあたっては、十分マナーを守り、周辺施設や、地域に暮らす方々の迷惑になる行
為等が無いように行ってください。
■応募数
制限はありません
※1 回のお申し込みにつき 3 点まで
※写真毎に対象エリアを選択してください

■結果発表
平成 28 年 9 月中に入賞作品を選定し、10 月中旬以降に当フォトコンテスト結果発表ペー
ジにおいて発表いたします
■賞品及び賞金
・グランプリ：計 1 名
-キヤノン「EOS 5D Mark III・EF24-105L IS U レンズキット」
http://cweb.canon.jp/eos/lineup/5dmk3/
＋ 賞金 10 万円（各 1 点）
・特選：計 3 名
-ロープロ「プロランナー BP 450 AW II」
https://shop.lowepro.jp/products/detail/0221150016-00-00-00
＋ JOBY「ゴリラポッドフォーカス＆ボールヘッドＸ」
http://jobyjapan.jp/products/detail/3333150037-00-00-00
＋ 賞金 3 万円 （各 3 点）
・入選：計 9 名
-ロープロ「プロタクティック SH 200 AW」
https://shop.lowepro.jp/products/detail/0221150029-00-00-00
（各 3 点）
-ロープロ「スリングショットエッジ 250 AW III」
https://shop.lowepro.jp/products/detail/0221150024-00-00-00
（各 3 点）
- HGST ポータブル HDD「G-DRIVE ev RaW 1TB」
http://www.g-technology.com/jp/products/g-drive-ev-raw
（各 3 点）
・
「日本で最も美しい村」賞：計 47 名
-記念品 「各町村の特産品 3,000 円相当」 （各 1 点）
※「日本で最も美しい村」賞は、グランプリ・特選・入選に選ばれなかった町村から
各1点
■審査員
吉村和敏ほか
■ご応募～審査結果発表までの流れ
STEP1

ご応募
平成 28 年 8 月 22 日（日）午前 10：00 までに、下記注意事項を熟読の上、
下部の応募フォームよりお申込みください。

STEP2

応募完了メールの配信

ご応募いただいた後、応募時にご登録いただいたメールアドレス宛に応募完
了メールを「info_utsukushiimura@willvii.co.jp」から送らせていただきます。
※当事務局のメールアドレスが迷惑メールに分類される場合がございますの
で、ご確認いただきますようお願いいたします
※ご提供いただきました個人情報は厳重に管理され、本企画、及び本企画の
継続企画に関するご連絡、運営上のご案内以外の目的では利用いたしません。
これらの個人情報は適切な安全対策のもと管理し、原則としてお客様の同意
なく第三者へ開示・提供いたしません。
※キャンペーンの運営業務は「東京カメラ部」を運営するウィルヴィー株式
会社が行います。
STEP3

入賞作品発表
平成 28 年 9 月中に入賞作品を選定し、10 月中旬以降に当フォトコンテスト
結果発表ページにおいて発表いたします。
※入賞候補者には、平成 28 年 9 月中旬を目途に入賞のご連絡をさせていただ
き、指定した日時までに作品データ等をご提出いただく場合がございます。
また、落選通知は行いませんこと、ご了承ください。
※メールアドレスが不通の場合や、入賞のご連絡後、メールに記載してある
期日までにご回答をいただけない場合は、入賞を取り消しさせていただくこ
とがございますのであらかじめご了承ください。

STEP4

賞品のご発送
当事務局より入賞のご連絡が届きましたら、賞品発送に必要な住所等のご連
絡先をご送付いただきます。その後、12 月上旬頃までに賞品を発送させてい
ただきます。
※本企画の運営業務は「東京カメラ部」を運営するウィルヴィー株式会社が
行います。また、賞品など機材の発送はヤマトシステム開発株式会社が行い
ます。
ウィルヴィー株式会社の個人情報保護についての詳細はこちら
ヤマトシステム開発株式会社の個人情報保護についての詳細はこちら
http://www.willvii.co.jp/privacy.html
http://www.nekonet.co.jp/policy/policy2.html

■注意事項
・応募者は、応募フォームで指定された項目につき、正確な情報を入力するものとします。

入力いただいた情報のミスによる落選、その他の損害については一切責任を負えませんの
でご了承ください。
・応募作品は未発表のものに限りませんが、トラブル防止のため他のコンテストなどに応
募中又は応募予定、あるいは過去に入賞して画像が確認できる作品はご遠慮ください。な
お、応募者本人が製作された市販目的のない出版物や本人の blog や Facebook、Flickr な
どに掲載した作品、審査のない写真展に出品した作品は応募いただけます。
・応募作品に使用される著作物、肖像については、応募者本人が著作権を有するもの、又
は権利者から事前に使用承諾を得たものであるものとします。被写体に人物が含まれてい
る場合は、事前にその方の承諾を得るなど、肖像権の侵害等が生じないように応募者本人
の責任においてご確認ください。応募者と被写体およびその関係者の間で何らかの紛争が
発生した場合も、主催者は一切の責任を負いません。また、被写体に看板やネオンサイン
等ブランドやロゴ等が含まれる場合や公序良俗に反すると判断される作品のご提出はご遠
慮ください。
・他人の著作物を撮影し、それを素材にして加エや合成をしますと、著作権の侵害にあた
る揚合がありますのでご注意ください。
・応募作品に関して万一法律上の問題が生じた場合、応募者の責任及び負担において、そ
の一切を解決するものとします。
・応募の取り消し、変更等はできません。
・応募いただいた作品は、事前確認のうえでホームページ等に公開することがあります。
・コンテストの応募テーマにそぐわない作品に関しては、主催者の判断により、非公開と
させていただくことがございます。
・応募要項は日本法を準拠法とし、応募要項に関する一切の紛争については、東京地方裁
判所を第一審の管轄裁判所として解決するものとします。
・ご提供作品の取扱いには十分に注意いたしますが、万一の事故に対する責任は負いかね
ますのでご了承ください。
・18 歳未満の方は保護者の同意を得た上でご応募ください。18 歳未満の方がご応募された
場合は、保護者の同意を得た上でご応募されたものとみなします。
■著作権の帰属等
・応募作品の著作権は、撮影者（応募された写真家）に帰属します。
・応募者は、本コンテスト主催者、または主催者が認めた者が応募作品を出版物、ホーム
ページ、広告、宣伝などで無償にて二次利用することを許諾するものとして、著作者人格
権に基づく権利の主張を一切行わないものとします。
■個人情報について
応募者の個人情報は厳重に管理され、本企画、及び本企画の継続企画に関するご連絡、運
営上のご案内以外の目的では利用いたしません。これらの個人情報は適切な安全対策のも
と管理し、原則としてお客様の同意なく第三者へ開示・提供いたしません。

本コンテストの運営を受託している東京カメラ部を運営するウィルヴィー株式会社の個人
情報保護についての詳細はこちら。また、賞品など機材の発送を行うヤマトシステム開発
株式会社の個人情報保護についての詳細はこちら
http://www.willvii.co.jp/privacy.html
http://www.nekonet.co.jp/policy/policy2.html
なお、ウィルヴィー株式会社、ヤマトシステム開発株式会社はプライバシーマークを取得
しています。
■主催
NPO 法人「日本で最も美しい村」連合
■協賛
キヤノンマーケティングジャパン株式会社、ハクバ写真産業株式会社、株式会社 HGST ジ

ャパン

■■応募フォーム■■
■応募作品【1】
（必須）
※ファイルサイズは 1 枚 20MB まででお願いします。
※画像にサイン等（クレジット表記含む）の情報を合成したものは応募できません。
■対象エリア【1】
（必須）
（プルダウン）
※いずれか 1 つ選んで対象エリアをご入力ください。
■作品タイトル【1】
（任意）
※60 文字以下でご入力下さい。
■作品コメント【1】
（任意）
※300 文字以下でご入力下さい。
※画像の加工を行った場合は加工に関する説明を記載してください。
※以降【3】まで作成予定

