第12回美しい風景写真100人展出展作品

主催＝富士フイルム株式会社／隔月刊『風景写真』

フィルムで伝える、

心を揺さぶる感動の風景

美しい風景写真100人展では、日本の美しい風景を
銀塩フィルムで写しとめた作品を
全国の幅広い世代のみなさんから募集します。
出展作品は高品質で高画質の銀塩プリントに仕上げて展示されます。
あなたの心を動かした風景を、
感性豊かに表現した作品をお待ちしています。

第 12 回からスタートした
学生部門は、展示数を 20 点に
ボリュームアップして

100 人展とともに全国に巡回します。
第12回美しい風景写真100人展［学生部門］
出展作品

［100 人展と同じ期間にギャラリーXで展示！］

100 人展の詳しい情報は
WEB サイトをご覧ください。

美しい風景写真100人展

検 索

http://www.fukei-shashin.co.jp/

100 人展・締切
学生部門・締切

8月21日
2017 年 9 月 8日
2017 年

［月］消印有効

［金］消印有効

作品送付・お問い合わせ先

〒113-0033 東京都文京区本郷 5-28-1 サトービル 3 階

富士フイルム
フォトサロンに
作品を展示！

美しい風景写真 100 人展は、富士フイル
ム株式会社と隔月刊『風景写真』がフィ

株式会社 風景写真出版

「第13 回美しい風景写真100人展」係

ルムを愛するプロ・アマ写真家を応援す

／FAX：03-5689-8187
TEL：03-3815-3605（平日：10時〜17時）
beautiful100@fukei-shashin.co.jp

る写真展です。展示される作品は、すべ
て 100 人展作品集に収録されます。第 12

開催記念
パーティーに
ご招待！

回からは学生部門がスタートし、幅広い
世代による風景写真作品が一堂に会しま
す。展示プリントは高品質で高画質の銀
塩プリント。プロ・アマ写真家と交流でき

作品集に掲載
&
記念品進呈！

る開催記念パーティにご招待するほか、
記念品を進呈します。

部門

◆

募集対象

◆

応募方法

100 人展
出展者記念

銀塩フィルムで撮影した日本国内の風景 &ネイチャー写真作品。豊かで
繊細な色彩表現、自然で奥行きのある質感、空気感描写など、銀塩フィ
ルムによる写真表現の魅力と可能性を伝える作品。
応募点数：一人 10 点まで。
応募形態：
［100 人展］四ツ切プリントに統一。
［学生部門］2L から四ツ

応募申込票

❶フィルムで撮影

作品発表
および
出展者特典

応募プリント作品裏面には、下記の応募申込票に必要事項を記入し、写
真の天地と方向をあわせて貼付してください。
富士フイルム株式会社、
『 風景写真』編集長・石川 薫

＊ この写真展は作品の優劣により順位を決めるコンテストではありません。写真展
の企画内容および展示構成
（季節、
地域のバランスなど）
を考慮の上、
選考します。

［100 人展］
（主催者による招待作家を含む）
［
、学生部門］20 点
100 点

◆

選考結果通知

◆

選考の結果は、
2017年10月末頃までに応募者に直接通知いたします。

❷銀塩タイプの
印画紙でプリント

＊四ツ切に統一
（学生部門は2Lから
四ツ切まで）
＊インクジェットプリント不可

＊「風景写真出版 WEBサイト」からもダウンロードできます。

選考作品数

プリント裏面

美しい風景写真
100人展 係

100 人展／100 人展併設［学生部門］

◆

◆

http://www.fukei-shashin.co.jp/

学生部門出展者記念

切プリントまで。いずれも銀塩タイプの印画紙（インクジェットプリントは
不可）。作品は保護のため1 枚ずつ透明の OPP 袋に入れ、プリントに用
いたフィルム原板を添付してください
（プリントに用いたフィルムのみを添
付）
。
フィルム原板の後送は受付できません。

選考員

風景写真出版 WEBサイト

応募申込の流れ

◆

◆

応募申込票は風景写真出版 WEB サイトからダウンロード！

作品返却

❸応募申込票に記入し
プリント裏面に貼付。
プリントに用いたフィルムを
添付し、
透明のOPP 袋に
1 枚ずつ入れる

❹上記の作品送付先へ郵送

＊学生部門へ応募の場合は
「学生部門」
と朱書きのこと。

＊フィルムもOPP 袋に入れる

100 人展併設［学生部門］出展者

100 人展出展者

2017 年 12月に富士フイルムフォトサロン 東 ◆100 人展の併設として、高品質の銀塩プリ
京にて行われる「第 13 回美しい風景写真 ント
（半切）
で展示。東京展後、各地の富
（全紙） 士フイルムフォトサロンで巡回展を開催予
100 人展」に高品質の銀塩プリント
で展示。東京展後、各地の富士フイルムフォ 定。
トサロンで巡回展を開催予定。
◆ 100 人展オリジナルプレミアムピンバッジを ◆ “チェキ” instax mini8＋
（プラス）
を進呈。
進呈します。
◆ 巡回展終了後、
展示された作品を差し上げます。
◆ 隔月刊
『風景写真』2018 年 1-2月号特別付録
「第 13 回美しい風景写真 100 人展作品集」に掲載します。
◆ 100 人展
（東京）
の開催記念パーティにご招待します。
◆

◆

ただし、
選出された方
2017年10月末頃、選考結果と合わせて応募作品を返却します。
作品は、巡回展終了後、返却します。

＊ 返却送料は、
主催者が負担します
（返信用封筒は必要ありません）。

［注意事項］
・画像の合成や被写体の消去、特殊な画像加工を施
した作品は不可とします。

どちらかにチェック

□ 100人展

・自然保護の精神や公序良俗に反する作品は、選考
の対象から除外します。
・未発表作品をご応募ください（実在する風景に限り

□

ます）
。発表、未発表の判断は次の通りです。
①写真展（個展、グループ展）
で展示した作品は、い
かなる会場においても発表作とみなします。
②インターネット・SNS上に公開中の作品は、
発表作
とみなします。
③印刷媒体に掲載された写真は発表作とみなします
（チラシ、パンフレット、カレンダーなど）
。

・複数回に分けての応募はご遠慮ください。
・展示された作品は主催者が行うプリント展示、出版
物、印刷物
（作品集、カレンダー、ポスター、ハガキな
ど）
、
宣伝広告、
インターネット、
贈呈用プリント・額装
などに無償で使用させていただきます。
また、
主催者
は展示された作品を優先的に使用する権利を保有

します。
・応募作品の取扱には十分注意いたしますが、受付、

学校名

＊学生部門のみ

学年

＊学生部門のみ

返却の際の郵送中の破損、紛失などの事故につい
ては一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
・応募においては作品の保護に十分留意して封入し、
簡易書留のご利用をおすすめします。
［応募申込票の個人情報について］

1. 応募申込票に記載いただく個人情報は、選考通知、
作品の返却、
特典の送付など、
本写真展を運営する
ために必要な範囲で使用させていただきます。また、
このため業務委託会社に情報を開示する場合があ
ります。
2. 個人を特定できないよう統計的に加工・分析したう
えで使わせていただくことがあります。
3. 選考発表、作品展に展示、風景写真誌上への掲載、
広告に使用する作品などには撮影者の氏名や都道
府県名を明示させていただく場合があります。
▲

応募申込票は「風景写真出版 WEB サイト」
からもダ
ウンロードできます。

