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お気に入りの水中写真を応募しよう !!
「地球の海フォトコンテスト」は、1971年に始まった「マリンダイビング水中写真コン
テスト」から数えると、45年の歴史を誇る、世界最大規模の水中写真の公募展です。当
初は、「水中写真を撮るダイバーを一人でも増やしたい」という思いから始まった当コ
ンテストも、デジタルカメラの普及に伴い、誰もが気軽に水中写真が撮れるようになり、
応募者数もかなり増えました。より多くの方が参加できるようにと、1999年に「地球
の海フォトコンテスト」と名称を改め、おかげさまで今回で19回目を迎えます。今年
は地球環境部門を、ネイチャー・環境部門と名称を変更し、海の生き物の生態写真や、
海の環境問題を提起または意識した作品を募集します。伝えたい海への思いや、大好き
な海の世界を水中写真に撮って、ぜひ応募してみませんか。

各部門グランプリ、準グランプリのほか、
特別協賛賞やエリア賞など豪華賞品が授与される!!

応募要項
̶̶̶̶̶̶̶
締め切り

2017年
１月20 日（金）
必着！

■主催／マリンダイビングフェア実行委員会
■共催／㈱水中造形センター
■後援／環境省
■特別協賛／

ビギナー部門入賞者対象 特別協賛賞

オリンパス賞…………………………提供 オリンパス株式会社
サンシャイン水族館賞………………提供 サンシャイン水族館
セイコーウオッチ賞…………………提供 セイコーウオッチ株式会社

水中 3 部門入賞者対象 エリア賞

伊豆諸島賞……………………………提供 東海汽船株式会社
タヒチ賞………………………………提供 エア タヒチ ヌイ
ニューカレドニア賞…………………提供 エアカラン／アリゼ
パプアニューギニア賞………………提供 ニューギニア航空
部門

ネイチャ
ー・環境
部門

テーマ

海の生き物のネイ
チャーシーンや、 デジカメプリント：
環境への関心を訴
２L サイズ
えかける水中写真 （127×178 ㍉）
※ 画像データ入りの記
録メディア（CD-R など）
を添付すること

自由

水中写真であれば
テーマは自由。ア
ート性のある作品
を重視

ビギナー

水中写真歴５年以
内の方が対象。
水中写真であれば
テーマは自由

ビーチフォト

ビーチや夕日、自
然の風景写真。ア
ート性のある作品

部門

部門

部門

応募形態

ポジフィルム：
35㍉サイズ

（マウントをつけて）

制限点数／
応募手数料

何点でも応募可能

１点につき
1,000 円

何点でも応募可能

１点につき
1,000 円

１人 10 点まで

デジカメプリント：
２Lサイズ

（127×178 ㍉）
※ プリント応募のみ。
画像データ入りの記録
メディア（CD-R など）
を添付すること

１部門につき
1,000 円
１人 10 点まで

１部門につき
1,000 円

賞位

エリア賞は、今後も追加で決まり次第
お知らせします!!
入賞点数

グランプリ／
環境大臣賞

◆１点

準グランプリ
３位
入選

賞品
◆賞状、副賞

■審査員長

※ グランプリ受賞者には環境大臣賞が
授与されます

福永 友保

◆１点
◆１点
◆ 197点

◆賞状、副賞
◆賞状、副賞
◆賞状

奥谷 喬司
瀬能 宏
環境省職員

グランプリ／
舘石昭賞

◆１点

◆賞状、副賞

■審査員長

※ グランプリ受賞者には舘石昭賞が授
与されます

福永 友保

準グランプリ
３位
入選

◆１点
◆１点
◆ 297点

◆賞状、副賞
◆賞状、副賞
◆賞状

■審査員

高砂 淳二

グランプリ／
セイコーウオッチ賞

◆１点

◆賞状、副賞

準グランプリ
入選
グランプリ
準グランプリ
入選

◆１点
◆ 248点
◆１点
◆１点
◆ 148点

（うち優秀賞数点）

（うち優秀賞数点）

■審査員

■審査員長

※ グランプリ受賞者にはセイコーウオッチ賞が授与されます

※ネイチャー・環境部門と自由部門の入賞作品は展示終了後にプレゼントいたします

◆賞状、副賞
◆賞状
◆賞状、副賞
◆賞状、副賞
◆賞状

鍵井 靖章
■審査員

『マリンダイビング』
編集部
■審査員長

高砂 淳二
■審査員

『マリンダイビング』
編集部

※（2016 年 10 月現在）審査員は都合により変更になる場合もあります

★最新の情報は、月刊『マリンダイビング』や「マリンダイビング Web」をチェック!!

http://marinediving.com/photocon/

審査員（敬称略）

地球の海フォトコンテスト

検索

「地球の海フォトコンテスト 2017」応募手順
⑤作品データが入った記録メディアを用意する

１. 作品と応募票を準備する
2Lプリントでの応募

応募作品と同じJPEG
形式の画像データを
部門ごとにCD-R な
どの記録メディアに
書き込む。部門と氏
名を記入すること。
きちんと開けるかの
確認も行なおう

データ票の記入、作品の天地の確認、応募票の記入、画像デー
タの同封、梱包、発送と不備がないように、写真を見ながら丁
寧に作業をしていこう。特に作品どうしがくっついてしまった
り、画像データが記録されていなかったりというトラブルが見
られるので、確認をしながら応募してほしい。

①作品データ票を用意する

応募票右下のプ
リント作品デー
タ票を応募点数
分用意。コピー
でも可

②作品データ票に記入

③作品データ票を貼る

作品の裏にデータ
票を貼る。作品の
天地とデータ票の
天地をそろえて貼
ること。データ票
の向きに従って作
品が公開されるの
で、正確に

④応募票に記入する
部門名やタイト
ル、使用機材な
ど必要事項を記
入

２. 応募手数料を

⑥作品を厚紙で挟む
記入したインク
や、貼るときの
のりなどが完全
に乾いたのを確
認し、作品の両
側から厚紙で挟
む

⑦ビニール袋で包み、輪ゴムで留める
同じ内容を応募
票にも記入する。
１部門につき、1
枚必要。連絡先
や、応募手数料
振込票控えなど
も忘れずに

■応募手数料支払い先

支払う

応募手数料は銀行振込か郵便振替でお支払いください。
●ネイチャー・環境／自由部門→作品１点につき 1,000
円
●ビギナー／ビーチフォト部門→１部門につき1,000 円
複数の部門に応募する場合は、まとめて支払っても
問題ありません。
応募票の右下に、応募手数料振込票控えを貼付して
ください（コピー可）。

※ 振込手数料は応募者負担となります。
●銀行振込の場合
「フォトコンテスト実行委員会」
三菱東京 UFJ 銀行 麹町中央支店 普通口座 1040314
●郵便振替の場合
郵便局備え付けの振込取扱票に口座番号
「00130-6-75938」、加入者「（株）水中造形センター」、
通信欄「地球の海フォトコンテスト 2017 ○○部
門応募分」と明記の上、お支払いください。
※ 海外からの応募の場合のみ、クレジットカード利用可
能（詳しくは左ページ）

3. 作品と応募票を封筒に入れて発送する
発送は大きな封筒に入れて、
一括で行なってOK

部門ごとに作品と応募票を準備する
封筒に部門名と応募者がわかるように
明記の上、部門ごとに分けて入れる。

応募部門名をすべて
明記してください

締め切りは

2017 年 1月 20 日（金）必着!!
奮ってご応募ください !

複数の部門に応募する場合は、大きな
封筒にまとめて入れて送っても大丈夫
です。封筒の表に「写真在中」「折り曲
げ・水濡れ厳禁」と明記し、簡易書留
や宅配便など配達記録の残る方法で右
宛先まで送付してください。
※ 配達中の事故に関しては、当方では
一切責任を負いかねます。

作品保護のため
ビニール袋に入
れ、輪ゴムで留
める

ポジフィルムでの応募
■記入事項
A 部門名
B タイトル
C 作品番号
D 写真の天地
E 撮影者名
F 返却希望の
場合はその旨
を記入

必要事項をマウントに記入し、応
募票にも記入し、プリントでの応
募と同じように、厚紙、ビニール
袋、輪ゴムで梱包

■宛先
〒 102-8612
東京都千代田区平河町 2-10-1
水中造形センター内
「地球の海フォトコンテスト
2017」事務局
○○、○○部門宛
※ 複数の部門に応募する場合、
必ずすべての応募部門を記入し
てください。

入賞者には 2017 年３月中旬頃（予定）までに郵便にて入賞通知を送
付いたします。（落選した方への通知は行ないません）
全入賞作品は、2017 年４月 7 日（金）～ 9 日（日）に東京・池袋サ
ンシャインシティで行なわれる「マリンダイビングフェア 2017」に
て展示されます！ また「マリンダイビング Web」でも発表予定。

応募にまつわる Q & A

皆さんからよく寄せられる質問をまとめてみました。ほかに質問・不明点
がありましたら、フォトコンテスト事務局までお問い合わせください。

Q. 複数部門への応募は可能ですか？ Q. 応募した作品は返却してもらえますか？

（予定）までに郵送でお知らせいたします。

A. 可能です。ただし、同じ作品や似た作品 A. フィルムのみ返却可能です。マウントに 落選した方へのご連絡は行なっておりませ
を複数の部門に応募することはできません。「返却希望」と明記の上、返却の送料・梱包 ん。なお審査結果に関するお問い合わせに
発覚した場合、すべての部門の応募資格が 料 600 円（１部門につき）を応募手数料と は対応いたしかねますので、ご了承ください。
なくなります。また入賞後発覚した場合は 併せてお支払いください。また返却の時期 Q. ブログや HP に載せた写真は応募
入賞も取り消されます。
は 2017 年６月下旬頃を予定しております。 できますか？
Q. 複数部門に応募する場合の応募手 プリント作品、メディアの返却は行なって A. 個人のブログやホームページ、SNS に、
おりません。
個人の楽しみの範囲で掲載・公開したもの
数料の支払い・作品の発送方法は？
A. 応募手数料・返却手数料は、複数部門ま Q. クレジットカードは使えますか？ に関しては応募可能です。
とめてお支払い可能です。振込票控え（コ A. 海外からの応募時のみ使えます。国内か
ピー可）はいずれか１部門の応募票に貼付 らの応募の場合は、銀行振込か郵便振替に
してください。作品と応募票は部門ごとに てお支払いください。
分けて封筒に入れた後、大きな封筒に入れ
Q. 入賞の連絡はいつ頃になりますか？
てまとめて発送していただいて構いません。
A. 入賞した方にのみ、2017 年３月中旬頃

出す前に
これだけは
確認しよう！

Q. 写真（プリント）に日付が入って
いますが応募できますか？

A. 写真（プリント）に日付が入っているも
のは作品として認められません。撮影時は
日付印字をオフにして撮影してください。

□プリント作品→規定の２L サイズでプリントし、 □作品は水濡れ、折れ曲がりのないようきちんと
裏面にプリント作品データを貼付している？

梱包されている？

□プリント作品→作品の画像データ（CD-R など） □応募票は１部門につき１枚ずつ、記入漏れなく
を添付している？ CD-R 内にちゃんとデータは
書き込みされていて、PC で開ける？
□ポジ作品→マウントに作品データ（返却希望の
場合はその旨も）を記載している？

応募規定

※ 応募の前に必ずお読みください
■応募資格
アマチュア、プロを問いません（ビギナー部門は水中写真歴５
年以内の方のみ）

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

■応募点数
ネイチャー・環境、自由部門は応募点数の制限なし
（ただし、点数分の応募手数料がかかります）
ビギナー、ビーチフォト部門は１部門 10 点まで

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

用意できている？
□応募手数料は正しく計算して支払いをして、
「振
込票の控え」または「振込完了画面のプリント
アウト」を応募票に貼り付けてある？

ポジフィルム作品返却手数料→１部門につき 600 円
◆支払方法
銀行振込、または郵便振替（振込手数料は応募者負担）
※ 応募手数料および作品の返却料支払いは、銀行振込または郵
便振替に限ります。切手や小為替、現金での支払いは規定外と
なりますので、ご注意ください。
※ 海外からの応募のみ VISA、AMEX、Master Card の利用可
◆支払い先
●銀行振込の場合
「フォトコンテスト実行委員会」
三菱東京 UFJ 銀行 麹町中央支店 普通口座 1040314
●郵便振替の場合
郵便局備え付けの振込取扱票に口座番号「00130-6-75938」、
加入者「（株）水中造形センター」、通信欄「地球の海フォ
トコンテスト 2017 ○○部門応募分」と明記の上、お支払
いください。

■応募方法
【作品の準備】
◆ネイチャー・環境／自由部門
２L サイズ（127×178 ㍉）プリントもしくはポジフィルム
【発送】
※ プリント応募の場合は CD- R など画像データが入っている記
複数の部門に応募される方は部門別に応募票を作成し、封筒を
録メディアを添付してください。
分けてご応募ください。ただし発送するときは、各部門の封筒
※ ポジフィルムに関しては、デュープでの応募も可。
を大きな封筒などにまとめて発送しても構いません。
◆ビギナー／ビーチフォト部門
作品の発送は簡易書留や宅配便など、配達の記録の残る方法で
２L サイズ（127×178 ㍉）プリントのみ受け付け可
行なってください。取り扱いには十分注意いたしますが、配達
※CD- R など画像データが入っている記録メディアを添付して
中のトラブルおよび不慮の事故に関して当方では一切責任を負
ください。
いかねます。ご了承ください。
※ 規定外のサイズでの応募の場合、審査対象外となりますので
◆応募先
ご注意ください。
指定の応募票（コピー可）に必要事項を漏れなく記入の上、プ 〒 102-8612 東京都千代田区平河町 2-10-1
リントは裏面、ポジフィルムはマウント部分に作品データを貼 水中造形センター内
○○部門宛
付し、撮影者の氏名、部門名、タイトル、作品番号、作品デー 「地球の海フォトコンテスト 2017」事務局
タ（プリント作品のみ）を明記してください。ポジフィルムの ◆応募締め切り
み返却可能ですので、希望する方は「返却希望」とマウント部 2017 年１月 20 日（金）必着
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
分にお書きください。
■応募の注意
応募票には、応募手数料および返却手数料の振込票の控え（コ
（１）プリント作品と記録メディアは返却いたしません
ピー可）を貼付してください。
ポジフィルムの作品のみ返却可能です（希望者のみ。１部門につ
き返却手数料 600 円）。
★全部門、記録メディア（CD-R など）での画像添付が必
（２）1 枚の作品または類似作品を複数部門にまたがって応募す
要になりました。ビギナー部門、ビーチフォト部門で応募
ることはできません
の方も、画像データの入った CD-R などの添付をお忘れな
重複応募が発覚した場合、その作品はすべての部門で審査対象
く！
外とさせていただきます。
（３）すでに発表済みの作品、他のフォトコンに応募したまたは
【応募手数料の支払い】
応募予定の作品、およびそれらの類似作品を当フォトコンテス
ネイチャー・環境／自由部門→１点につき 1,000 円
トに応募することはできません
ビギナー／ビーチフォト部門→１部門につき 1,000 円
発表済みの作品とは、過去にフォトコンテスト（当フォトコン

テスト、他のフォトコンテストにかかわらず）、雑誌や広告な
どに掲載した作品、ホームページに掲載した作品（個人的なホ
ームページは除く）などを指します。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

■入賞について
原則として、受賞は１人１部門の中で１賞とします。ただし、
当規定に違反している場合、または審査員がモラルに反すると
判断した場合は、入賞取り消しになる場合があります。
各部門のグランプリ、準グランプリ、３位および特別賞、エリ
ア賞の入賞者には、表彰式があります。
【入賞作品の発表】
2017 年４月7日（金）～ 9 日（日）に池袋サンシャインシティコ
ンベンションセンター TOKYO 文化会館 C、D ホールで開催され
る「マリンダイビングフェア2017」の会場で発表、ならびに水
中造形センターの出版物、
「マリンダイビング Web」に掲載予定。
【展示用プリントの制作について】
ネイチャー・環境部門、自由部門審査の結果、入賞した作品は、
額に入れて展示をするためにワイド四切のプリントを制作します。
大きく伸ばして展示した作品は、展示終了後に受賞者にプレゼ
ントいたします。
なおビギナー部門、ビーチフォト部門は応募作品をそのまま展
示いたします。
※ 制作した展示用プリントは展示終了後（2017 年６月下旬頃を
予定）に郵送いたします（ビギナー部門、ビーチフォト部門の
プリント作品は返却いたしません）。
※ 額代は含まれておりません。ご希望の方は別途ご購入可能です。

̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

■入賞作品について
入賞された作品は、当フォトコンテストのプロモーション活動
や、（株）水中造形センターの雑誌、書籍、WEB 等の企画に掲
載されることがあります。
特別賞、エリア賞の受賞作品は協賛社のプロモーション活動に
使用されることがあります。
◆お問い合わせ先
「地球の海フォトコンテスト 2017」事務局
TEL:03-3222-0317 （平日 10:00 ～ 18:00）
FAX:03-3222-0310
E-mail:photo-con@marinediving.co.jp
★ Application form is available in English, can be
downloaded from the website. For more information, please
refer to the website of The Blue Earth Underwater Photo
Contest 2017.

