
                 
ニコンフォトコンテスト 2014-2015 

 

自分のレンズで世界を見よう。 

 

ニコンフォトコンテスト 2014-2015 

2014.09.15～2014.12.15作品募集 

 

ニコンフォトコンテストについて 

 

ヒストリー 

ニコンは、「世界中の写真愛好家が、プロフェッショナルとアマチュアの枠を超
えて交流できる場を提供し、写真文化の発展に貢献すること」を目的に、1969

年より国際写真コンテスト「ニコン フォトコンテスト インターナショナル」
を主催してきました。 

デジタルカメラがより広く社会に普及するようになったこの 10年あまり、カメ
ラと映像文化を取り巻く環境は大きく変わりました。この変化を受けて、第 34

回にあたる 2012年、歴史あるコンテストを現代の手法や文脈に適合させ、「ニ
コンフォトコンテスト」と改称、新しい尺度を見出し、新しい機会を創出する
ために進化を続けています。 

 

ビジョン  

ニコンフォトコンテストは、映像という世界言語を通して人々の考え方に影響
を与えること、大切な物語を分かち合うことを願うフォトグラファーを認め合
う、向上心あふれるコミュニティを育みます。 

 

応募要項 

写真と動画の各部門は、スマートフォンを含むあらゆるデジタル撮影機器から
の応募を受け入れます。また、動画部門の審査を独立させ、受け入れる動画の
長さも 6秒から 180秒までとしました。 

 



                 
募集部門 

写真部門 

カテゴリーA：テーマ “HOME”、単写真 

カテゴリーB：テーマ “HOME”、組み写真（2‒5点のシリーズ写真） 

カテゴリーC：自由テーマ、単写真 

カテゴリーD：自由テーマ、組み写真（2‒5点のシリーズ写真） 

 

動画部門 （6秒から 180秒の長さの映像作品） 

カテゴリーE：テーマ “HOME” 
カテゴリーF：自由テーマ 

 

テーマ「Home」について 

「Home」。住居、家、家族、ふるさと… それは人生の様々な段階で、そして
時代や社会の状況と共に、変化するものであり、移動するものです。それは場
所であり、感情であり、つねに心の真ん中にあるものです。人にとって、あな
たにとって、「Home」にどんな意味があり、ストーリーがあるか。多様な表現
を期待しています。 

 

 

賞および賞品  

グランプリ 

写真と動画から各 1点 (トロフィー、賞状、100万円相当のニコン製品、賞金
50万円、ニコンフォトコンテストのウェブサイト内のギャラリーへの出品*1) 

グランプリは各部門の入賞者とは別に選出されます。 

 

１位 各カテゴリー1点（トロフィー、賞状、50万円相当のニコン製品、ニコ
ンフォトコンテストのウェブサイト内のギャラリーへの出品*1） 

2位 各カテゴリー5点（トロフィー、賞状、20万円相当のニコン製品） 

3位 各カテゴリー10点（トロフィー、賞状、10万円相当のニコン製品） 

応募者が選ぶグランプリ すべてのカテゴリーの第二次審査通過作品より１点
（トロフィー、賞状、賞金 50万円） 

 



                 
「ジェネレーション N」賞 10点（トロフィー、賞状、30万円相当ニコン製品） 

すべてのカテゴリーの 19歳以下（2014年 9月 15日～12月 15日の作品応募時
点において*２）の応募者から、新しい視点を持った有望な 10名を選出します。 

 

 

注:賞品は予告なく変更することがあります。また、賞品に代えて現金を受け取
ることはできません。 

*1受賞決定後、グランプリと各部門の 1位受賞者による、受賞作以外の作品を
紹介するギャラリーを、ウェブサイト上にて開設させていただきます。当該受
賞者には、受賞作以外の、本人が著作権を有する作品数点の無償提供をお願い
いたします。なお、このギャラリーへの参加を希望されない場合でも、受賞を
取り消すことはありません。 

上記のウェブサイト上のギャラリー出品についてのご案内も含め、詳細は受賞
者ご本人に直接ご連絡させていただきます。 

*2 U19賞の受賞者には、年齢が証明できる公的な書類を提出いただきます。な
お、当該書類をご提出いただけない場合は、失格とさせていただきます。 

 

 

応募期間 

2014年 9月 15日（月）～2014年 12月 15日（月）（日本時間 13:00締め切り） 

 

 

応募資格 

プロ・アマチュア、年齢、性別、国籍を問わず、どなたでも応募できます。 

l 18歳未満の方は保護者の同意を得た上で応募してください。18歳未満の
方が応募された場合は、保護者の同意を得た上で応募されたものとみな
します。 

l 株式会社ニコン（以下、「主催者」といいます）またはニコングループ各
社に勤務する者は応募できません。 

 

 

 



                 
応募規定 

l 応募いただく作品は、未発表、未公開で、応募者が全ての著作権を有して
いるオリジナル作品に限ります。また過去に他のコンテストにおいて入賞
した作品および他のコンテストに応募中の作品は応募できません。なお、
本コンテストへの応募後に他のコンテストに応募された作品についても、
他のコンテストに応募中の作品とみなします。 

l 写真部門（カテゴリーA、B、C、D）の応募は、一人につき合計 10点以内
とさせていただきます。例：カテゴリーAに単写真 2点（2作品）＋カテゴ
リーDに 4点からなる組写真（1作品として審査されます）＝6点 

l 同一作品もしくは、同一作品を含んで単写真と組み写真の両カテゴリーに
応募することはできません。 

l 動画部門は、一人につき 1点のみ応募できます（カテゴリーEまたは Fをお
選びいただく必要があります）。 

l 写真部門と動画部門の両方に応募することが可能です（最大応募数：写真
10点、動画１点）。最大応募数の範囲内であれば、いくつのカテゴリーでも
応募が可能です。 

 

 

 

作品規定 

 

写真部門 

l スマートフォン、デジタルスチルカメラ（中判以上のデジタルカメラも含
む）など、静止画を撮影できるすべての機器で撮影した画像データ。カメ
ラアプリ、編集アプリ、ソフトウェア等を利用し処理・加工した作品の応
募も可能です。カラー、モノクロを問いません。（フィルムカメラで撮影し、
スキャナで作成した画像データの応募は受け付けておりません） 

l 画像データの 1点あたりのファイルサイズ：20MB以内 

l 画像データのファイル形式：JPEG/150dpi推奨 

l 審査時の色空間は、sRGBを基準といたします 

注:入賞者には受賞決定後、本コンテストに関わる印刷物作成または展覧会等の
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 

 



                 
動画部門 

l 動画素材および静止画素材で構成された６秒～180秒の映像作品 

l 撮影機器は問いません。 

l 応募時における動画データの 1点あたりのファイルサイズは、400MB以下、
フォーマットはMOVもしくはMP4のみとさせていただきます 

l 応募作品に使用される楽曲は、著作権フリーのもので、かつ応募者または
応募者の指定する者が演奏・録音を行っているもの（著作権フリーの楽曲
であっても市販の CD/レコードを用いることは不可）、または応募者が著作
権を有し、かつ著作権管理団体に信託譲渡されていない作品に限ります 

 

 

応募方法 

本ページをよくお読みになり、ウェブサイトの「応募する」ボタンをクリック
し、ウェブエントリーフォームに必要事項を入力し、作品をアップロードして、
お送りください。 

 

◎ 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンからも応募できます。
詳しくは募集開始後に当ウェブサイトを参照ください。 

 

 

審査 

l 応募作品は、応募受付終了後、第一次審査ののち、当ウェブサイトで公開
します（2015年 1月予定）。その後、第二次審査（2月）、最終審査（4月）
を経て、各賞の受賞者を決定します。審査結果は、2015年 6月（予定）ま
でに当ウェブサイトにて発表します。 

l また、応募されたみなさまには、「応募者が選ぶグランプリ賞」の投票権が
あります。投票の対照は、二次審査を通過したすべての作品です。投票は
2015年 4月を予定しています。詳細は、当ウェブサイトにて発表します。 

 

 

 

 



                 
入賞通知 

l 入賞者には、審査終了後、2015年 5月下旬までに、登録していただいたメ
ールアドレスに E-mailにて通知いたします。 

 

注:入賞者は、株式会社ニコンイメージングジャパンから、E-mailにて別途送付
する書類の記載事項を確認いただき、同書類の記載内容に同意いただける方は
必要事項を記入し、署名をいただいた上、（E-mailによる場合は、同mailにて
指定するウェブサイトにおいて、所定の条件に電子的手段にて同意いただいた
上、）指定の期日内に株式会社ニコンイメージングジャパンに返送または電子的
手段により送付していただきます。かかる同意をいただけない場合、失格とな
ることがあります。なお、記載内容の確認等、株式会社ニコンイメージングジ
ャパンが必要と判断した場合には、お電話等により連絡をとらせていただくこ
とがあります。 

 

株式会社ニコンイメージングジャパンによる入賞通知のメール送信日から14日
以内にご連絡をいただけないときは、サーバーの不具合等いかなる理由による
場合でも失格とさせていただきます。予めご了承ください。このため、メール
アドレスの変更等が生じた場合には、必ずメールアドレスの変更手続きをこの
ウェブサイト内のウェブエントリー用画面にて行ってください。E-mailが到達
しなかったことによる不利益について、主催者および株式会社ニコンイメージ
ングジャパンはいかなる責任も負いません。 

 

 

授賞式および展覧会 

グランプリおよび、各カテゴリーの１位入賞者、応募者が選ぶグランプリの受
賞者には授賞式を予定しています。 

また、受賞作品による展覧会の開催を予定しています。 

いずれも開催場所、日時等は後日決定し、当ウェブサイトにて発表します。 

 

 

 

 



                 
注意事項 

l 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、事前に承諾を得るなど、肖像権の侵
害等が生じないよう、応募者本人の責任においてご確認ください。応募作
品に関して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。 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時や公序良俗に反すると判断された場合、あ
るいは本コンテストの趣旨にそぐわない内容と主催者により判断された場
合は失格となります。また、レタッチ、画像編集などの後処理を含め、最
終作品に仕上げるまでの権利を応募者本人が有するものとなります。 

l 応募作品は応募を撤回した場合も含めて、いかなる事情においても返却い
たしません。応募作品の受領通知は行いません。また、作品到着に関する
お問い合わせには一切お答えできませんので、予めご了承ください。 

l インターネット経由以外の方法での受付は行いません。 

l 応募の際に送信いただくデータ（作品の画像データおよび個人情報）は、
主催者が業務を委託する株式会社フォトハイウェイ・ジャパンのサーバー
にて管理いたします。 

l 応募の時点で、応募者は本応募要項に記載の諸条件に同意したものとみな
します。本応募要項に明記されていない事項については、主催者が最終的
な決定権を持つものとします。主催者の決定に同意できないときは、応募
者は、応募を撤回することができます。なお、応募の撤回にともなう費用
は、すべて応募者の負担となります。 

l 主催者は、ネットワークの不具合、コンピューターウイルスの影響および
サーバーへの不正アクセスなど主催者の支配の及ばない理由により、本コ
ンテストの円滑な運営、安全性、審査における公正性等を損なうと判断し
たときは、作品応募受付の全部または一部を中止または延期することがあ
ります。予めご了承ください。 

l 後述する展示会等における入賞作品の利用に際し、印刷等の都合上、入賞
者の意図する色調や表現が厳密に再現できない場合があることを予めご了
承ください。 

l 応募に伴い発生した費用はすべて応募者が負担するものとします。 



                 
l 賞品の受領に係る税金および手数料は、受賞者の負担となります。 

l 本コンテストの審査結果に関するお問い合わせおよびクレームには一切応
じかねます。予めご了承ください。 

  

責任事項 

l 作品の取り扱いについては最善の注意を払いますが、データ送信中の事故、
損傷および紛失等につきましては、主催者は一切の責任を負いません。 

l 主催者は、ネットワークの不具合、コンピューターウイルスの影響および
サーバーへの不正アクセスなど主催者の支配のおよばない事態およびそれ
に関連して生じた応募者の損害等について、一切の責任を負いません。 

l 本コンテストへのご応募に関連して応募者が何らかの損害を被った場合で
あっても、主催者に故意または重過失のある場合を除き、主催者は一切そ
の責任を負いません。 

l 応募作品で使用する被写体および著作物等については、被写体および原著
作者等の権利者から応募者が事前に使用許諾・承認を得た上で応募してく
ださい。応募作品に関し第三者からの権利侵害や損害賠償などの苦情、異
議申し立てがあった場合といえども、主催者は一切の責任を負わず、応募
者がすべて対処するものとします。 

l 主催者及び、株式会社ニコンイメージングジャパンと協力して本コンテス
トを運営する第三者および審査員の応募者に対する責任につきましても、
上記に準じて取り扱われるものとします。 

 

 

応募者の権利 

応募作品に関する著作権およびそれと同等の権利は、応募者に帰属するものと
します。ただし、主催者は、応募作品に関して、以下の「主催者の権利」に定
める権利を持つものとします。 

 

主催者の権利 

l 主催者は、募集期間中の作品を、当コンテストの広報活動のために、公式
SNSアカウントにて公開する権利を有するものとします。ただし、これに
よって、入賞を約束するものではありません。 



                 
l 主催者は、１次審査後、応募作品をウェブサイトおよび公式 SNSアカウン

トにて公開する権利を有するものとします。この際に、作品の一部がトリ
ミングされて表示される可能性があります。 

l 主催者は、本コンテストの広報活動および写真文化全般への貢献活動を目
的として、ニコングループ各社および主催者認定現地代理店（以下、主催
者を含め「主催者等」と総称します）の管理または主催するウェブサイト、
公式 SNSアカウント、写真展、カメラ関連イベント、展示会およびその施
設等において、入賞作品を、入賞者の許諾を要することなく無償で、クレ
ジットを明記した上で、公表、複製、発表、公衆送信、展示、印刷、領布
および上映させることを許諾する非独占的な権利を永久に有するものとし
ます。 

l 主催者等は、入賞者の氏名と入賞作品名を、本コンテストに関連するウェ
ブサイト、公式 SNSアカウント、展示会等で発表します。応募者は下記の
「個人情報の取り扱いについて」も併せてご覧ください。 

l 主催者等は、前記の目的に関連して(a)主催者等の管理するウェブサイトお
よび公式 SNSアカウントにおいて、入賞作品の全部または一部を利用して
コンピュータグラフィックス等の画像効果ならびに効果音および音楽等の
音響効果を加えて表示することおよび(b)写真展等の告知用ポスター、チケ
ットおよびパンフレット製作のため、入賞作品の全部または一部を利用す
ることがあります。入賞者はこれに対して著作者人格権に基づく権利行使
をしないものとします。 

l 主催者は、応募者または入賞者の同意が得られた場合には、前項に記載す
る以外の目的のために、応募作品または入賞作品を、無償で、本コンテス
ト応募作品または入賞作品であることおよびクレジットを明記した上で、
公表、複製、発表、公衆送信、展示、印刷、領布および上映させることを
許諾する非独占的な権利を永久に有するものとします。 

l 応募が応募要項に違反すると主催者が判断した場合、その応募は無効とな
ります。なお、応募無効についての通知はいたしません。主催者は、入賞
後に応募者の失格が発覚した場合、入賞の取り消しおよび賞品などの返還
要求を行うことができます。 

l 本応募要項は日本国の法律に基づき解釈されるものとします。 



                 
l 応募者と主催者との間で紛争が生じた場合については、東京地方裁判所を

第一審の専属管轄裁判所とします。 

 

個人情報の取り扱いについて 

本コンテストへ作品を応募の際には、応募者はエントリーフォームに正確な個
人情報を記入し、主催者に提供していただく必要があります。応募者は、自ら
の意志に基づいて個人情報の提供についてご判断ください。なお、必要な個人
情報を提供していただけない場合、主催者は当該応募を受け付けません。 

 

利用目的 

提供していただく個人情報は、以下の目的で必要な範囲で利用されます。 

➢ 入賞者への入賞通知 

➢ 本コンテストに関する事項の通知 

➢ 応募作品に関する応募者への問い合わせ 

➢ 入賞作品の発表への掲載 

➢ 統計資料の作成 

入賞者の氏名は、本コンテスト関係のウェブサイトや印刷物その他で、入賞作
品を紹介する際にも掲載されます。また、住所変更等の個人情報の訂正等ご要
望時の本人確認に利用させていただくこともあります。 

上記の通知、問い合わせは株式会社ニコンイメージングジャパンより行います。 
 

第三者への開示 

主催者は、本コンテストを運営する第三者および審査員に対し、本コンテスト
の運営に必要な範囲で個人情報を提供します。 

主催者は、前項に基づいて個人情報を提供する際には、機密保持に関する条項
を含む契約を締結する等、個人情報を適切に管理させる義務を負うものとしま
す。 

 

 

個人情報のお問合せ窓口（応募に関するお問合せも受け付けます） 

2014年 9月 15日～2015年 12月 20日： 

ニコン フォトコンテスト 2014-2015お問合せ窓口 

support@entry.nikon-photocontest.com 



                 
 

個人情報の訂正等 

ご提供いただきました個人情報に関し、訂正等が必要な場合は、上記、問い合
わせ窓口までご連絡ください。お客様の個人情報、特にお名前、住所等の記録
にミスが生じる可能性があるため、お電話だけでは個人情報の修正は受け付け
ておりません。 

 

個人情報の管理 

インターネットを通じて提供していただく個人情報は、第三者による不正なア
クセスに備え、SSL（Secure Sockets Layer）またはそれに準ずる方法を使用し、
安全性の確保に努めています。 

 

個人情報の廃棄および消去 

主催者は、入賞者および本コンテストの広報活動以外の目的のために応募作品
が使用される応募者（以下、「入賞者等」といいます）に関する個人情報を除き、
ご提供いただいた個人情報（エントリーフォーム、応募作品データおよび本コ
ンテストに関連するその他の電子化された個人情報）につきましては、2015年
12月末日（以下、「廃棄日」といいます）をもって廃棄または消去手続きを行い
ます。このため、入賞者等を除き、廃棄日以降につきましては、応募者の個人
情報に関する訂正および調査などを行うことはできなくなります。予めご了承
ください。 

 


