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開催期間
応募方法
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Twitterア ント
なんなん南武線 JR公式
@nambu_linePT
フォロー。

南武線ま 南武支線
沿線 写真 撮影
開催期間以外 撮影し 写真も可

キャンペーンハッ ュ
#南武線95 つけ
写真 投稿し 応募完了！

Twitterア ント
作成し 公開設定

040302

入選作品 2022年11月上旬 南武線 JR公式 @nambu_linePT Twitterア ント 発表します
ま 入選 方 Twitter イレ トメッセー 連絡します

最優秀作品賞 優秀作品賞受賞 4名様
鎌倉車両セン ー中原支所で開催する
南武線車両撮影体験 アーへ 招待！

年 月 日 土 実施予定

▶ 応募す 写真 応募者 本人 著作権 含むす 権利 有す リ ナル作品 限 ます
▶ 応募後 応募 写真 著作権 主催者 帰属します
▶ 上記以外 応募規約 応募条件・注意事項・禁止事項 当社HP URL 覧い 同意 上 応募く い

URL ：https://www.jreast.co.jp/info/2022/hachioji/220907_hc001.pdf

主催者 ： 東日本旅客鉄道株式会社 八王子支社
まく す ーバープロ ト

2022年9月20日 火 ～ 2022年10月23日 日

賞品

最優秀作品賞受賞作品
なんなん南武線 JR公式
ヘ ー画像へ掲載！

最優秀作品賞 優秀作品賞
受賞 4作品
駅へ ス ー掲出！

入選発表
応募規約

最優秀作品賞 1作品

テー あなた 好きな南武線沿線 風景

※掲載し い 画像・イラ ト 全 イメー す
※イベント 予告 く中止す 場合や内容等 変更
す 場合 あ ます

※2022年9月現在 情報 す

最優秀作品賞 1作品 ・ 優秀作品賞 3作品 共通賞品

鎌倉車両セン ー中原支所

応募規約 ちら→

※偽ア ント 注意く い



「南武線開業 95周年記念フォトコンテスト」応募規約 

 

東日本旅客鉄道株式会社八王子支社（以下、「主催者」という。）が主催する「南武線開業

95 周年記念フォトコンテスト」（以下、「本キャンペーン」という。）に応募いただく前に、

本規約をよくお読みいただき、ご同意のうえ、ご応募ください。本キャンペーンに応募され

た場合、本規約に同意いただいたものとみなします。 

 

応募条件 

●本キャンペーンへの応募には、Twitter アカウントが必要となります。また、応募にご利用 

になるアカウントのツイートは、「公開」に設定していただく必要がございます。 

●応募期間 

 2022年９月 20日（火）から 2022年 10月 23日（日）まで 

●応募方法 

 ①Twitter アカウント「なんなん南武線（JR 公式）@nambu_linePT」をフォロー 

 ②南武線（川崎駅～立川駅間）及び南武支線（尻手駅～浜川崎駅間）で写真を撮影 

（応募期間以外に撮影した写真でも応募可能ですが、未発表作品に限ります。） 

 ③写真のタイトルや写真への想いやエピソードとともに（任意）、 

キャンペーンハッシュタグ「#南武線 95」をつけて応募写真を投稿して応募完了 

●ご応募いただいた写真から、最優秀作品賞（１作品）と優秀作品賞（３作品）を主催者が 

選定いたします。入選者の発表は 2022年 11月中を予定しております。 

●入選された場合の賞品内容は以下のとおりとなります。 

 最優秀作品賞（１作品） 

  ・「なんなん南武線（JR 公式）@nambu_linePT」の Twitter ヘッダー画像へ採用 

   採用予定期間：2022年 12月１日（木）10:00 ～ 2023年 11月 30日（木）10:00 

  

 最優秀作品賞（１作品）・優秀作品賞（３作品）共通賞品 

・南武線車両撮影体験ツアーへご招待 

   日時：2022年 12月３日（土）12:30 ～ 

   場所：鎌倉車両センター中原支所（南武線武蔵中原駅から徒歩 7 分） 

   ※雨天決行、荒天中止といたします。 

   ※開始時刻は前後する場合がございます。 

   ※新型コロナウイルスの感染状況や、列車の遅延等の不測の事由により、中止とする 

場合がございます。 

 

・作品を用いた記念ポスターをプレゼント及び南武線の各駅に掲出 

 掲出開始予定：2022年 12月１日（木）以降 



●１回のご応募につき、応募写真は１枚までとさせていただきます。１回のご応募に複数の 

写真が添付されている場合は、１枚目の写真を応募写真とさせていただきます。 

●応募写真は、応募者ご本人が撮影したもので、未発表作品に限定させていただきます。 

●応募する写真の元データの容量は、２MB 以上を推奨いたします。また写真が入選された 

場合に、さらに高精細な写真データのご提供をお願いする場合がございます。 

●本キャンペーンはお一人さまで複数回ご応募いただけますが、作品賞への入選はお一人 

さまで１作品までとなります。 

●組写真（複数枚の写真により構成される作品）や動画は応募対象外となります。 

●応募する写真は、アプリケーション等による修正や加工も可能ですが、構造物や樹木の削

除及び合成等により実際の風景と異なるような加工を施したものと主催者が判断した場

合は、応募を無効とさせていただく場合がございます。 

●本キャンペーンは、日本国内にお住まいの方であり、郵便物や宅配物の受け取りが可能な

方であれば、どなたでもご応募いただけます。 

●未成年の方は、保護者の同意を得たうえで、本キャンペーンにご応募ください。 

●キャンペーンハッシュタグが無いご投稿は、応募の対象外となります。 

●応募された写真や文章は、入選したか否かに関わらず、主催者が出稿する雑誌広告や弊社

内外の媒体、Twitter をはじめとする SNS 等で使用させていただく場合がございます。 

 

注意事項 

●応募する写真は、応募者ご本人が著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利 

を含む一切の著作権を含みます。以下同じ。）を含むすべての権利を有するオリジナル作 

品に限ります。 

●応募後、応募された写真の著作権は主催者に帰属します。 

●応募後、応募者ご本人は著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）の行使がで 

きないことに同意いただいたものとします。 

●応募する写真の被写体に人物が写っている場合は、ご本人（被写体）の承諾が必要になり 

ます。また被写体が未成年の場合は、保護者の承諾が必要になります。 

●応募された写真が著作権に違反するもの、他人の肖像権及びプライバシーを侵害するも 

の、公序良俗に反するもの、立ち入り禁止区域から撮影されたもの等、主催者が不適切と 

判断する場合は応募を無効とする場合がございます。 

●応募した写真が第三者の権利を侵害した場合等で生じるあらゆる損害に対して、主催者 

は一切の責任を負いません。 

●応募者は、本キャンペーンに起因、関連して主催者に損害を与えた場合は、一切の損害を

賠償するものとします。 

●本キャンペーンに関連して第三者との間で紛争が生じた場合は、応募者は自らの責任と 

費用により解決するものとし、主催者に生じた一切の損害を賠償するものとします。 



●本キャンペーンは事前の予告なく主催者の判断で、応募期間やその他内容の変更、また 

は中止や中断とする場合がございます。主催者は、これに起因、関連して生じる応募者、 

その他のいかなる人や法人の損害等に対して一切の責任を負いません。 

●本キャンペーンへの応募及び入選したことに起因、関連するいかなる損失、被害、費用、 

その他の申し立てについて、主催者は一切の責任を負いません。 

●応募された写真は、主催者でその全部または一部をトリミング等で加工させていただく 

場合がございます。 

●応募いただいたデータ等は返却いたしません。 

●本キャンペーンの内容に Twitter 社は関与しておりません。 

●本キャンペーンの応募に関わる通信費等の費用は、応募者の負担となります。 

●入選作品の発表は、2022 年 11 月中に Twitter アカウント「なんなん南武線（JR 公式）

@nambu_linePT」のツイートにより行います。また入選された方には、入選作品の発表に

際して、10 月下旬以降に、Twitter のダイレクトメッセージにて主催者よりご連絡いたし

ます。ダイレクトメッセージに記載された内容をご確認のうえ、期限内にご返信をお願い

します。期限内にご返信をいただけない場合または記載事項に不備がある場合は、入選の

権利を無効とさせていただく場合がございます。 

●当選発表前に Twitter アカウント「なんなん南武線（JR 公式）@nambu_linePT」のフォロ

ーを解除した場合や、応募時のツイートを削除した場合、キャンペーン期間中にアカウン

ト名及び@ユーザー名を変更したことにより応募者が特定できない場合等は、入選の権利

を無効とさせていただく場合がございます。 

●入選作品の選定に関するお問い合わせにはお答えできません。 

●入選の権利は応募されたご本人のもので、第三者へ譲渡することはできません。 

 

個人情報の取扱いについて 

●本キャンペーンに関連して頂いた個人情報は、賞品の発送のために利用いたします。なお、

個人情報の取得、利用、管理等の取扱いにつきましては、東日本旅客鉄道株式会社ホーム

ページの個人情報の取扱いに関する基本方針をご覧ください。 

 

禁止事項 

●本キャンペーンの応募に際して、以下の行為を禁止といたします。 

・他者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

・他者の名誉、社会的信用を毀損する行為 

・他者のプライバシー権、肖像権、パブリシティ権を侵害する行為 

・他者への誹謗中傷、脅迫、嫌がらせに該当する行為 

・他者の名義、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、広告宣伝及び勧誘行為 



・他の印刷物、展覧会等で公表されている画像を投稿する行為 

・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 

・Twitter の利用規約に違反する行為 

・本キャンペーンの運営を妨害する行為 

・本応募規約に違反する行為 

・その他、上記に準ずる行為 

 

本キャンペーンに関するお問い合わせ 

●お問い合わせ先：東日本旅客鉄道株式会社 八王子支社 

たまくらすオーバープロジェクト事務局 

●メールアドレス：tama-classover-jimu@jreast.co.jp 

●受 付 期 間：2022年９月８日（木）～ 2022年 10月 23日（日） 

 

※一部のメールアカウントにおいて、上記の事務局メールアドレスからの返信を受信でき 

ない場合がございます。お問い合わせ後３日以内（土・日・祝日を除く）に事務局からの 

返信がない場合は、Twitter アカウント「なんなん南武線（JR 公式）@nambu_linePT」への 

ダイレクトメッセージにて改めてお問い合わせください。 

※お問い合わせ内容により、ご返信までお時間を頂く場合がございます。また、作品賞の選 

定に関する内容等、ご返信を差し上げられない場合がございます。あらかじめご了承くだ 

さい。 


