公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー
記 者 発 表 資 料
平 成 2４ 年 10 月 5 日 （金）

毎月異なる横浜の景観が楽しめる
【2013 横浜ホテル年間パスポート】は誰の手に？！

作品募集開始
横浜の魅力を世界に発信させるため、あなたのとっておきの 1 枚を求む！！
公益財団法人

横浜観光コンベンション・ビューローはこのたび、【ヨコハマ 365 日

フォトコンテスト】を開催します。本コンテストは横浜の景観の美しさと魅力を訴求する
ことにより、横浜への来訪意欲を喚起するプロモーションとして行われるものです。周知
へのご協力をお願い申し上げます。
受賞作品は今後、特設サイト（横浜観光情報公式サイト内に設置予定）にて紹介される
ほか、観光や魅力を広く発信することを目的としたプロモーションツールとして活用、掲
載される予定です。
審査員には、第一線で活躍されている写真家の渡部陽一さん等
を迎え、各賞の選出を行います。最優秀賞として「2013 横浜ホテ
ル年間パスポート」を各部門 1 名ずつご用意します。これは、横
浜市内のホテルの中から特に美しい景観が望める 11 ホテルのペ
ア宿泊券をセットにした賞となります。受賞の決定した 2 月より
毎月 1 泊、年間を通じて、ホテルから望む横浜の美しい景観を楽
しんでいただきながら、その美しさを写真におさめて、さらに発
信していただきたい、という願いがこめられた趣旨のものになり
ます。また、入賞作品をパネルにて展示する写真展の開催を予定
しております。

審査員 渡部陽一さん

「ヨコハマ 365 日フォトコンテスト」を通じて、横浜の景観の美しさを再発見する機
会や新たな賑わいの創出につながることを願い、多くのご応募を期待しております。
≪応募期間≫2012 年 10 月 5 日～12 月 14 日
≪応募部門≫
（１）“残したい・伝えたい景観”部門 （横浜ならではの景観の美しさを訴求する写真）
（２）“人がふれ逢う、まち”部門 （人や動物が主役の、横浜の賑わい、楽しさを訴求する写真）
≪連携事業≫
本コンテストは横浜市で開催される以下の事業と連携し、オール横浜で取組むフォトコ
ンテストになっています。
１． スマートイルミネーション横浜 2012（10 月 31 日～11 月 4 日開催）
２． フォト・ヨコハマ 2013（2013 年 1 月～3 月）

（※コンテスト概要は裏面参照）

【本リリースに関するお問い合せ先】
公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー 事業部 企画広報戦略部門
広報戦略グループ 中村 淳 TEL：045-221-2111 E-mail: pr@www.welcome.city.yokohama.jp
＊本日は19：00 まで在席しております。
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【ヨコハマ 365 日フォトコンテスト

概要】

1.

応募期間： 2012 年 10 月 5 日～12 月 14 日

2.

応募方法： PC およびスマートフォン特設サイト（下記参照）から応募

3.

応募資格： 日本国内在住者、プロフェッショナル・アマチア不問

4.

テーマ： 「ヨコハマ 365 日」
季節や時間によってさまざまな表情をみせるヨコハマの、365 日を切り取った写真を募集

5.

応募部門

（１）“残したい・伝えたい景観”部門
個人的な思い入れのある横浜の風景や、誰かに教えずにはいられない隠れた名所など、横
浜ならではの残していきたい景観や共有したい風景の写真を、エピソードを添えて応募。
（２）“人がふれ逢う、まち”部門
横浜のお気に入りのスポットで撮った大切な人や家族、友人、ペットが主役の写真を思いで
のエピソードとともに応募。
6.

審査・発表について

（１） 予備審査（運営事務局による審査）後、審査員（※別添参照）による審査を実施
（２） ソーシャルメディア投票：
予備審査を経た各部門 30 作品を本ホームページ、または横浜観光情報 Facebook
ページ上で一般の方により投票をいただき、優秀作品を選出します。
（３） 受賞作品発表
2013 年 1 月 28 日に各受賞作品を「ヨコハマ 365 日フォトコンテスト」特設サイト上で発表
（４） 受賞作品のパネル展示
「CP+（シーピープラス）」 （於：パシフィコ横浜）会場内特別ブースにて予定
（開催時期： 2013 年 1 月 31 日～2 月 3 日）
スマートイルミネーション写真展 （於：象の鼻テラス）会場にて同時開催
（開催時期： 2013 年 2 月 19 日～28 日） ※詳細は随時特設サイトに掲載
7.

ヨコハマ 365 日フォトコンテスト特設サイト URL
www.welcome.city.yokohama.jp/ja/tourism/365photo （PC・スマートフォン）
https://www.facebook.com/welcome.city.yokohama/app_412033302179892 （Facebook）
フォトコンテスト特設サイト

8.

本フォトコンテストに関するお問い合わせ先

QR コード

ヨコハマ 365 日フォトコンテスト事務局（株式会社シグナル内）
〒107-0052 東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 18F
TEL：03-5572-6068 受付時間：10:00～18:00（土・日・祝祭日を除く）
E-mail： info@yphc.jp
【本リリースに関するお問い合せ先】
公益財団法人 横浜観光コンベンション・ビューロー 事業部 企画広報戦略部門
広報戦略グループ 中村 淳 TEL：045-221-2111 E-mail: pr@www.welcome.city.yokohama.jp
＊本日は19：00 まで在席しております。

（別添資料）

審査員および褒賞について
１．審査員一覧 （敬称略）
部門共通審査員
渡部陽一 （写真家）

天野太郎 （横浜美術館 主席学芸員）

ハマコ （横浜観光コンベンション・
ビューロー 公式キャラクター）

©Hisami Hayabuchi

残したい・伝えたい景観部門

人がふれ逢う、まち部門

スマートイルミネーション賞

横浜ウォーカー賞 審査員

ファミリーウォーカー賞 審査員

特別審査員

鷹取祐子（横浜ウォーカー編集長代理）

山本篤史（ファミリーウォーカー編集長）

森日出夫（写真家）

２． 褒賞について
最優秀賞（各部門 1 名）
部門共通

2013 横浜ホテル年間ペアパスポート
（横浜市内 11 ホテル各 1 泊分宿泊券）
優秀賞 （各部門 4 名）

“残したい・伝えたい景観”部門

横浜みなとみらい万葉倶楽部 招待券ペア

”人がふれ逢う、まち”部門

ロイヤルウィング 無料乗船・お食事券ペア
ソーシャルメディア賞 （各部門 5 名）

部門共通

おまかせフォトブック無料サービス
審査員特別賞 （各部門 1 名）

“残したい・伝えたい景観”部門 横浜ウォーカー賞

横浜ウォーカー誌面上で受賞作品の掲載

”人がふれ逢う、まち”部門 ファミリーウォーカー賞

「ファミリーウォーカー」誌面上に、受賞作品に写っているご家族
に読者モデルとして参加していただく

スマートイルミネーション賞 （1 名）
部門共通

スマートイルミネーション横浜 2012 ドキュメントブックへの
作品掲載・ドキュメントブック進呈

※ 賞品は変更する場合がございます。

