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～信州で人生が変わる～ 訪れよう魅力あふれる信州へ
「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」フォトコンテスト 春 開催

グランプリには 2 in 1 最新タブレットパソコン授与
3月 26日(月)より応募開始

2018.03.20

マウスコンピューターTOP > 「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」フォ…
Like 0 ツイート 0

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）はマウスコンピューター製造拠点もある長
野県を題材に、「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」フォトコンテスト 春 (以下「本コンテスト」)を 3月 26日(月)より開催いたします。 

本コンテストは、本年 7 ～ 9月に「信州アフターデスティネーションキャンペーン」を開催する、「信州キャンペーン実行委員会」との共催で行い、
キャンペーンのテーマとなる「癒し」「アウトドア」「歴史・文化」「食」の4つの部門を設け、思わず、長野県に訪れたくなるような作品を募集し
ます。

受賞作品は、信州アフターデスティネーションキャンペーン公式サイト、長野県および信州キャンペーン各種 PR 素材、マウスコンピュータースクリ
ーンセーバーでの使用や、長野県庁での掲示を予定しています。さらに受賞者には、Windows 10 搭載 最新タブレットパソコンや iiyama 液晶ディス
プレイ、長野県名産品などを授与します。
本コンテストの詳細については、コンテスト特設サイトにて 3月 20日(火)より公開いたします。また夏にも開催を予定しております。 

「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」フォトコンテスト 春特設サイト ： https://ganref.jp/common/special/mouse2018/

※信州アフターデスティネーションキャンペーン（ アフター DC ）とは？ 

地元観光関係者や自治体と JR 各社等が協力し、長野県の魅力を全国に向けて発信するキャンペーンです。 

信州アフターデスティネーションキャンペーン公式サイト ： https://www.shinshu-dc.net/

「癒し」「アウトドア」「歴史・文化」「食」の4部門で、各賞をご用意。

グランプリ（各部門 1名様）： 

賞品 10.1 型 Windows 10 搭載 最新タブレットパソコン（ 2 in 1 タイプ
）

準グランプリ（各部門 2名様）： 

賞品 28型 iiyama 液晶ディスプレイ「ProLite X2888HS-2」 

入選（各部門 5名様）： 

賞品 長野県名産品 詰め合わせ（3000円相当）

長野県
観光部部長 熊谷 晃 （くまがい あきら）氏

株式会社マウスコンピューター
代表取締役社長 小松 永門（こまつ ひさと）

写真家 小林 紀晴 （こばやし きせい）氏 

1968年長野県茅野市生まれ。東京工芸大学短期大学部写真科卒業。 

新聞社カメラマンを経て、1991年よりフリーランスフォトグラファーとして独立。 

現在は、雑誌・広告・TVCF・小説執筆などボーダレスに活動中。 

1997年『DAYS ASIA』で日本写真協会新人賞受賞。2013年『遠くから来た舟』で第22回林忠彦賞受賞。信州
を題材にした写真集に、「homeland」、「盆地」「SUWA」、「はなはねに」、「kemonomichi」などがあ
る。

写真家 秦 達夫 （はた たつお）氏 

1970年長野県飯田市遠山郷生まれ。自動車販売会社退職後、バイクショップに勤務。後に家業を継ぐために
写真の勉強を始め、写真に自分の可能性を見出し写真家を志す。写真家竹内敏信氏の弟子となり独立。故郷
の湯立神楽「霜月祭」を取材した『あらびるでな』で第八回藤本四八写真賞受賞。同タイトルの写真集を信
濃毎日新聞社から出版。『山岳島_屋久島』写真集（日本写真企画）・日本写真家協会会員・日本写真協会会
員・Foxfireフィールドスタッフ。

コンテスト概要

名称：

「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」フォトコンテスト 春

主催：

株式会社マウスコンピューター

共催：

信州キャンペーン実行委員会

募集期間：

2018年 3月 26日（月）～ 5月 21日（月）12：00

応募テーマ：

～信州で人生が変わる～ 訪れよう魅力あふれる信州へ
長野県で撮影された「癒し」「アウトドア」「歴史・文化」「食」の4部門で作品を募集。

賞および賞品：

応募資格：

年齢、性別、写真歴を問わずどなたでも応募可能。（ただし応募には、インプレス社運営の写真 SNS サイト GANREF https://ganref.jp/ の会員登録が
必要）応募テーマに沿った作品であること。
2018年 3月 20日 ～ 5月 21日の期間に長野県内で新たに撮影された作品であること。 

※詳しくは、コンテスト特設サイトをご確認ください。

応募方法：

コンテスト特設サイトよりご応募いただけます。

結果発表：

2018年 6月下旬予定

応募作品について：

・「募集テーマ」に沿った作品であること。
・ デジタルカメラで撮影されたデジタル画像データ・単写真のみ（携帯電話・スマートフォンで撮影された写真は除く）。 

・ デジタルカメラマガジン記事等出版物、GANREF、マウスコンピューター、長野県などのホームページ、広告、ポスター、宣伝、スクリーンセー
バーなどで使用しても問題のない作品であること。

審査委員

ホテルメトロポリタン長野にて、記者発表会を開催

2018年 3月 20日（火）、ホテルメトロポリタン長野（長野県長野市南長野南石堂町1346）にて『「世界級リゾートへ、ようこそ。山の信州」フォト
コンテスト 春』に関する記者発表会を開催。この度の発表会では、本コンテストの開催経緯や今後のスケジュール、「信州アフターデスティネーシ
ョンキャンペーン」の紹介、長野県のオススメ撮影スポットなどを紹介いたしました。

記者発表会の様子 （左から）秦 達夫氏（写真家）、小松 永門（株式会社マウスコンピューター 代表取締役社長）、熊谷 晃氏（長野県 観光部部
長）

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※
記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。※
画像はイメージです。※
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