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【しまなみ海道フォトコンテスト 各種規約関係】 

 

■応募方法 

尾道～今治まで、様々な表情を見せるしまなみ海道。 

その魅力的な風景やあなたの思い出のワンシーンを写真に撮って応募してください。 

応募は、カメラやスマートフォンで撮影した写真を Instagram に#shimanami2017 とハッシ

ュタグを付けて投稿してください。 

入賞された方には、受賞記念品をプレゼントします。 

また、#shimanami2017 で投稿された写真を主催者が Facebook、Instagram 内の記事として

使用させていただいた場合は、JB 本四高速オリジナルノベルティグッズをプレゼントいたし

ます。 

※主催者が記事として使用した投稿写真が、入賞作品に選ばれることを保証するものでは 

ありませんので、予めご了承ください。 

 

投稿の方法 

STEP1 「Instagram」をインストールしてください。 

STEP2  JB本四高速しまなみ尾道管理センター公式Instagramアカウント「@shimanami2017」

を検索してフォローしてください。 

STEP3  カメラやスマートフォンでしまなみ海道の魅力的な風景を撮影してください。 

STEP4 撮影した画像にハッシュタグ「#shimanami2017」を付けて、Instagram へ投稿して

ください。 

※注意：インスタグラム以外では応募受付は行いません。 

■コンテスト概要 

コンテスト名 しまなみ海道フォトコンテスト 

開催期間   平成２９年３月１日～平成２９年３月２６日 

選定基準   主催者による選考 

 

作品発表 

公式 Instagram https://www.instagram.com/shimanami2017/ 

公式 Facebook https://www.facebook.com/shimanami2017/ 

        （平成２９年３月中に発表予定） 

 

各賞   最優秀賞１名 優秀賞２名 金賞２名 銀賞５名 しまなみ縦走２０回記念賞

１０名 佳作１０名 

副賞   最優秀賞 50,000 円 優秀賞 40,000 円 金賞 30,000 円 銀賞 20,000 円  

しまなみ縦走２０回記念賞 10,000 円 佳作 5,000 円 
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※ただし、応募時点で中学生又は高校生の方が受賞された場合は、同額の図書

カードとし、応募時点で小学生以下の方が受賞された場合は、上限１万円分

の図書カードとします。 

 

審査発表 

応募締切り後、主催者において厳選な審査の上、当選者を決定いたします。 

結果発表は当選者に Instagram ダイレクトメッセージでご連絡いたしますので公式アウン

トを必ずフォローしていただきますようお願いいたします。 

当選通知の受信後、平成２９年３月２９日（水）までに、ご連絡先、賞品お届け先等、必

要事項を指定の方法でご連絡ください。ご連絡がない場合は当選を無効としますのでご注

意ください。 

※入選された方にはダイレクトメッセージを送信するため Instagram Ver5.0 以降のダウン

ロード、またはアップデートが必要になります。 

※お使いの端末の Instagram の通知設定（プッシュ通知）をオンにして下さい。 
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■応募規約 

 JB 本四高速しまなみ尾道管理センターが Instagram を活用して実施する「しまなみ海道フ

ォトコンテスト」に応募される方は、以下の規約をよくお読みいただき、同意の上応募して

ください。本コンテストにハッシュタグ#shimanami2017 を付けて応募された場合には、同規

約に同意したものとみなします。 

 

○応募資格について 

・本コンテストは日本国内にお住まいの方であれば、どなたでも参加できます。 

・未成年者の方は保護者の同意を得た上で応募してください。 

 

○応募方法について 

・しまなみ海道の写真にハッシュタグ#shimanami2017 を付けて JB 本四高速しまなみ尾道管

理センター公式 Instagram に投稿してください。 

・公式アカウント「@shimanami2017」をフォローしてください。 

※ハッシュタグのない投稿は無効とさせていただきます。 

※期間中、何度でもご応募いただけますが、当選は 1 アカウントにつき 1 回とさせていた 

 だきます。 

※ご本人が撮影された写真に限ります。 

※同じ写真の複数投稿によるご応募は選考対象外とします。 

※2016 年以降に撮影された写真を選考対象とします。 

 

○審査方法 

・応募締切り後、主催者において厳選な審査の上、受賞者を決定します。 

※審査に関するお問合せにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

○結果発表について 

・受賞者には公式アカウント「@shimanami2017」よりダイレクトメッセージにて連絡します。 

・ダイレクトメッセージ送信後、記載された内容に従い、返信期限内に氏名、住所等をご連

絡くださいますようお願いいたします。期限内にご連絡がない場合は、受賞の権利を無効と

させていただきます。 

・「@shimanami2017」をフォローしていない場合は、受賞の権利を無効とさせていただきま

す。 

・受賞時にご入力いただきました住所に入力不備又は連絡不能などの理由により賞品がお届

けできない場合は、受賞の権利を無効とさせていただきます。 

・受賞の権利は第三者に譲渡することはできません。 

・賞品の発送先は日本国内に限らせていただきます。 
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○投稿写真の掲載と使用について 

・応募者は、主催者が投稿写真を無償で期間の制限なく利用する権利を許諾するものとしま

す。 

・投稿された写真、コメント、Instagram アカウント名などは、当社が運営するホームページ、

SNS(Facebook、Twitter、Instagram)、ブログ、ポスター、パンフレット等に掲載させていただ

く場合があり、この場合、当社は、本コンテストの賞品以外、応募者に対して、謝礼・利用

料等の金銭を含めた一切の経済上の利益を提供することはありません。 

・投稿写真に係わる一切の著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含みます。）

はご応募により当社に譲渡され帰属します。 

・応募者は、当社又は当社の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しないものとしま

す。 

・本サイトにて公開された作品は、SNS で拡散される可能性があります。 

・一度掲載された投稿作品を、当社の判断で削除する可能性があります。 

 

○注意事項 

・投稿写真に応募者以外の第三者の知的財産権が含まれる場合、必ず投稿前に権利者から投

稿写真の使用につき、使用許諾を得てください。 

・応募者は、投稿写真について自らが投稿することについての適法な権利を有していること

及び投稿写真が第三者の一切の権利を侵害していないことについて当社に対し表明し、保証

するものとします。 

・投稿された写真で肖像権等の第三者の権利侵害があった場合、当社は一切責任を負いませ

ん。 

・著作権に違反する写真、公序良俗に反する写真、他人のプライバシーを侵害する写真が投

稿された場合は無効とさせていただきます。 

・写真の掲載に関して、第三者との間で紛争が生じた場合は、応募者の責任と費用負担によ

り当該紛争を解決するものとします。 

 

○禁止事項 

・応募規約に違反する行為 

・本コンテストの運営を妨害する行為 

・他人の名誉、社会的信用を毀損する行為 

・他人のプライバシー、肖像権、パブリシティ権を侵害する行為 

・他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

・他人への誹謗中傷、脅迫、いやがらせに該当する行為 

・他人の名義、その他会社等の組織名を名乗ること等による、なりすまし行為 

・営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為 

・他の印刷物、展覧会などで公表されている画像を投稿する行為 

・本コンテストのサーバーに過度の負担を及ぼす行為 
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・法令に違反する行為及び違反する行為を幇助・勧誘・強制・助長する行為 

・わいせつ、児童ポルノ及び児童の性的搾取を助長するデータを投稿する行為 

・公序良俗、一般常識に反する行為 

・Instagram の利用規約・法令に違反する行為 

・その他上記に準ずる行為 

 

○その他 

・本コンテストは Facebook、Instagram が関与するものではありません。 

・本コンテストの応募に関わるインターネット通信料・接続料は利用者の負担となります。 

・スマートフォンの設定などに関するお問い合わせは、携帯電話各社または製造元のメーカ

ーにお問い合わせください。 

・当社の止むを得ない都合により、応募期間や賞品内容の変更、またサービスの中止・中断

をする場合がございます。この場合、当社は、本コンテストの中止に関連して、お客様その

他いかなる人・法人に対しても一切責任を負いません。 

・本コンテストに参加したこと、または当選したことに起因するいかなる損失、負債、被害、

費用、その他の申し立てについて、当社は一切責任を負いません。 

 

○個人情報の取扱いについて 

・応募者の個人情報は、本コンテストの運営に必要な連絡、通知等をする目的のみに利用し、

それ以外の目的では利用しません。同個人情報は、当社が管理し、漏洩、滅失等のないよう

必要かつ適切な措置を講じるとともに、本コンテスト終了後、速やかに廃棄します。 

・上記に関わらず、マイナンバーの取扱いについては、賞金の支払いに関する源泉徴収事務

にのみ使用し、必要な事務手続の終了後、速やかに廃棄します。 

 

Instagram は米国およびその他の国における Instagram, LLC の商標です。 

 

※このページは、本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ尾道管理センターが運営する『し

まなみ海道フォトコンテスト公式フェイスブック』です。 

次に掲げる「フェイスブック運用ポリシー及びフェイスブック利用規約」に基づき運営し

ています。 

■フェイスブック運用ポリシー及びフェイスブック利用規約 

■本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ尾道管理センター（しまなみ海道フォトコンテ

スト事務局）ソーシャルメディア運用ポリシー 

本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ尾道管理センター（しまなみ海道フォトコンテ

スト事務局）（以下「しまなみ海道フォトコンテスト事務局」という。）が運用するソ

ーシャルメディアの運用ポリシー（以下「運用ポリシー」という。）を次のとおり定め

ます。 

１ 運用するソーシャルメディアの種類 
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フェイスブック 

２ アカウント名、ＵＲＬ、アカウント運用者名 

（１）アカウント名 しまなみ海道フォトコンテスト事務局 

（２）ＵＲＬ https://www.facebook.com/shimanami2017photo/ 

（３）アカウント運用者名 本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ尾道管理センタ

ー 

３ 目的 

しまなみ海道の魅力ある写真を発信し、より多くのお客様にしまなみ海道を認知及 

びご利用いただき、地域の活性化を目的として運営するものです。 

４ 掲載内容 

（１）しまなみ海道に関する情報、Instagram での投稿写真 

（２）その他目的を達成するために有効な情報 

５ 運用時間 

４に掲げる内容を不定期に掲載することとし、掲載は、原則として、土曜日、日曜 

日、祝日及び年末年始を除く９時から１７時の間に行います。 

 ただし、緊急時などやむを得ない事業がある場合は、この限りではありません。 

６ コメント等への対応 

利用者からのコメントに対しては、原則として対応しません。掲載情報に関する質

問がある場合は、電話で直接お問い合わせください。 

電話：0848-44-3700 しまなみ海道フォトコンテスト係 

７ 運用ポリシーの変更 

（１）運用ポリシーは、予告なく変更する場合があります。 

（２）変更後の運用ポリシーは、しまなみ海道フォトコンテスト事務局が別途定める 

場合を除き、本ページ上に掲載した時点から効力を生じるものとします。 

８ 遵守事項 

利用者は、次に掲げる行為をしてはならないものとします。利用者による投稿内容 

について、しまなみ海道フォトコンテスト事務局が、禁止事項に該当すると判断した 

場合は、利用者に事前に何ら通知することなく、投稿の削除その他の必要な措置をと 

ることができるものとします。 

（１）運営事務局、他の利用者又は第三者を誹謗中傷する行為 

（２）公序良俗、法令等に違反し、又は違反する恐れのある行為 

（３）他者になりすますなど虚偽や事実と異なる情報及び正否の確認できない噂等を 

  掲載する行為 

（４）広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とした行為（ウェブサイトの紹 

介等を含む。） 

（５）著作権、商標権、肖像権等の知的財産権を侵害するおそれのある行為 

（６）他の利用者又は第三者に関して、住所・電話番号、メールアドレス等の個人情 

報を特定・開示・漏えいする等の個人のプライバシーを侵害する行為 
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（７）有害なプログラム等を送信することにより通信機器の機能を妨害し、情報を引 

き出し、又は他者のアクセスを妨害する行為 

（８）しまなみ海道フォトコンテスト事務局、他の利用者又は第三者に不利益を与え 

る行為 

（９）その他、しまなみ海道フォトコンテスト事務局が不適当と判断した行為 

 

９ 免責事項 

（１）しまなみ海道フォトコンテスト事務局は、掲載情報の正確性、完全性、有用性 

   等を完全に保証するものではありません。 

（２）しまなみ海道フォトコンテスト事務局は、利用者が掲載情報を利用又は信用し 

たことにより、利用者又は第三者が被った損害について一切の責任を負いません。 

（３）しまなみ海道フォトコンテスト事務局は、利用者が投稿した内容について一切 

の責任を負いません。 

（４）しまなみ海道フォトコンテスト事務局は、利用者間又は利用者と第三者間のト 

ラブルによって、利用者若しくは第三者に生じたいかなる損害についても、一切 

の責任を負いません。 

（５）しまなみ海道フォトコンテスト事務局は、予告なしに掲載した情報を変更又は 

削除し、サービスの運用を中断し、又は中止することがあります。 

 

１０ 利用規約の変更 

（１）利用規約は、予告なく変更する場合があります。 

（２）変更後の利用規約は、しまなみ海道フォトコンテスト事務局が別途定める場合 

 を除き、本ページ上に掲載した時点から、効力を生じるものとします。 


