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日本―の滝王国山形フォトコンテス ト
l応 募資格〕

言′
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問わず、どなたでも応募できます。 ￨た だしプロの方は除きます

作 品 タイ トル

)

募方,去 〕
プ リン ト作品
下言
こ住所へ送付 /4つ 切 4つ 切 ワイ ド・A4サ イズのプリン ト
●昴 1点 につき 右の応募票を必ず添付 してください
お 1人 様、何点でも応募可能です

I応

屁 名 tフ リカナ )

年齢

電話 番号

デ

ジタル作品および スマー トフォン撮影作品
メール添付 ご応募メールア ドレスは以下となります

w yamagatab yol@d ve cojp
サイズは間いませんが データ容量は5MB以 内となります
応募データを未力0工 未処理にてA4サ イズにプリントし審査を行います
作品 1点 につき、1遭 のメールでご応募ください
お 1人 様、合計 3点 までとさせていただきます
応募メールには以下の項目を必ず明記ください

清 の名 前 泄 影 地

￨

r影 日
作 品 コン セブ ト1説 明 )

作品タイ トル /氏 名 (フ リガナ)′ ′年齢 ′住所
電話番号 /メ ールア ドレス
滝の名前 (撮 影地)/撮 影曰/′ 作品コンセツ ト(説 明

)

プリン ト作品 デジタル作品 スマー トフォン撮影作品共通
応募作品は応募者本人が撮影 し、全ての著作権を有しているものに限ります
(他 人の名前を使用 した場合は失格となります)
・応募作品は未発表のものに限ります
●同一、または類似作品が他のコンテス トに応募中 または応募予定 あるOЧ ま過去に入買 して画像が確認できる作品は応募できません
■応募者本人の制作による市販目的のない出版物や本人のホームページ、SNSに 掲載 した作品、審査のない写真展に出品 した作品は応募できます
平成 25年 4月
以降に撮影したものに限ります
'日
カラー モノクロいずれでも
結構です
応募作品は単写真に限るものとし、IBみ 写真は不可です
画像の合成及び加工をした作品は審査対象外となります
●ただ しトリミングや若干の色補正はこれに該当 しません
応募作品は返却いた しませんので、ご了承ください
入賞の際は原板 (ネ ガまたはポジ)、 またデジタルカメラ撮影の場合はデータをメールまたはCD R等 でこ提 出ください
指定 した期日までにこ提出いただけない場合は入賞取り,肖 しとなりますのでご注意ください
1留 意事項l

撮影 制作、応募等にかかる一切の費用は、応募者の負担となります
応募作品の取り扱いには十分注意いたしますが 万―、応募作品に関して損失、亡失等があつても、その責任は負いかねます
被写体に人物が入る場合、肖像権侵害等の責任は負いか0ま す。また、万一 応募作品について紛争等が生 じた場合は その一切を応募者ご自身の
資任と費用負担によつて解決するものとします
未成年の方は保護者の同意を得た上で応募 してください。未成年の方が応募 した場合は、保護者の同意を得た上で応募 したものとみなします
応募作品が以下の事項にあたると事務局が判断 した場合には、事務局は通知等を―切行わず 応募作品の応募取消、入賞の取消等の対応をとらせて
いただきます
i公 序良俗に反するもの また反するおそれのあるもの

1第 二者の著作権、その他の権利を侵害するもの また侵害するおそれのあるもの
t第 二者を誹謗中傷 し、またはそのプライバシーを侵害するもの、またそのおそれのあるもの
■法令等に違反 し、または犯罪行為に結びつくもの、またそのおそれのあるもの
ニフォトコンテス トの適工な運営を妨げるもの またそのおそれのあるもの
1応募に際 して虚偽の情報が記入されていることが判明 したもの
応募いただく場合は、上記筈llB目 に同意 していただいたものとみなします
I審 査及び書費結果
審査結果は,わ たしの山形日和.Jホ ームベージで発表 します.ま た、入賞者には直接通矢0い たします。
(本 コンテス トの審査の過程や結果に関するお問い合わせや黒議申し立てには応じかねます
なお本雲集要項に反 した場合 または入賞決定後でも類llk及 び二重応募と事務局が判断した場合は、入賞を取 り消すことがあります。
l

)

I作 品に関する諮権利】
応募作品の著作権 ま撮影者 に帰属 しますが 山形県は無償で作品をホームベージや、作品展、印刷物
ていただきます.

イベン ト 広報等で活用し 広く情報発信させ

1個 人情報の取り扱いについて
応募者の個人情報については、個人情報を保護する法令を違守 し 適切な管理を行います.本 コンテス トを通 じて入手 した個人情報は、次の目的に
限つて使用 します.(た だし 法令等に基づく要請があつた場合、必要と思われる範囲内の情報提供を行います)
l

応募作品に関する応募者への問い合わせや入賞者への入賞違知等の本コンテス トの実施に関する事務処理
̲入 賞作品の発表

田酸

示―ムページや作品展 ̀1届 J物

イベント 広報 その他による作品の紹介

:応 募・ 間 い合わせ先
「わたしの山形日ネ
ヽ
―シテ ィメディア メディア戦略周内)
0.」 事務局 (株 式会社ダイツ
〒9900025 山形県山形市あこや町 124
l

TEL023‑624 5000 FAX 023‐

624‐

5100

