
＃ダレカニミセタイ旅フォトコンテスト 

～笑顔ふたたび、元気ふた旅～ 
「笑顔」「元気」になった、あなたのとっておきの旅の写真または動画と、エピソードを投

稿しよう！ 

最優秀作品とノミネート作品には、素敵な賞品をプレゼント！ 

投稿テーマは、『ダレカニミセタイ旅』。「あなたが笑顔になった旅の写真」や「元気あふれ

る旅の動画」など、テーマに沿ったあなたのとっておきの作品を、エピソードと共に、撮影

場所を明記して投稿して下さい。 

投稿作品の中から、当運営事務局の厳正なる選考により、ノミネート作品を選出し、その中

から、一般投票によって最優秀賞を決定します。投票いただいた方にも抽選で KNT ポイン

トをプレゼントいたします。 

 

 

 

応募要項 

≪募集内容・賞品≫ 

ダレカニミセタイとっておきの旅の写真または動画を、「笑顔」「元気」になったエピソー

ドと共に、撮影場所を明記して投稿して下さい。 

※募集期間前に撮影した写真または動画も選考対象です。 

※作品の投稿、作品への投票については、どなたでもご参加いただけますが、賞への応募

と受賞には、KNT メンバーズクラブ（年会費無料）の会員登録が必須となります。 

 

Ⅰ.最優秀賞 [選考基準：読者得票数] 

最も優秀な作品（ノミネート作品の中で、最も読者投票の得票数が多い作品）に贈られます。 

国内・海外旅行、各種乗車券等のご購入にご利用いただける 

｢ツーリスト旅行券｣ 5 万円分 × 1 名様 

ツーリスト旅行券の詳細 ： https://www.knt.co.jp/kanren/travelticket/ 

 

Ⅱ.笑顔ふたたび賞 [選考基準：エピソードと写真・当運営事務局にて選考] 

ノミネート作品の中から、写真または動画とエピソードを重視して選考します。 

「あなたが笑顔になった」または「笑顔あふれる」旅の写真または動画に贈られます。 

国内・海外旅行、各種乗車券等のご購入にご利用いただける 

｢ツーリスト旅行券｣  3 万円分 × 1 名様 

ツーリスト旅行券の詳細 ： https://www.knt.co.jp/kanren/travelticket/ 

https://www.knt.co.jp/kanren/travelticket/
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Ⅲ.元気ふた旅賞 [選定基準：エピソードと写真・当運営事務局にて選考] 

ノミネート作品の中から、写真または動画とエピソードを重視して選考します。 

「あなたが元気になった」または「元気あふれる」旅の写真または動画に贈られます。 

国内・海外旅行、各種乗車券等のご購入にご利用いただける 

｢ツーリスト旅行券｣  3 万円分 × 1 名様 

ツーリスト旅行券の詳細 ： https://www.knt.co.jp/kanren/travelticket/ 

 

Ⅳ. 優秀作品賞 

最優秀賞、笑顔ふたたび賞、元気ふた旅賞作品以外のノミネート作品に贈られます。 

全国有名百貨店やスーパー、レストランなどでご利用いただける 

「全国共通ギフトカード B'way」 5,000 円分 × 6 名様 

B'wayの詳細 ： https://www.knt.co.jp/kanren/gift/ 

 

Ⅴ.ラッキーチャンス[抽選] 

最優秀賞はノミネート作品の中から、一般投票によって決定します。投票いただいた方の中

から抽選で KNT ポイントをプレゼントします。 

※KNT ポイントを受け取るには、KNT メンバーズクラブ会員への入会が必須となります。 

「KNT ポイント」 1,000P × 5 名様 

KNT ポイントについての詳細 ： https://www.knt.co.jp/members/point.html 

 

 

≪投稿方法≫ 
STEP.1 ≪写真または動画を投稿する≫  

写真または動画は何作品でもご投稿可能です。同じアカウントもしくは同じお客様情報で

投稿いただければ、1 回の応募登録で、自動的に複数作品の応募として審査いたします。 

複数作品を投稿いただいた場合も、ノミネートはお 1 人様 1 作品までとなります。 

 

【投稿方法/2 通りあります】募集期間内に以下のいずれかの方法で投稿してください。  

※動画投稿時のデータ最大容量は、直接投稿の場合は最大 20MG まで、SNS 投稿の場合

は各ソーシャルメディアの仕様に則ります。 

① SNS （Twitter, Instagram）で投稿する場合 

あなたが撮影した写真または動画にハッシュタグ「#ダレカニミセタイ旅」 をつけて

SNS（Twitter，Instagram）に投稿してください。投稿の際は、「笑顔」「元気」に 

なったエピソードと撮影場所を明記してください。 

※Twitter の方は「 @KNT_jp 」、Instagram の方は「@knt_photocon」をフォロー 

してください。  

※Twitter、Instagram アカウントが非公開設定になっている場合は審査ができません。

アカウントを公開設定にしてからご投稿ください。 

https://www.knt.co.jp/kanren/travelticket/
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② フォトコンテスト特設ページから直接投稿する場合 

「写真または動画を投稿する」ボタンを押して直接投稿してください。 

 投稿の際に、「笑顔」「元気」になったエピソードと撮影場所を明記してください。 

 

STEP.2 ≪賞に応募する≫ 

写真または動画を投稿したら、募集期間終了日までに、フォトコンテスト特設ページの 

「賞に応募する」ボタンを押して、フォームに必要事項をご記入の上、賞へご応募ください。 

応募フォームには会員情報の入力が必要となります。まだ登録がお済でない方は、別途 KNT

メンバーズクラブ（年会費無料）への新規ご入会をお願い致します。 

KNT メンバーズクラブ（年会費無料）の詳細 ： https://www.knt.co.jp/members/ 

 

募集期間：8 月 12 日（水）15:00～9 月 22 日(火) 23:59 
 

コンテスト募集期間内であれば、写真または動画投稿の後日であっても賞へのご応募が 

可能です。（最初に賞へご応募いただき、後日に写真または動画を投稿いただく逆のケース

も可能です。※写真または動画投稿と応募フォームには同一のお客様情報を入力ください。） 

コンテスト募集期間以外は、写真または動画の投稿・賞へのご応募はできませんので 

ご注意ください。同一住所にお住まいの方でも別々に応募することができます。 

 

≪投票方法≫ 
投票期間内に、フォトコンテスト特設ページの「投票する」ボタンを押し、応募フォームに

必要事項をご記入の上、ご投票ください。 

投票は、お 1 人様 1 票のみ有効となります。複数回投票された場合は、抽選の対象外と 

なりますのでご注意ください。 
 

投票期間：9 月 26 日（土）～10 月 4 日(日)  

 

 

利用規約 

投稿写真または投稿動画について 

1） 投稿作品は、株式会社 KNT-CT ウエブトラベル（以下、当社）が運営する 

公式ホームページ、公式 SNS（Facebook, Twitter, Instagram）、公式ブログ、 

フォトコンテスト特設ページにてご紹介します。 

 

2） 投稿画像または映像の被写体について第三者の承諾等が必要となる場合は、 

応募者の責任において承諾を得た上で応募ください。例えば、被写体が人物の場合

は、ご本人の承諾＜未成年の方であれば親権者の承諾＞が必要となります。 

https://www.knt.co.jp/members/


3） 応募作品は、著作権、商標権など、他社の知的財産権に一切抵触しないよう 

十分にご注意ください。 

4） 投稿画像または映像は、応募者本人のカメラ(スマートフォンのカメラ機能を含む)

で撮影されたオリジナルで未公表の写真または動画に限ります。他から転用または

他人から無断で借り受けた写真または動画等での応募はお断りいたします。 

トラブル防止のため他のコンテストなどに応募中または応募予定、あるいは過去に 

入賞して画像または映像が確認できる作品は投稿をご遠慮ください。なお、応募者

本人が製作された市販目的のない出版物や本人のブログや SNS などに掲載した 

作品、審査のない写真展に出品した作品は応募いただけます。 

 

5） Twitter や Instagram から投稿した場合、投稿に利用したソーシャルメディアに 

設定されているアイコンと名前が、投稿内容とともにフォトコンテスト特設ページ

上に表示されます。予めご了承ください。 

 

6） Twitter や Instagram から投稿いただく場合は、各ソーシャルメディアの利用規約

を遵守してください。本コンテストは Twitter、Instagram が支援、承認、運営、

関与するものではありません。 

 

7） 投稿画像または映像の送信中の事故、データの破損・喪失について、株式会社 KNT-

CT ウエブトラベル フォトコンテスト事務局（以下、「当運営事務局」）および当社

は一切責任を負いません。 

 

8） 18 歳未満の方は保護者の同意を得たうえでご応募ください。18 歳未満の方が 

ご応募された場合は、保護者の同意を得たうえでご応募されたものとみなします。 

 

9） ご応募の際は、必ず応募要項ならびに利用規約をご覧ください。応募された場合は、

応募要項ならびに利用規約をご覧になり、同意のうえで応募されたものとみなしま

す。 

 

10） 禁止事項 

以下の禁止事項を遵守した上で、投稿をお願い致します。 

- 他人を誹謗中傷する投稿 

- 内容が法令に抵触する投稿 

- 営利目的とした投稿 

- 公序良俗に反する投稿 

- 犯罪行為を誘引させる投稿 

- 差別的表現を含む投稿 



- 被写体の許可なしに撮影された写真の投稿 

- 個人情報が含まれている投稿 

- 当企画の趣旨にそぐわない投稿  

- 第三者の知的財産権（著作権、商標権、意匠権、肖像権、パブリシティ権等）・ 

 財産・プライバシーを侵害する投稿 

- 他のお客様の当企画への応募を妨害する行為 

- その他上記に準じる行為  

 

11） 応募にかかるインターネット通信料・接続料などは、応募者のご負担となります。 

 

12） 応募にあたって、応募者に万が一何らかの損害が生じた場合においても、当社は 

責任を負いかねます。 

 

13） 投稿に際して、第三者からの苦情や異議申し立てに関し、当社は当該紛争には一切

関知せず、応募者が責任を持って解決するものとします。また、その場合において

何らかの損害が生じた場合においても、当社は一切の責任を負いかねます。 

 

14） 本コンテストの応募受付の確認、結果に関するお問い合わせはお受けいたしかねま

すのでご了承ください。 

 

≪閲覧・投稿の推奨環境≫ 

≪PC≫ 

・Windows OS: 7、8 

  ブラウザ：Google Chrome 最新バージョン、Firefox 最新バージョン、 

Internet Explorer 9 以上 

・Mac OS : 10.8 以上 

ブラウザ：Safari 6 以上、Google Chrome 最新バージョン、Firefox 最新バージョン 

≪スマートフォン≫ 

端末の種類によって、動作/表示に差異がございます。 

・Android 

OS : AndroidOS 4.1 以上 

ブラウザ : Android 標準ブラウザ 

・iPhone  

OS : iOS 6 以上 

ブラウザ：Mobile Safari   

※ご注意事項 

スマートフォンの機種によっては投稿のアップロードに不具合が出ることがあります。



その場合、ハッシュタグによる投稿か、写真アプリを立ち上げ直接撮影した画像または映

像のアップロードをお試しください。 

 

 

投稿写真または投稿画像の掲載と使用について 

1） 投稿いただいた内容は当運営事務局が営業日に確認の上、審査が通過したものを 

フォトコンテスト特設ページに掲載させていただきます。掲載審査に関する 

お問合せにはお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

 

2） 投稿内容の所有権、著作権、その他すべての権利は応募者に帰属しますが、応募者

は本企画への応募をもって、株式会社 KNT-CT ウエブトラベル（以下、当社）に 

対して、投稿内容の利用を無償で地域および期間の制限なく許諾したものとみなし、

当社に対して著作人格権等を行使しないことに同意したものといたします。 

 

3） 投稿いただいた写真または画像と内容は、当社が運営する公式ホームページ、 

公式 SNS(Facebook,Twitter、Instagram)の投稿や、公式ブログ、 

フォトコンテスト特設ページ、動画・Web サイト等、またポスター、パンフレット

等の印刷媒体に利用させていただく場合がございます。この場合、投稿された方に

は、報酬や開発に伴う権利等は一切発生いたしません。 

 

4） 本サイトにて公開された作品は、SNS で拡散される可能性があります。 

 

5） 一度掲載された投稿作品を、フォトコンテスト事務局の判断で削除する可能性も 

あります。予め、ご了承ください。 

 

6） 投稿作品はシステムの都合上、投稿から数日後に、本サイトに投稿者アカウント名

と共に掲載させていただきます。 

 

7） 写真の掲載をとめたい場合は、写真をクリックし、右上にある「オプション」から  

「通報する」を押してください。フォトコンテスト事務局にて受信後、確認の上、

削除します。 

 

 

受賞の発表・ご連絡について 

1) 条件を満たした応募作品の中から受賞作品を決定します。受賞作品は、当社が運営

する公式ホームページ、公式 SNS、公式ブログ、フォトコンテスト特設ページでの

発表を予定しております。 



2) 受賞者様には、メールをお送りして、受賞のご連絡と賞品発送に関するご案内を 

させていただきます。 

 

3) 以下の場合には入選の権利が無効およびまたは賞品を返還いただくことになります。

予めご了承ください。 

a)賞の応募フォームにてご登録いただいたメールアドレスにメッセージが 

 送れない場合 

b)受賞のご案内に定めている所定の期日までにご連絡いただけない場合 

c)ご受賞者様で、記載内容に不備・誤りがあるため賞品をお届けできない場合 

d)虚偽の記載があった場合 

e)不正行為、利用規約違反、その他運営上の趣旨に反していると当社が 

 判断した場合 

 

4) 都合により賞品、スケジュール等が変更となる場合もございます。予めご了承下さ

い。 

 

5) 入選の権利は、ご入選者様本人にのみ帰属し、第三者への譲渡・換金・転売等は 

一切できません。また、賞品の転売行為は固く禁止させていただきます。 

 

6) 賞品の発送は、日本国内に限らせていただきます。 

 

7) 賞品の発送は令和 2 年 10 月中旬を予定しております。 

(発送時期は予告なく変更となる場合があります。予めご了承下さい。) 

 

 

個人情報の利用目的と管理について 

お客様にご送付いただいた個人情報は、次の利用目的の範囲内で利用いたします。 

・プレゼント発送のための利用。 

・サービス向上の目的で、個人を特定しない統計的情報としての利用 

 

個人情報をお客様のご同意なく上記の利用目的以外で使用することや、第三者へ提供する

ことはございません。（※法令などにより開示を求められた場合を、除きます。） 

 

お客様の個人情報は当社の「個人情報の取扱い」に基づき、万全の管理を行います。 

 

 

http://www.knt.co.jp/keiki/privacy1.html?_ga=1.238670402.391523257.1428031205#kojin


その他 

1) 当社は､本キャンペーンにおけるサービスの一部または全てを応募者への 

事前告知なしに変更､停止または廃止することができるものとします。 

本キャンペーンにおいて､利用者及び第三者に損害が発生したとしても､当社に故意

または重大な過失がある場合を除き､当社は一切責任を負わないものとします。 

 

2) 本規約は、日本国法が適用されるものとします。 

 

3) 本規約は、令和 2 年 8 月 12 日より有効とします。 

 

 

本企画に関するお問合せ先 

運営事務局：株式会社 KNT-CT ウエブトラベル フォトコンテスト事務局 

お問合せ：web-k@or.knt.co.jp 

 

※土・日・祝日にいただいたメールには、翌営業日以降のご返信とさせていただきます。 

ご了承ください。 

※お問合せにはすべて目を通させていただきますが、返信を差し上げられない場合も 

ございます。 

※弊社からのメールでの回答は、お客様個人宛にお送りするものです。一部または全部を 

転載、二次利用することはご遠慮ください。 

 

 令和 2 年 8 月 12 日 

 

株式会社 KNT-CT ウエブトラベル フォトコンテスト事務局 

mailto:web-k@or.knt.co.jp

