
  

 

 

１ 募集内容

  徳島県内で撮影された農業に関連するもので、徳島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ徳島）

のホームペ－ジのトップ

テ－マ

 

２ 応募期間

  【郵送による応募】

 

  【メールによる応募】

３ 応募資格

  ・国籍、年齢、性別、経験（プロ、アマチュア）は問いません。

  ・個人またはグループでの応募も可能です。

 

４ 応募方法

  応募用紙に

  【郵

  【メール】

   

 

 

『徳島県農業共済組合ホ－ムペ－ジ掲載写真』応募要領

募集内容 

徳島県内で撮影された農業に関連するもので、徳島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ徳島）

のホームペ－ジのトップ

テ－マ 

 ・農作業の様子など、徳島県内で撮影された農業に関するもの

できる写真

 

応募期間 

【郵送による応募】

 平成 28

【メールによる応募】

平成 28

応募資格 

・国籍、年齢、性別、経験（プロ、アマチュア）は問いません。

・個人またはグループでの応募も可能です。

応募方法 

応募用紙につぎの項目を記載し、下記のいずれかの方法で応募ください。

①氏名（ふりがな）

②年齢

③住所

④ご連絡先の電話番号

⑤メールアドレス

【郵 送】 

応募作品をＣＤなどに格納し、応募用紙と一緒に下記の住所までお送りください。

【メール】 

応募作品を応募用紙と一緒に、下記のメールアドレスまでお送りください。

     ※5MB

『徳島県農業共済組合ホ－ムペ－ジ掲載写真』応募要領

徳島県内で撮影された農業に関連するもので、徳島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ徳島）

のホームペ－ジのトップ

・農作業の様子など、徳島県内で撮影された農業に関するもの

できる写真であればテ－マは自由です。

【郵送による応募】 

28 年 1 月 15

【メールによる応募】 

28 年 1 月 15

・国籍、年齢、性別、経験（プロ、アマチュア）は問いません。

・個人またはグループでの応募も可能です。

つぎの項目を記載し、下記のいずれかの方法で応募ください。

氏名（ふりがな）

②年齢  

③住所  

④ご連絡先の電話番号

⑤メールアドレス

 

応募作品をＣＤなどに格納し、応募用紙と一緒に下記の住所までお送りください。

 

応募作品を応募用紙と一緒に、下記のメールアドレスまでお送りください。

5MB を超えるメール送信をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

『徳島県農業共済組合ホ－ムペ－ジ掲載写真』応募要領

徳島県内で撮影された農業に関連するもので、徳島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ徳島）

のホームペ－ジのトップペ－ジに掲載する写真を公募

・農作業の様子など、徳島県内で撮影された農業に関するもの

であればテ－マは自由です。

15 日（金）～平成

 

15 日（金）～平成

・国籍、年齢、性別、経験（プロ、アマチュア）は問いません。

・個人またはグループでの応募も可能です。

つぎの項目を記載し、下記のいずれかの方法で応募ください。

氏名（ふりがな）  

  

  

④ご連絡先の電話番号  

⑤メールアドレス 

応募作品をＣＤなどに格納し、応募用紙と一緒に下記の住所までお送りください。

応募作品を応募用紙と一緒に、下記のメールアドレスまでお送りください。

を超えるメール送信をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

『徳島県農業共済組合ホ－ムペ－ジ掲載写真』応募要領

徳島県内で撮影された農業に関連するもので、徳島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ徳島）

－ジに掲載する写真を公募

・農作業の様子など、徳島県内で撮影された農業に関するもの

であればテ－マは自由です。 

日（金）～平成 28 年

～平成 28 年

・国籍、年齢、性別、経験（プロ、アマチュア）は問いません。

・個人またはグループでの応募も可能です。 

つぎの項目を記載し、下記のいずれかの方法で応募ください。

 ⑥ペン

 ⑦作品タイトル

 ⑧撮影年月日

 ⑨簡単なコメント

応募作品をＣＤなどに格納し、応募用紙と一緒に下記の住所までお送りください。

応募作品を応募用紙と一緒に、下記のメールアドレスまでお送りください。

を超えるメール送信をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

『徳島県農業共済組合ホ－ムペ－ジ掲載写真』応募要領

徳島県内で撮影された農業に関連するもので、徳島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ徳島）

－ジに掲載する写真を公募します。

・農作業の様子など、徳島県内で撮影された農業に関するもの

 

年 5 月 31 日（火）※必着

年 5 月 31 日（火）

※最終日は

 

・国籍、年齢、性別、経験（プロ、アマチュア）は問いません。

 

つぎの項目を記載し、下記のいずれかの方法で応募ください。

ペンネーム（掲載時のお名前）

⑦作品タイトル 

⑧撮影年月日 

⑨簡単なコメント

応募作品をＣＤなどに格納し、応募用紙と一緒に下記の住所までお送りください。

応募作品を応募用紙と一緒に、下記のメールアドレスまでお送りください。

を超えるメール送信をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

『徳島県農業共済組合ホ－ムペ－ジ掲載写真』応募要領

徳島県内で撮影された農業に関連するもので、徳島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ徳島）

します。 

・農作業の様子など、徳島県内で撮影された農業に関するもの、農業の魅力が発信

日（火）※必着

日（火） 

※最終日は 17：00

・国籍、年齢、性別、経験（プロ、アマチュア）は問いません。 

つぎの項目を記載し、下記のいずれかの方法で応募ください。

ネーム（掲載時のお名前）

 

⑨簡単なコメント 

応募作品をＣＤなどに格納し、応募用紙と一緒に下記の住所までお送りください。

応募作品を応募用紙と一緒に、下記のメールアドレスまでお送りください。

を超えるメール送信をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

『徳島県農業共済組合ホ－ムペ－ジ掲載写真』応募要領

徳島県内で撮影された農業に関連するもので、徳島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ徳島）

、農業の魅力が発信

日（火）※必着 

00 までの受付

つぎの項目を記載し、下記のいずれかの方法で応募ください。 

ネーム（掲載時のお名前） 

応募作品をＣＤなどに格納し、応募用紙と一緒に下記の住所までお送りください。

応募作品を応募用紙と一緒に、下記のメールアドレスまでお送りください。

を超えるメール送信をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

『徳島県農業共済組合ホ－ムペ－ジ掲載写真』応募要領  

徳島県内で撮影された農業に関連するもので、徳島県農業共済組合（ＮＯＳＡＩ徳島） 

、農業の魅力が発信 

までの受付 

応募作品をＣＤなどに格納し、応募用紙と一緒に下記の住所までお送りください。 

応募作品を応募用紙と一緒に、下記のメールアドレスまでお送りください。 

を超えるメール送信をご希望の方は、下記までお問い合わせください。 

『徳島県農業共済組合ホ－ムペ－ジ掲載写真』応募要領 



５ 応募規定

  ・徳島県内において

  ・発表済みの作品でも可。（ただし、コンテストなどでの入賞作品は不可）

  ・合成写真は不可。

・

  ・応募にかかる費用は、応募者負担でお願いします。

  ・採用作品は「

  ・入賞作品の著作権は作者に帰属し、ホームページや広報紙といった

  ・応募の際、

  ・掲載枠の都合上、写真のトリミングを行うことがあります。

  ・写真の選定は

  ・人物を主題にした作品の場合は了解を得てください。

 

6 入賞

  入賞された方には記念品を進呈いたします。

 

7 入賞作品発表

  ・入賞された方には

  ・入賞された方以外への結果のご連絡は行っておりません。ご了承ください。

  ・入賞の結果はホームページにも掲載させていただきます。

 

8 掲載について

  ・掲載期間：平成

   

9 応募・問い合わせ先

  〒

   

      

    

 

応募規定 

・徳島県内において

・発表済みの作品でも可。（ただし、コンテストなどでの入賞作品は不可）

・合成写真は不可。

・作品点数は１人

画）の作品応募はファイルサイズ・形式に制限があります。

・応募にかかる費用は、応募者負担でお願いします。

・採用作品は「

く場合がございます。

・入賞作品の著作権は作者に帰属し、ホームページや広報紙といった

媒体での使用権は組合に属します。なお、応募作品は返却いたしません。

・応募の際、

範囲でのみ使用させていただきま

・掲載枠の都合上、写真のトリミングを行うことがあります。

・写真の選定は

お答えできませんのでご了承ください。

・人物を主題にした作品の場合は了解を得てください。

入賞  

入賞された方には記念品を進呈いたします。

入賞作品発表

・入賞された方には

ます。応募

・入賞された方以外への結果のご連絡は行っておりません。ご了承ください。

・入賞の結果はホームページにも掲載させていただきます。

作品タイトル、撮影場所を作品ととも

掲載について

・掲載期間：平成

 

応募・問い合わせ先

〒770-8054

                   

                     

                    

・徳島県内において 1 年以内に撮影したもの。

・発表済みの作品でも可。（ただし、コンテストなどでの入賞作品は不可）

・合成写真は不可。 

作品点数は１人（1 グループ）

画）の作品応募はファイルサイズ・形式に制限があります。

・応募にかかる費用は、応募者負担でお願いします。

・採用作品は「NOSAI

く場合がございます。

・入賞作品の著作権は作者に帰属し、ホームページや広報紙といった

媒体での使用権は組合に属します。なお、応募作品は返却いたしません。

・応募の際、ご提供いただきました個人情報については、入賞通知

範囲でのみ使用させていただきま

・掲載枠の都合上、写真のトリミングを行うことがあります。

・写真の選定は NOSAI

お答えできませんのでご了承ください。

・人物を主題にした作品の場合は了解を得てください。

入賞された方には記念品を進呈いたします。

入賞作品発表 

・入賞された方には賞品発送する際のご確認も兼ねまして、ご連絡をさせていただき

ます。応募用紙のご連絡先の

・入賞された方以外への結果のご連絡は行っておりません。ご了承ください。

・入賞の結果はホームページにも掲載させていただきます。

作品タイトル、撮影場所を作品ととも

掲載について 

・掲載期間：平成 28 年

応募・問い合わせ先 

8054 徳島県徳島市山城西二丁目

徳島県農業共済組合

                 電話番

                  FAX

                メールアドレス：

年以内に撮影したもの。

・発表済みの作品でも可。（ただし、コンテストなどでの入賞作品は不可）

グループ）5

画）の作品応募はファイルサイズ・形式に制限があります。

・応募にかかる費用は、応募者負担でお願いします。

NOSAI 徳島」のホームページのほか、広報紙などに使用させていただ

く場合がございます。 

・入賞作品の著作権は作者に帰属し、ホームページや広報紙といった

媒体での使用権は組合に属します。なお、応募作品は返却いたしません。

いただきました個人情報については、入賞通知

範囲でのみ使用させていただきま

・掲載枠の都合上、写真のトリミングを行うことがあります。

NOSAI 徳島が行います。採用・不採用のお問い合わせや苦情には一切

お答えできませんのでご了承ください。

・人物を主題にした作品の場合は了解を得てください。

入賞された方には記念品を進呈いたします。

品発送する際のご確認も兼ねまして、ご連絡をさせていただき

のご連絡先の誤入力には十分にご注意ください。

・入賞された方以外への結果のご連絡は行っておりません。ご了承ください。

・入賞の結果はホームページにも掲載させていただきます。

作品タイトル、撮影場所を作品ととも

年 6 月中旬より

徳島県徳島市山城西二丁目

徳島県農業共済組合

電話番号：088

FAX 番号：088

メールアドレス：

年以内に撮影したもの。

・発表済みの作品でも可。（ただし、コンテストなどでの入賞作品は不可）

5 点以内とします。

画）の作品応募はファイルサイズ・形式に制限があります。

・応募にかかる費用は、応募者負担でお願いします。

徳島」のホームページのほか、広報紙などに使用させていただ

・入賞作品の著作権は作者に帰属し、ホームページや広報紙といった

媒体での使用権は組合に属します。なお、応募作品は返却いたしません。

いただきました個人情報については、入賞通知

範囲でのみ使用させていただきます。 

・掲載枠の都合上、写真のトリミングを行うことがあります。

徳島が行います。採用・不採用のお問い合わせや苦情には一切

お答えできませんのでご了承ください。 

・人物を主題にした作品の場合は了解を得てください。

入賞された方には記念品を進呈いたします。 

品発送する際のご確認も兼ねまして、ご連絡をさせていただき

入力には十分にご注意ください。

・入賞された方以外への結果のご連絡は行っておりません。ご了承ください。

・入賞の結果はホームページにも掲載させていただきます。

作品タイトル、撮影場所を作品とともに掲載します）

月中旬より 

徳島県徳島市山城西二丁目 74

徳島県農業共済組合 総務課 

：088-622-

088-622-

メールアドレス：info@nosai

年以内に撮影したもの。 

・発表済みの作品でも可。（ただし、コンテストなどでの入賞作品は不可）

以内とします。 但し、メールでのデータ（静止

画）の作品応募はファイルサイズ・形式に制限があります。

・応募にかかる費用は、応募者負担でお願いします。 

徳島」のホームページのほか、広報紙などに使用させていただ

・入賞作品の著作権は作者に帰属し、ホームページや広報紙といった

媒体での使用権は組合に属します。なお、応募作品は返却いたしません。

いただきました個人情報については、入賞通知

・掲載枠の都合上、写真のトリミングを行うことがあります。

徳島が行います。採用・不採用のお問い合わせや苦情には一切

・人物を主題にした作品の場合は了解を得てください。 

 

品発送する際のご確認も兼ねまして、ご連絡をさせていただき

入力には十分にご注意ください。

・入賞された方以外への結果のご連絡は行っておりません。ご了承ください。

・入賞の結果はホームページにも掲載させていただきます。

掲載します） 

74 番地  

 

-7731 

-4315 

info@nosai-tokushima.jp

・発表済みの作品でも可。（ただし、コンテストなどでの入賞作品は不可）

但し、メールでのデータ（静止

画）の作品応募はファイルサイズ・形式に制限があります。 

徳島」のホームページのほか、広報紙などに使用させていただ

・入賞作品の著作権は作者に帰属し、ホームページや広報紙といった NOSAI

媒体での使用権は組合に属します。なお、応募作品は返却いたしません。

いただきました個人情報については、入賞通知等、運営上必要な

・掲載枠の都合上、写真のトリミングを行うことがあります。 

徳島が行います。採用・不採用のお問い合わせや苦情には一切

 

品発送する際のご確認も兼ねまして、ご連絡をさせていただき

入力には十分にご注意ください。 

・入賞された方以外への結果のご連絡は行っておりません。ご了承ください。

・入賞の結果はホームページにも掲載させていただきます。（氏名もしくはペンネーム、

 

tokushima.jp 

・発表済みの作品でも可。（ただし、コンテストなどでの入賞作品は不可） 

但し、メールでのデータ（静止

徳島」のホームページのほか、広報紙などに使用させていただ

・入賞作品の著作権は作者に帰属し、ホームページや広報紙といった NOSAI 徳島広報

媒体での使用権は組合に属します。なお、応募作品は返却いたしません。 

等、運営上必要な

徳島が行います。採用・不採用のお問い合わせや苦情には一切

品発送する際のご確認も兼ねまして、ご連絡をさせていただき

 

・入賞された方以外への結果のご連絡は行っておりません。ご了承ください。 

氏名もしくはペンネーム、

 

但し、メールでのデータ（静止

徳島」のホームページのほか、広報紙などに使用させていただ 

徳島広報 

等、運営上必要な

徳島が行います。採用・不採用のお問い合わせや苦情には一切 

品発送する際のご確認も兼ねまして、ご連絡をさせていただき

氏名もしくはペンネーム、

 


