やまがたの美・楽・嬉・驚『真 山形』写真・動画コンテスト
～伝えよう。あなたが見つけた『真 山形』～

募集要項
１．コンテスト概要
山形県では、昨年度、県内に溢れる四季折々の美しい景観、精神性の高い文化に基づいた地域資源
や産業、美食・美酒など、全国、世界に誇れる本県の魅力や個性をトータルにご紹介するための総合
情報誌『真 山形』を発刊しました。
本コンテストは、本県に数多くある魅力的なコンテンツをさらに充実させ、多くの方に知っていた
だくため、皆さんが見つけた山形の真髄に迫る美しい、楽しい、嬉しい、驚きの写真や動画を募集し、
発信していくものです。
◎『真 山形』の詳細はコチラ
http://www.pref.yamagata.jp/ou/somu/020026/shinyamagata/shinyamagata.html
２．募集部門
【写真部門】
【動画部門】
【Instagram 部門】の３部門です。
３．募集テーマ
テーマ
冬

野も山も街も一面の銀世界となる冬の山形に関するもの。

春

野山では鮮やかな新緑が芽吹き、さまざまな花を咲かせる春の山形に

季
節

募集写真のイメージ例

関するもの。
夏

深い緑に覆われた山々、青々とした川や海の力強い生命の息吹が感じ
られる夏の山形に関するもの。

秋

黄金色に輝く稲穂や彩り豊かな果物が溢れる秋の山形に関するもの。

深（精神文化）

山形にいにしえから伝わる精神文化、伝統文化などに関するもの。

豊（食、温泉）

豊かな自然が育んだ山形の食文化や四季折々の食材、それぞれ特色の
ある山形の温泉に関するもの。

文
化

観（祭り、伝統芸能） 四季折々に開催される山形のお祭りや、今も守り継がれる山形の伝統
芸能に関するもの。
磨（ものづくり）

進化し続ける山形のものづくり、脈々と継承される山形の匠の技術や
伝統工芸に関するもの。

縁（暮らし）

家族や友人、地域の方々との交流の様子など、山形の人と人とのつな
がりを感じられるものごとや町おこし・地域づくりに関するもの。
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４．撮影時期
撮影時期についての制限は設けません。過去に撮られた作品でも応募可能とします。但し、10．応
募上の留意事項を満たしているものとします。
５．賞品
【写真部門】

【動画部門】

グランプリ

旅行券３万円相当（各部門１点）

準グランプリ

山形牛および雪若丸２kg１万円相当（各部門１点）

テーマ賞

カタログギフト山形の贈りもの紅コース（各テーマ毎に２点計 18 点）
【Instagram 部門】

年間賞

旅行券２万円相当（１点）

月間賞

山形牛および雪若丸２kg１万円相当（毎月各１点）

ラッキー賞

抽選で毎月３名様に山形グッズ（計 18 点）

６．応募資格
・年齢、性別、国籍、住所地、プロ・アマは問いません。
・未成年の方は保護者の同意が必要です。未成年の方が応募された場合は保護者の同意が得られてい
るものとみなします。
７．応募方法
【写真部門】
＜郵送で応募する場合＞
・応募用紙にご記入のうえ、12．応募及び問い合わせ先の事務局（以下「12．事務局」
）まで元払いで
送ってください。
・作品のプリントサイズは、A4 版（210mm×297mm）、四切り（254mm×305mm）、ワイド四切り（254mm
×365mm）のいずれかのサイズとします。
＜データで応募する場合＞
・コンテストサイト（https://shinyamagata-contest.com）の応募フォームに必要事項を入力し応募
してください。
・作品は、5MB 以内の jpeg 形式の画像データとします。
【動画部門】
・動画は 15 秒以上 3 分以内とします。
①作成した動画を YouTube にアップロードします。
②その動画の共有 URL を取得します。
③URL を含む必要事項をコンテストサイトの応募フォームに入力し応募してください。
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【Instagram 部門】
①Instagram で山形県公式アカウント@pref_yamagata をフォローします。
②キャプションに指定ハッシュタグ「#真山形フォトコン」をつけて投稿することで応募となります。
（注１）お一人様何回でも応募可能ですが、同じ作品を複数回応募することはできません。
（注２）動画は対象外とします。
（注３）一投稿につき１枚の写真で応募してください。一投稿が複数枚の写真から構成される作品の
場合、１枚目の写真を対象とします。
③12．事務局が応募作品の中から、テーマに相応しい作品を、山形県公式アカウント@pref_yamagata
内で再投稿（リポスト）したものがエントリー作品となります。
８．審査方法及び結果発表
【写真部門】及び【動画部門】
①応募締切り後、主催者側にて有識者による審査会を開催し、審査を行います。
②審査の結果、部門毎に最も評価が高かった作品をグランプリ、次点の作品を準グランプリとして決
定します。
③また、テーマ毎に評価が高かった作品をテーマ賞として決定します。
④審査結果はコンテストサイト等で発表します。また、入賞者には直接通知いたします。
【Instagram 部門】
①12．事務局が山形県公式アカウント@pref_yamagata 内で再投稿（リポスト）したエントリー作品の
中から、投票期間中に最も多くの「いいね！」を獲得した作品を、月間賞及び年間賞として決定し
ます。
②各応募期間毎のエントリー作品の応募者（月間賞受賞者を除く）の中から、抽選で３名様をラッキ
ー賞に決定します。
③審査結果はコンテストサイト等で発表します。また、入賞者には直接通知いたします。
月間賞

応募期間

投票期間

８月

2019 年 ８月 １日～2019 年 ８月 31 日

～2019 年 ９月 ９日午前 10 時

９月

2019 年 ９月 １日～2019 年 ９月 30 日

～2019 年 10 月 ７日午前 10 時

10 月

2019 年 10 月 １日～2019 年 10 月 31 日

～2019 年 11 月 ７日午前 10 時

11 月

2019 年 11 月 １日～2019 年 11 月 30 日

～2019 年 12 月 ９日午前 10 時

12 月

2019 年 12 月 １日～2019 年 12 月 31 日

～2020 年 １月 14 日午前 10 時

１月

2020 年 １月 １日～2020 年 １月 20 日

～2020 年 １月 27 日午前 10 時

年間賞

2019 年 ８月 １日～2020 年 １月 20 日

～2020 年 １月 27 日午前 10 時

※撮影時期に限らず、３．募集テーマのいずれかに合致した写真を応募してください。
９．募集期間
【写真部門】及び【動画部門】
＜郵送で応募する場合＞
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・2019 年８月１日（木）～2020 年１月 20 日（月）当日消印有効。
＜データで応募する場合＞
・2019 年８月１日（木）～2020 年１月 20 日（月）23 時 59 分送信分まで。
【Instagram 部門】
８．審査方法及び結果発表のとおり。
10．応募上の留意事項
※必ずお読みください
（１）本コンテストに応募した方はこの留意事項に同意したものといたします。
（２）応募作品の著作権は応募者に帰属しますが、本県のＰＲ等のため、応募作品は、主催者が広報・
ＰＲ・広報宣伝・プロモーション等に活用させていただく場合があります。無償での二次使用
にご承諾いただける方のみ、応募をお願いいたします。
（３）作品内で確認できる対象物によって肖像権や著作権等の第三者の権利侵害があった場合、主催
者は一切責任を負いません。
参加者ご自身の責任で本コンテストへの応募をお願いいたします。
（４）応募作品（写真・タイトル・コメントを含む。以下同様。
）は、応募者のオリジナルで著作権な
どの権利のすべてが応募者に帰属するもの、及び被写体の肖像権など他者の諸権利を含む作品
の場合は権利者の承認を得たものに限らせていただきます。
（５）同一作品でなければ、お一人様何回、何作品でも応募できます。
（６）同一または類似作品が、過去に入賞して画像が確認できる作品は応募できません。
（７）合成画像処理されたものは作品として認めません。
（８）応募作品は返却いたしません。
（９）応募の際にご記入いただいた個人情報は、本企画に関わる目的以外には使用しません。
（10）主催者は、応募作品を使用する時は、一部改変させていただく場合があります。
（11）入賞者には個人情報（入賞時の賞品発送先）をお問い合わせいたします。個人情報は、賞品を
発送するためにのみ利用いたします。
（12）お問い合わせには原則として E メールで対応いたします。
（13）通信上のリスクをご理解の上、本コンテストに参加いただきますようお願いいたします。万が
一、第三者の違法行為により参加者の個人情報が漏洩してしまった場合については、主催者に
過失がない限り一切の責任を負いかねます。
＜Instagram について＞
（14）本コンテストは Instagram が支援、運営、関与するものではありません。また、Instagram を
ご利用の際は、本留意事項のほか、Instagram の規約を遵守してください。なお、非公開アカ
ウントでは投稿が確認できませんので、必ず公開アカウントでの投稿をお願いします。
（15） 本コンテスト期間内に応募者が Instagram アカウントを削除した場合、被写体や撮影地が『真
山形』の趣旨と関連性が低いことが判明した場合、その他主催者がコンテストの運営上望まし
くないと判断した場合は、山形県公式アカウント@pref_yamagata 内での作品の掲載を取り止め、
エントリーを無効とします。
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（16）本要項は、本コンテストの適切な運営などのために、予告なく変更される場合があります。そ
の場合には、山形県公式アカウント@pref_yamagata 及びコンテストサイトに掲載してお知らせ
いたします。
11．主催者
山形県
12．応募及び問い合わせ先
＜応募先＞
〒990-9691 山形南郵便局 私書箱 15 号『真 山形』写真・動画コンテスト事務局
＜問い合わせ先＞
株式会社ハイスタッフ内『真 山形』写真・動画コンテスト事務局
メールアドレス：photomovie@highstaff.co.jp
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