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Instagram フォトコンテスト「#onlyone 恵那」実施要領 

 

 

1. コンテスト名 

Instagram フォトコンテスト「#onlyone 恵那」 

 

2. コンテスト概要 

恵那市の観光をテーマにした Instagram フォトコンテストを開催します。恵那市

の観光を題材に撮影した写真に「#onlyone 恵那」をつけて投稿してもらい、SNS 上

から恵那市を身近に感じてもらうきっかけをつくります。 

 

3. 写真募集期間 

2022 年 4 月 11 日（月）～5 月 31 日（火） 

 

4. 募集テーマ 

「恵那でみつけたオンリーワン！」 

恵那市内で撮影された写真であれば、自然・歴史・グルメ・体験アクティビティ等、 

ジャンルは問いません。過去に撮影された写真での応募も可能です。 

 

5. 応募方法 

① Instagram アプリをダウンロード 

② 恵那市内で募集テーマに沿った写真を撮影 

③ 恵那市観光協会公式 Instagram アカウント（@ kankouena）をフォロー 

④ 「#onlyone 恵那」「#えなはえーな」をつけて投稿（シェア） 

※ 「#onlyone 恵那」「#えなはえーな」をつけて投稿された写真は恵那市観光協会 

公式アカウントの投稿で使用させていただく場合があります。 

※ 写真の応募は Instagram のみで行います。写真の郵送などによる応募は受け付け

ておりませんのでご了承ください。 

※ 投稿には Instagram 公式アプリのダウンロードが必要です。 

※ 下記応募規約、禁止事項を必ずお読みいただき、ご理解、同意の上、ご参加くださ

い。受賞連絡の際に確認させていただきます。 

※ お一人様、何点でもご応募いただけます。ただし、入賞はお一人様 1 点までとな

ります。 
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6. 応募条件 

① Instagram アカウントを保持しており、公開アカウントであること。 

② 恵那市内で撮影された写真であること 

③ 募集テーマに沿った写真であること 

④ 他コンテスト等で入賞していない未発表の写真であること 

⑤ 指定のハッシュタグ（#onlyone 恵那、#えなはえーな）をつけて投稿している

こと 

⑥ 恵那市観光協会公式 Instagram アカウントをフォローしていること 

 

7. 応募資格 

① プロ・アマ・国籍・住所地・年齢・撮影機材を問いません。 

ただし国内在住の方に限ります。 

② 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際には保護者の同意が得られているものとみなします。 

③ 「#onlyone 恵那」をつけて投稿いただいた写真は、本コンテストや恵那市の観

光 PR（Web サイト・SNS・ポスター・チラシ等）に使用させていただく場合が

あります。二次利用にご承諾いただける方のみ、ご応募ください。 

④ その他、応募規約に同意いただいた方 

 

8. 入賞点数および入賞特典 

優秀賞 3 点（特典 1、2、3） 

入賞  6 点（特典 1、3） 

入選  6 点（特典 3） 

 

特典 1（９点） …恵那市観光パンフレットに掲載 

優秀作品 3 点、入賞作品 6 点の計9点を 2022 年 10 月刊行の恵那市公式観光パン

フレットに掲載。 

特典 2 （３点）… 恵那の特産品詰め合わせプレゼント 

優秀作品 3 点に選出された方には恵那の特産品詰め合わせをプレゼント。 

特典 3（１５点） … デジタルフォトブックに掲載 

入賞作品9点・入選作品 6 点をまとめたデジタルフォトブックを作成し、 

電子書籍ポータルサイト 岐阜イーブックス（https://www.gifu-ebooks.jp/）に 

公開予定。2022 年 9月下旬新設の恵那観光特設ウェブサイトにも掲載予定。 

 

9. 審査方法 

応募期間終了後、本コンテスト事務局（㈱太洋社内）で厳正な審査を行い、入賞者
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を決定いたします。 

審査結果は、恵那市観光協会公式 Instagram アカウントにて 2022 年 7 月初旬に

発表予定です。 

※入賞対象者へは恵那市観光協会公式 Instagram アカウント「＠kankouena」から入

賞を知らせるダイレクトメッセージをお送りしますので、結果発表までフォローを

外さないようにお願いいたします。また、入賞のご連絡から 3 日を経過しても返信

がない場合は入賞が無効となりますのでご了承ください。 

※都合により、スケジュール等が変更となる場合がございますのでご了承ください。 

 

10. 審査基準 

以下の 3 項目を基準に審査いたします。 

（1） 募集テーマに沿っており、恵那市内で撮影された写真であるか。 

（2） 写真から恵那市の各スポットの魅力が伝わってくるか。 

（3） 撮影場所・被写体などに工夫があるか。 

※投稿から恵那市で撮影されたか判別できないものは審査対象から除外します。 

 

11. 結果発表方法 

結果発表は 7 月初旬に以下のメディアで行います。 

・恵那市公式 HP 

・恵那市観光協会公式 Instagram 

事前に入賞者には Instagram のダイレクトメッセージを通じて、次の項目について確

認いたします。またその際、必要に応じて投稿写真に関連するコメントを受領しま

す。ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

（1）恵那市観光協会公式 Instagram をフォローしていること 

（2）投稿画像の撮影場所が恵那市内であること 

（3）入賞者が本コンテストに係る規約について同意していること 

Instagram 投稿上での結果発表は、文字数などアプリの機能制限に係らない範囲で表

示いたします。 

 

12. 応募規約 

恵那市が Instagram を活用して実施する「#onlyone 恵那」（以下本コンテスト）に応

募の方は、以下をよくお読みいただき、同意の上応募してください。 

ハッシュタグ「#onlyone 恵那」をつけて応募された場合には、応募規約のすべてに本

人、保護者ともに同意したものとみなします。応募にあたっては、Instagram の利用規約

を遵守した上で投稿してください。 

・ 投稿対象は、岐阜県恵那市内で撮影された写真に限ります。（他の地域で撮影されたも
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の、撮影場所の判断ができないものについては審査対象外とさせていただきます） 

・ 過去に撮影した写真でも応募条件を満たしていれば本コンテストへ応募できます。 

・ 投稿作品の著作権は撮影者に帰属します。 

・ フォトレタッチは可とします。ただし、実物と大きくかけ離れた過度なレタッチは選考

から除外される可能性があります。 

・ 「#onlyone 恵那」をつけて投稿いただいた写真について、恵那市は投稿者からの承諾

を個別にいただくことなく、無償で複製、加工、編集、頒布、二次的著作物の作成、

SNS、HP等に利用し、または第三者に利用させることができるものとします。 

・ 投稿いただいた写真は、本コンテストの広報活動に利用させていただく場合がありま

す。ご承諾いただける方のみ、ご応募をお願いします。 

・ お一人様何回でもご応募いただけます。ただし入賞はお一人様 1 点までとなります。

未成年者の方は保護者の同意を得たうえでご応募ください。 

・ 投稿する写真はご本人が撮影された写真で、すべての著作権を有しているものに限りま

す。本コンテストへの応募写真は応募者本人のオリジナル作品に限定し、未発表のもの

（他のコンテスト等で入賞等を受けていないもの）に限ります。 

・ 投稿者以外の人物が写りこむ場合は、その人物の承諾を得たうえで投稿してください。

撮影者の著作権、被撮影者の肖像権の権利侵害等、投稿された写真の使用にあたって何

らかの責任問題が発生した場合、恵那市はその責任を一切負いません。 

・ ドローン等による空撮の場合は、事前に管理者の許可を取る等、関係法規やルール、マ

ナーを遵守し周辺の安全に十分配慮してください。 

・ 禁止されている場所からの撮影は禁止とします。これに該当する投稿は審査対象外とさ

せていただきます。 

・ 撮影およびインターネット接続料、通信料等応募に係る費用については応募者自身のご

負担となります。 

・ 応募規定に違反したと主催者が判断した場合には、応募・入賞を取り消す場合がござい

ます。 

・ 本コンテストの開催に際し、入賞者の個人情報を Instagram、またはメールを通して

取得いたします。収集した個人情報は、応募資格の確認・受賞の確定・賞品の発送・各

種お問い合わせ対応にのみ使用いたします。 

・ 本コンテストの内容に関して、予告なく変更・またはやむを得ず中止される場合があり

ますので、あらかじめご了承ください。この場合、恵那市は本コンテストの変更や中止

に関連して、いかなる個人・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

加したことに起因するいかなる損失・被害・費用・そのほかの申し立てについて、恵那

市は一切責任を負いません。 

・ 募集期間外、非公開アカウント、ハッシュタグがついていない投稿、投稿対象以外で撮

影された投稿、結果通知までの間にアカウントのフォローが解除された場合は、応募無
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効となります。 

※本件は Instagram が後援、支持、または運営するものではなく、 

Instagram とは全く関係ありません。 

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

※本事業は恵那市から株式会社太洋社へ委託して実施します。 

 

13. 禁止事項 

本コンテストへの応募に際し、以下の行為を禁止します。 

以下の行為があった応募投稿は無効とします。 

・本コンテストの運営を妨害する行為 

・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 

・他人の名義、その他会社等の組織名を名乗る事等による、なりすまし行為 

・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 

・営利を目的とした情報提供、広告宣伝もしくは勧誘行為 

・法令に違反する行為及び違反する行為を援助、勧誘、強制、助長する行為 

・公序良俗、一般常識に反する行為 

・本コンテストのサーバーに過度の負担を及ぼす行為 

・Instagram の利用規約、法令に違反する行為 

・その他運営者が不適切と判断するもの 

 

14. 主催・運営・問い合わせ先 

【主催】恵那市 

【運営】株式会社太洋社 

【問い合わせ先】 

恵那市役所 商工観光部観光交流課 

〒509-7292 岐阜県恵那市長島町正家一丁目 1番地 1 西庁舎 3階 

TEL：0573-22-9201 メール：kankokoryu@city.ena.lg.jp 

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

HP：https://www.city.ena.lg.jp/soshikiichiran/shokokankobu/kankokoryuka/2640.html 


