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本誌ウェブサイト「railf.jp」では佳作を含む
全作品を掲載予定（本誌誌面では佳作をのぞ
く全入賞作を掲載予定）． 現在「railf.jp」では
昨年度の入賞・佳作の全作品を公開中です．

入賞・佳作全作品を本誌ウェブサイトに掲載！

危険な場所や立入禁止の場所で撮影した作品は失格です．

昨年の佳作（車両・列車部門） 「静かな刻」　
鹿島線延方-鹿島神宮間にて　写真：佐藤国利

第43回 2019フォトコンテスト応募票
（ふりがな）

撮影時刻
　　　　　　　　時ごろ

mm F

年　　　　月　　　　日
（メーカー） （機種名）

（メーカー）

（デジタルは記入不要）

デジタル，フィルムを問わず，絵柄の
合成や加筆・削除などの処理，加工

〒

（路線名・駅名または駅間）

鉄道一般部門　　車両・列車部門

あり 　　なし

タイトル

応募部門
ふりがな

名　　前

職　　業

E-mail

住　　所

撮影場所

撮影年月日

撮影データ

合成・加工

危険な場所や立入禁止の場所では撮影していません

ISO感度

絞　り

レンズ

カメラ

シャッター速度

フィルム

秒ｆ

電話番号

年　齢

主催 ： 交友社／キヤノンマーケティングジャパン　　後援：鉄道友の会
審査員 ： 写真家 榎並悦子　鉄道写真家 小賀野実　月刊「鉄道ファン」編集長

（　　には丸印かチェックを入れてください）

（応募時に15歳以下だった方に限定）

（応募時に18歳以下だった方に限定）

グランプリ（1名）
EOS R
RF24-105mm F4 L IS USM
フォトジュエル作成補助券3000円分
『鉄道ファン』フォトサロン向け作品掲載
『鉄道ファン』1年分
2020年度鉄道友の会会員資格
副賞トロフィー  記念品（USBメモリ）

銀賞（2部門各1名）
EOS 7D Mark II（G）
EF-S18-135 IS USM
レンズキット・W-E1
フォトジュエル作成補助券3000円分 
『鉄道ファン』1年分 副賞トロフィー
記念品（USBメモリ）

金賞（2部門各1名）
EOS RP
RF35 MACRO IS STM レンズキット
フォトジュエル作成補助券3000円分
 『鉄道ファン』1年分　副賞トロフィー
記念品（USBメモリ）

銅賞（2部門各1名）
EOS KISS M
EF-M18-150 IS STM
　　　　  レンズキット
フォトジュエル作成補助券3000円分
『鉄道ファン』1年分 副賞トロフィー
記念品（USBメモリ）

ジュニア賞（3名）
PowerShot SX430 IS
フォトジュエル作成補助券3000円分
『鉄道ファン』6ヵ月分
2020年度鉄道友の会会員資格
記念品（USBメモリ）

鉄道友の会賞（1名）
JTB旅行券（1万円相当）
フォトジュエル作成補助券3000円分
2020年度鉄道友の会会員資格
記念品（USBメモリ）

応募規定はこのチラシ裏面をご覧下さい．グランプリ，ジュニアミドル賞，
ジュニア賞，鉄道友の会賞に入賞された方がすでに鉄道友の会会員の場合は，2020年
度分の会費が免除されます．また，入賞者が小学生の場合は友の会会則により中学生に
なった時点で会員資格が与えられます．なお，賞品は予告なく変更となる場合があります． 

佳作（2部門各10名）
『鉄道ファン』6ヵ月分
記念品（キヤノンオフィシャルファングッズ）
フォトジュエル作成補助券3000円分

  EOS オリジナルショルダーバッグ
フォトジュエル作成補助券3000円分
『鉄道ファン』1年分
記念品（USBメモリ）

審査員賞（3名）

ジュニアミドル賞（3名）
EOS M100
EF-M15-45 IS STM レンズキット
フォトジュエル作成補助券3000円分
『鉄道ファン』1年分
2020年度鉄道友の会会員資格
記念品（USBメモリ）

豪華賞品のラインナップ
締切 ： 令和元年9月4日（水）必着

作品送付先
〒113－0021 東京都文京区本駒込6－7－11

株式会社 交友社 フォトコンテスト事務局  電話 03-3947-1100㈹



応募に関する注意事項（以下各項目をご確認のうえ順守してください）
株式会社交友社とキヤノンマーケティングジャパン株式会社（総称して以
下「主催者」といいます）は，応募者が応募した時点で，この注意事項に記載
されている諸条件に同意したものとみなします．
①応募いただく作品は，未発表で応募者が一切の著作権を有しているオリ
ジナル作品に限ります．応募者による同一または類似作品が，規模の大小
にかかわらず，ほかのコンテストなどに応募中または応募予定の作品，ある
いは過去に入選し画像が確認できる作品，第三者により特定の目的で利用
された作品である場合は応募できません．ただし，応募者本人の制作による
市販目的のない写真集や本人のホームページに掲載された作品，審査のな
い写真展に出品した作品は応募できます．
②応募作品がこの注意事項に違反している場合，法律・条例等に違反して
いる場合は失格となります．また，入選作品発表決定後に主催者がこれら
の違反を認めた場合も同様です．
③危険な場所，立入り禁止の場所で撮影した作品は失格となります．
④20歳未満の方がご応募いただく場合は，保護者の同意が必要です．
⑤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，または権利者から事前に使用承諾を得たものであることとします．
⑥応募作品の著作権，応募作品に使用される著作物，肖像権等について第
三者から異議申し立て，苦情などがあった場合，主催者は一切の責任を負
わず，費用負担などを含め応募者がすべて対処するものとします．
⑦入選者には審査後に直接内定を通知いたします．入選・落選のお問い合
わせはご遠慮ください．また落選の方への通知は行ないませんのであらか
じめご了承ください．
⑧ジュニア賞は応募時に15歳以下だった方に限ります．また，ジュニアミド
ル賞は応募時に18歳以下だった方に限ります．
⑨入選内定者は，指定期限内に原板（ネガ・ポジ）またはデジタルデータを
提出していただきます．指定期限内に未提出の場合は内定を取り消します．
⑩入選者は，主催者に対し，主催者が管理，使用，主催または発行するウェブ
サイト，写真展・展示会（その施設等を含みます），印刷物，宣伝広告物等にお
いて，入選作品を公表，表示，複製，展示，公衆送信（送信可能化を含みます），
頒布，上映，翻案（翻案により作成された二次的著作物の利用を含みます）等
し，かつ，それらの全部または一部を第三者に再許諾することができる全世界
にわたる取消不能，永久かつ無償の非独占的権利を許諾するものとします．

⑪主催者は，前項に関連して，主催者が管理または使用するウェブサイトに
おいて，入選作品の全部または一部を改変（色合いの変更を含みます．以
下同じ）して表示すること，および写真展・展示会の告知用ポスター，チケッ
ト，パンフレット等の制作のため，入選作品の一部を改変することがありま
す．この場合，入選者は，主催者および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なわないものとします．ま
た，主催者は，入選作品を本コンテストの広報活動や，新聞・雑誌・テレビ・
ホームページなどで使用することができます．なお，かかる使用にあたって
は撮影者の氏名を表記いたします．
⑫応募作品の取り扱いには十分注意いたしますが，万一応募作品に関する
損傷，亡失等の事故が生じた場合であっても責任は負いかねます．
⑬本コンテストの審査結果に関するお問い合わせおよびご要望には応じか
ねます．あらかじめご了承ください．
⑭主催者およびその関連会社に勤務する方は応募できません．
⑮下記の「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください．

2019 第43回 鉄道ファン／キヤノン フォトコンテスト
個人情報の取り扱いについて
（株）交友社は，当コンテスト応募に際してお客様の任意でご提供いただい
た個人情報を，当コンテスト運営に必要な範囲内で利用いたします．お客様
の同意なく，利用目的を超えて利用することはありません．個人情報をご提
供いただけない場合はコンテストへの応募をお受けできませんので，ご了承
ください．また，当社と機密保持契約を締結した企業に業務を委託する場
合，および法令に基づく場合を除き，第三者に開示することはいたしません．
ただし，作品が入選した場合は，入選発表・作品集・作品展・広告などに入
選者の氏名，都道府県名を公表する場合がございます．この場合の入選者
の個人情報は，上記利用目的の範囲内において，共催者であるキヤノンマー
ケティングジャパン（株）に対して，書面もしくは電子媒体にて提供いたしま
す．また，個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩などに対する合理的かつ適
切な安全対策を講じ，保管・管理を行ないます．個人情報の内容の照会・
訂正・削除などを希望される場合は，下記あてにお問い合わせください．
お問い合わせ／個人情報管理元：（株）交友社　鉄道ファン編集部　
個人情報保護担当 電話03-3947-1100（代）

フォトコンテスト応募規定
2019 第43回 鉄道ファン／キヤノン

【応募規定】
本フォトコンテストでは，国内・国外を問わず，また車両に限らず広く
「鉄道」を題材にした作品を募集いたします．平成30年8月1日から
令和元年8月31日までの間に撮影された未発表の作品に限ります．
使用機材やフィルムには，とくに制限はございません．
【部　門】（審査員の判断で部門を変更する場合があります）
●鉄道一般部門……幅広く鉄道に関する作品
（車両や列車本位ではなく，日常の生活や旅情を感じ取れるもの）
●車両・列車部門……車両や列車を記録した作品
（形式写真・編成写真・走行写真・姿写真）
【審査員】（順不同，敬称略）
榎並悦子（写真家）／小賀野実（鉄道写真家）／本誌編集長
【入賞・佳作発表】
入賞・佳作者には10月初旬までに直接，内定を通知をします．また，
入賞作品は本誌2020年1月号誌上に掲載され，全国のキヤノンギャ
ラリーでの入賞・佳作作品展でパネル展示されます．なお，入賞・佳
作を総称して，以下「入選」といいます．
※入選・落選のお問い合わせはご遠慮ください．
※落選の方へのご連絡はいたしません．
【お問い合わせ先】
（株）交友社　フォトコンテスト事務局　TEL 03-3947-1100（代）

【作品について】
●応募作品はプリントのみです．
※スライドやデジタル作品の場合も必ずプリントしてください．

●作品サイズはカラー・白黒とも80×110㎜以上270×390㎜までです．
●応募作品点数は，両部門合計で10点以内とします．
●組写真は５枚以内を１組とし１点と数えます．組写真は，順番通りに並
べて裏面からテープで隙間なくぴったりととめてください（折りしろ不要）．
※輪ゴムや紙帯などでとめたものは１枚１点として数え，組写真としては
扱いません．

【応募方法】
●応募に際しては，下記「応募に関する注意事項」を必ずお読みください．
また，専用応募票をお使いください（コピー可）．
※応募部門欄に必ず○印をつけて，どちらの部門に応募するのか明記し
てください．○印のない作品は失格となります．
※合成・加工の有無を，応募票の所定記入欄に必ずマークしてください．
「合成・加工」とは，デジタル・フィルムを問わず，作品の表現上，重要
な要素になるような加筆や削除などの二次的な映像加工処理を施した
作品のことです．（色調・明暗・シャープネス調整などは「加工」には含まれません）
※応募票は記入漏れのないようにしてください．
※応募作品には１点ごとに裏面に応募票を4辺ともしっかりとテープで貼り付けてく
ださい（写真からはみ出さないこと）．組写真の場合は，写真１枚１枚の撮影デー
タを別紙１枚にまとめて記載し，それを応募票の横に並べて貼ってください．

【作品の送付先】
〒113-0021　東京都文京区本駒込６-７-11
（株）交友社 フォトコンテスト事務局　電話 03-3947-1100（代）
●作品の送付は，郵便・宅配便どちらでも結構ですが，送付途中の事
故には一切責任を負いません．
●指定の送付先以外に送られた場合は受付できません．
●応募作品は返却いたしません．
【応募締切】　令和元年9月4日（水）必着

フォトコンテスト概要

フォトコンテスト細則


