作品募集

［受付期間］

69 th ニッコールフォトコンテスト 第4部

kids

&
応募要項

2021年 3月11日（木）
〜7月6日（火）必着
主催 ニッコールクラブ

〒108-6290 東京都港区港南2-15-3品川インターシティC棟
株式会社ニコンイメージングジャパン ニッコールクラブ事務局
☎03-6718-3018［直通］ 営業時間：10時〜16時
https://www.nikon-image.com/activity/nikkor/

応募規約

第4部「TopEye&Kids」応募規定
題材

応募規定

自由

●モノクローム・カラー いずれも可
●画像加工＊1した作品の応募も可
●組写真は4枚以内
●プリント応募のみ

［応募作品について］

応募サイズ
2L
（127×178mm）
以上
キャビネ
（130×180mm）
六つ切
（203×254mm）
A4
（210×297mm）
四つ切
（254×305mm）
ワイド四つ切
（254×368mm）
B4
（254×364mm）
まで

❶応募作品は未発表または発表予定のないものに限ります。同一または類似作品が規模の大小にかかわら
ず、他のコンテスト
（Webサイト・SNSも含む）
などに応募中または応募予定、
あるいは入賞された作品は応募
できません。
また、第三者により特定の目的で利用、公開された作品
（Webサイト・SNS、写真集、雑誌への掲
載等）
は応募できません。ただし、営利目的のない応募者本人の制作によるWebサイトやブログ、
またはSNS
等に掲載した作品や、応募者本人の制作による市販目的のない写真集、個人やグループによる審査のない
写真展に出展した作品は応募できます。別途事務局が定めた基準にもとづき二重応募または類似作品、応
募著作権の侵害になる作品とみなされるものは失格となります。入賞決定後に違反が判明した場合は入賞
を取り消し、賞状、盾、商品券等は返却していただきます。
❷カメラ機能付き携帯やスマートフォンで撮影したものはご応募いただけません。
❸応募者は、応募作品の撮影者に限ります。応募者以外の方が撮影した作品は応募できません。

＊1：画像加工…画像処理ソフトで作品に対して画像合成、削除や被写体の変形、色相の大きな変更などの大
幅な加工を行うことを指します。
・画像加工を行った場合はプリントデータ票の画像加工欄にチェックを入れ、
〈 撮影場所・撮影状況等〉
欄に加
工内容を明確にご記入願います。
・なお、画像加工前のオリジナル画像データを提出していただく場合があります。

などの問題
（紛争やその紛争の処理など）
が生じた場合、主催者は一切の責任を負わないものとし、応募者が
自己の責任と費用においてこれらの問題を解決していただくものとします。必ずその著作物の権利者または
❻入賞作品の著作権は撮影者に帰属します。主催者は、入賞作品を入賞者の許諾を要することなく無償で使

2021年7月末現在 18歳以下の方。
日本在住の方、
または、賞品を日本国内で受け取ることができる方に限ります。

用する権利を有するものとします。主催者及び株式会社ニコンイメージングジャパンあるいはニコングループ
会社が管理、使用、主催または発行するイベント・展示会、印刷物、
ウェブサイト、広告宣伝物などにおいて入
賞作品を公表、複製、表示、掲載、展示、頒布、上映等させていただきます。入賞作品の使用において改変

［応募点数］

（作品の一部の切除および色合いの変更等）
させていただくこともあります。
この場合、入賞者は主催者及び

応募点数に制限はありません。

主催者から許可を受けた第三者に対し、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。
❼入賞作品は原板
（ネガ、
ポジ、
デジタル）
をご提出ください。デジタルの場合はオリジナル
（撮影したままの、補正

［応募方法］
郵送、宅配便、
ニコンプラザ東京・大阪へ直接持ち込みのいずれかでご応募いただけます。
ニコンプラザ東京・大阪への持ち込みの方は、梱包のうえお持ち込みください。
＊直接持ち込みの場合は、締め切り当日のニコンプラザ東京・大阪営業時間内までです。
［送付先］

などを加えていない）
の画像データを
（exif情報を必ず残してください）
CD-RやDVD-Rに保存したものをご提
出ください。
なお、
ご提出いただいたCD-RやDVD-Rは返却いたしません。
また賞位決定後、本コンテストに関
わる印刷物または入賞作品展等のため、
より解像度の高い画像データの追加提出をお願いすることがありま
す。
その際、
ご提出いただいたCD-RやDVD-R等も返却いたしません
（メールまたはインターネットを介してのデ
ジタルデータ送付は受け取りできません）
。

〒177-8691 日本郵便株式会社 石神井郵便局 郵便私書箱37号
ニッコールクラブ 第69回ニッコールフォトコンテスト係
＊郵便、
ゆうパック、書留、
レターパックのいずれかでご応募ください。

宅配便等の場合

らせていただきます。
❺応募作品に関して、第三者との間で権利
（著作権、商標権、
肖像権他、関連する権利一切を指します）
侵害

被写体ご本人
（18歳未満の場合は保護者）
の承諾を事前に得たうえでご応募ください。

［応募資格］

郵送の場合

❹審査員がコンテスト応募のモラルに反する作品と判断した場合、二重応募または類似作品同様の措置を取

〒354-0045 埼玉県入間郡三芳町上富236-1
日宣ビジネス株式会社 三芳センター
ニッコールクラブ 第69回ニッコールフォトコンテスト係

［表彰内容］

❽応募規定に違反した場合または原板の提出がない場合には、審査より除外または入賞を取り消します。
❾当方で入賞作品展等用に作成し使用した入賞作品のパネルは、2年間使用した後処分いたします。
［二重応募または類似作品について］
ニッコールクラブ事務局では、下記に相当する作品を二重応募または類似作品とみなしております。
❶同一原板
（ネガ・ポジ・デジタルデータ）
から製作したもの。
❷同一原板からトリミングを変えたり、焼き方を変えて製作したもの。
❸同一原板でなくても、類似した原板から製作したもの
（例：連続して撮影した前後のコマや、撮影した日時が違

ニッコール大賞 （1名）

100,000円相当 「ニコンダイレクト」取扱商品券

推選

（1名）

50,000円相当 「ニコンダイレクト」取扱商品券

特選

（3名）

20,000円相当 「ニコンダイレクト」取扱商品券

入選

（20名）

10,000円相当

ニコンオリジナルグッズ

＊各賞にはいずれも盾・賞状を差し上げます。
＊表彰内容は都合により予告無しに変更される場合があります。

っても 結果的には作画の意図が同一なものなども類似作品とみなす場合があります）
。
❹上記の❶❷❸の条件で、規模の大小にかかわらず、
ほかのコンテストに入賞したり、同時に応募して審査結
果が確定していない場合。
＊すでに他のコンテストに応募したことのある同一作品または類似作品でも、入賞作品でなければ当コンテスト
への応募は可能です。
ただし、当落の結果が確定してからご応募ください。
［作品応募 送付方法について］
❶応募作品の取扱いには十分注意いたしますが、
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。

［審査結果発表］
入賞者には2021年9月下旬に直接通知いたします。ニッコールクラブホームページでは10月下旬に入賞者
を発表、11月中旬に入賞者・賞位を含む全入賞作品を公開予定です。
また、第4部入賞作品は2021年11
月発行の『TopEye』および12月発行の『ニッコールクラブ会報誌』に収録予定のほか、
ニコンプラザ東京・

❷作品応募にあたっては、応募方法の内容を確認し、記載事項、送付物にもれがないようにお願いいたします。
万一、応募票等への記載もれがある場合は審査対象から外れる場合があります。
❸作品を送付される場合は、郵送
（郵便・ゆうパック・書類・レターパック）
あるいは宅配便等でご応募ください。
送付中のトラブル等については、
ニッコールクラブ事務局ではお答えいたしかねます。

大阪THE GALLERY
（ザ・ギャラリー）
で開催される
「第69回ニッコールフォトコンテスト入賞作品展」にて展
示予定です。
【ご注意】入賞に関するお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

［作品返却について］
ご応募いただいた作品の返却はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

［審査員］

大西みつぐ、小林紀晴、佐藤倫子、ハナブサ･リュウ、三好和義
●ゲスト審査員

秋元貴美子（写真家）、菅原隆治（株式会社ワン・パブリッシング「CAPA」編集部）
［ご注意］
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。
［その他］
●1人1賞といたします。

この応募要項・応募規約などは、PDF ファイルでもご覧いただけます。右記の Web サイトからダウン
ロードしてください。
また、
この PDF 文書には当コンテスト応募に関する個人情報の取扱いについても
記載されておりますので、
ご一読ください。

www.nikon-irnage.com/activity/nikkor/ncpc/pdf/ncpc69.pdf

作品の応募方法
❸プリント応募作品は1枚ずつ透明な袋に入れるか、作品の間にコピー用紙等を挟みこむなどして、作品同士

❶インクジェットプリンタによるプリント作品は十分に乾燥させてから応募してください。乾燥が不十分なまま応募され

が癒着して送付中に破損しないようにご注意ください。

ると、
インクが他の作品に付着・剥離するなどし、審査の対象とならない場合があります。
❷1枚ごとに切りはなした
「プリントデータ票」に必要事項をはっきりご記入のうえ、作品の裏面に作品ごとにテープ

❹プリントによる組写真ご応募の場合は、作品の裏面をテープでつないでください
（組写真を折りたたむ時に写

でしっかり貼り付けてください
（下図参照）
。
また、天地がわかりにくいプリント作品には写真の裏面に天・地を明示

真の間にコピー用紙などを挟みこんで、作品同士が癒着しないようにご注意ください）
。組写真は
「縦位置

してください。

組」
・
「横位置組」のどちらかに統一してください。縦位置と横位置の混在組は不可とします。左より
「1/4」〜
「4/4」
など、組順となるように横一列の並びに統一してください。
❺2つ以上の部門に応募される場合は、部門ごとの作品、
プリント応募集計票をまとめて1袋に梱包し、袋の表

プリントデータ票記入例

書きに部門名をご記入ください。発送の際は部門ごとの袋を1つの大きな袋にまとめて梱包してください。
❻プリント応募集計票は各部門ごとに必要です。複数部門にご応募される際はご注意ください。

●必要事項をはっきりご記入のうえ、作品の裏面に作品ごとにしっかりと貼り付けてください。
●組写真応募の場合は、各作品すべてにプリントデータ票を添付し、
〈 組写真〉
の欄に丸やチェックを書き
入れ、組順
（1/4〜4/4など）
を記入してください。
●ニッコールクラブ会員の方は、必ず会員番号をご記入ください。一般の方は空欄で結構です。
●住所・氏名・電話番号は必ずご記入願います。

単写真応募の場合

❼〈撮影場所・撮影状況〉
欄へ撮影時の簡単な状況説明を必ずご記入ください。
また、画像加工を行った作品
に添付する場合は、画像加工欄にチェックを入れ、
この欄に明確な加工内容をご記入ください。画像加工欄
にチェックが入っていない状態で画像加工が確認された際は、審査対象外または入賞を取り消す場合もご
ざいますのでご注意ください。

切 り 取 り 線

組写真応募の場合

第69回 ニッコールフォトコンテスト

プリントの組写真は裏面をテープでつないでください。
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プリントデータ票

第4部 TopEye&Kids
個人応募

学校一括応募

学校名：

〒

都道
府県

自宅住所
学校住所
ふりがな

テープで貼ってください

ウラ面

氏
名

ウラ面

作品の裏面に作品ごとに「プリントデータ票」を
テープでしっかり貼り付けてください。

切
り
取
り
線

プリント応募集計票記入例
●「プリント応募合計枚数」欄は、
ひとつの部門に対して応募するプリントの合計枚数です。第4部以外の部門
にも応募される方はご注意ください。
●ニッコールクラブ会員の方は、必ず会員番号をご記入ください。一般の方は空欄で結構です。
●第4部に個人応募される方は、在学している学校名を掲載してよいか、担任の先生と相談の上、可否を丸で
囲んでください。

自宅

電話☎

年
齢

歳

学校

携帯☎

画
題

単写真

カメラ

フィルター

絞り

保護者

顧問

メールアドレス

レンズ

69

個人

㎜

組写真

スピード
ライト
銀塩：
フィルム名

f/

シャッター
スピード

デジタル：
ISO感度

撮影年月

年

月

日

備考

撮影場所・撮影状況等

画像加工
有
無

※学校一括応募の場合は、氏名・学年・各個人の応募枚数を記載した
一覧表を同封してください。フォームは自由

切 り 取 り 線

第69回

第4部

TopEye&Kids プリント応募集計票
［ 応募規定に同意の上、応募いたします］

都道府県

ふりがな

個人
応募

学校
一括
応募

年齢

性別

男

氏
名
ふりがな

ふりがな

学
校
名

顧
問
名

プリント応募
合計枚数

個人応募の方へ

枚

在学している学校名の
掲載・可否（○で囲んでください）

可・否

ニッコールクラブ会員番号

女
参加人数

人

※学校一括応募の場合は、氏名・学年・各個人の応募枚数を記載した
一覧表を同封してください。フォームは自由

学校名

プリントデータ票は、コピーしたものあるいは自作でもかまいませんが、サイズ・様式は同一にしてください。

