
 

 

 

 

「第 5 回 コニカミノルタ・タンチョウチャリティ フォトコンテスト」に協賛 

 
 

2005 年 10 月 11 日 
 

コニカミノルタホールディングス株式会社（社長 岩居文雄 以下コニカミノルタ）は、特別天然記念物

のタンチョウとその生息地の自然を守るため、財団法人日本野鳥の会が主催する「第 5回コニカミノルタ・

タンチョウチャリティ フォトコンテスト」に協賛いたします。 
 

 コニカミノルタでは、イメージングの分野で事業を行う企業の特色を活かした社会貢献活動の一つとし

て「コニカミノルタ・タンチョウチャリティ フォトコンテスト」（以下 コンテスト）に協賛しており、今

年は通算で 5回目の実施となります。このコンテストは、タンチョウ保護活動支援のために「鶴居・伊藤タ

ンチョウサンクチュアリ」に１口千円のご寄付をしていただいた方にプレゼントする、コニカミノルタ作成

のタンチョウのチャリティポストカードセット（5枚 1 組）の絵柄に使用する写真を募集するものです。 
募集する写真のテーマは「タンチョウ（あなたの伝えたいタンチョウの魅力）」で、優秀賞 5 点に選ばれた

作品がポストカードの絵柄として採用されます。 
 
このコンテストでは開始当初よりチャリティの主旨に多くの方からご賛同をいただき、昨年の第 4 回コン

テストには過去最高となる 210 点の写真のご応募をいただきました。また、昨年の第 4回コンテストの優秀

賞、入賞の全作品は、財団法人日本野鳥の会がタンチョウ保護活動の広報活動の一環として来年 5 月まで全

国各地で実施する写真展にて一般公開されます。 
  
タンチョウは、生息環境の悪化により、その数が激減し、一時は絶滅の危機に瀕しておりましたが、1987

年に日本野鳥の会が「鶴居･伊藤タンチョウサンクチュアリ」を北海道阿寒郡鶴居村に設立し、保護活動を行

った結果、現在では 1,000 羽を超えるまでに増加いたしました。コニカミノルタでは、サンクチュアリ設立

以来、生息地の保全、生態研究、教育･指導などの保護活動の支援をしており、2001 年よりフォトコンテス

ト協賛という形に変更し、その支援を続けております。 
 
コニカミノルタグループは、進展するデジタル化・ネットワーク化にいち早く対応し、イメージングの領

域でお客様に感動創造を与え続ける革新的企業、そして高度な技術と信頼で市場をリードする新しいグロー

バル企業を目指してまいります。 
今後とも引き続き、コニカミノルタグループへのご支援を何卒よろしくお願い申し上げます。 
 
 

別紙１：「第5 回コニカミノルタ・タンチョウチャリティ フォトコンテスト」募集要項 
別紙２：「第4 回コニカミノルタ・タンチョウチャリティ フォトコンテスト入賞作品展」スケジュール 

 
お問い合わせ先 

 
コニカミノルタホールディングス株式会社 広報グループ     TEL.03-6250-2100 

 
 



 
別紙１ 

 
 

第 5 回コニカミノルタ・タンチョウチャリティ フォトコンテスト 募集要項 

 
コニカミノルタホールディングス株式会社では財団法人日本野鳥の会のタンチョウ保護活動を支援するた

めに、タンチョウのポストカードセットを製作しています。ポストカードは 1口千円のご寄付をいただいた

方に 1 セット（5 点）進呈され、この寄付金は鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリのタンチョウ保護活動

費に充てられます。このポストカードの絵柄として使われる写真を募集いたします。 
 

「あなたの写真がタンチョウ保護に活かされます」 
 

＜募集要項＞ 

 
●テーマ：  タンチョウ（あなたの伝えたいタンチョウの魅力） 
 

ご注意  応募作品は、タンチョウを始め野生生物やその生息環境にダメージを与えずに撮影 
したものに限られます。ヒナの写真や、子育て中の巣の周りで撮影した写真は審査 
の対象外となりますので予めご承知おきください。             

 
 
 
 
 
●応募資格： アマチュアの方のみ 
 
●応募作品： 2L サイズまでのカラーまたは白黒写真のプリントまたはデジタルプリント（デジタル処理に 

よる作品も応募可能ですが、処理前の画像は全て自己の撮影したものに限ります。） 
 
●応募方法： 作品 1点ごとに、郵便番号、住所、氏名、電話番号、メールアドレス（お持ちの方のみ） 

など、応募票の必要事項を全てご記入いただき、作品の裏面に貼付の上、下記の応募先まで 
ご送付ください。お一人様何枚でも応募いただけますが、応募作品は返却いたしません。 
＊応募票はホームページ（http://konicaminolta.jp/tancho）からダウンロード可能なほか、 
自作のものもご使用いただけます。 

 
●応募先：  〒085-1205 北海道阿寒郡鶴居村中雪裡南 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ  

「コニカミノルタ・タンチョウチャリティ フォトコンテスト」係 
 
●応募締切： 2006 年 3 月 31 日（当日消印有効） 
 
●発 表：  2006 年 5 月中旬に入賞者には直接連絡。その他下記ＨＰでも発表。 

http://www.wbsj.org/sanctuary/012/   http://konicaminolta.jp/tancho 
 
●賞  ：   優秀賞 5点、入賞 15 点 

  ＊優秀賞受賞者にはポストカード（5 枚 1 セット）10 セットを、また、参加者の方全員にも

参加賞としてポストカード 1 セットを贈呈します。 
        優秀賞および入賞の全作品はパネルにして巡回展を開催します。 



●そ の 他 ・応募作品は未発表もしくは発表予定のないものに限ります。これに違反したものと判断した 
 場合は後日、入選を取り消す場合があります。 
・入選作品は原版（ネガ、ポジ、デジタルデータ）を提出していただきます。 
（原版はご返却します）。 

・入選作品はポストカード、パネル展示のほか、宣伝用印刷物、日本野鳥の会とコニカ 
ミノルタのホームページ他にも使用予定です。使用権は主催者側に帰属します。 

      ・制作物により作品をトリミングさせていただく場合があります。 
  

 
主催：財団法人日本野鳥の会  
協賛：コニカミノルタホールディングス株式会社 
事務局：財団法人日本野鳥の会 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ 担当：阿部秀幸 
    Tel 0154-64-2620 Fax 0154-64-2239 

E-mail tancho_sanc@zd.wakwak.com 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

応募票 書式(見本) 
 

 
第 5 回 

コニカミノルタ･タンチョウチャリティ 
フォトコンテスト 

応募票 
住所 〒 
 
 
TEL ：   （   ） 
FAX ：   （   ） 
e-mail： 
フリガナ 

氏 名 
 

作品タイトル  

簡単なコメント  

使用カメラ  

使用フィルム  

 
 



別紙２ 
 

「第 4回コニカミノルタ・タンチョウチャリティ フォトコンテスト入賞作品展」スケジュール 
 

 
10 月 4 日（火）～10 月 23 日（日） 
北海道環境サポートセンター 
北海道札幌市北区北 7条西 5-5 札幌千代田ビル 1F  電話 011-707-7011 
休館日：毎月曜日、 開館時間：10:00～18:00、 入館無料 

 
  10 月 1 日（土）～10 月 23 日（日） 
  帯広百年記念館 

北海道帯広市緑ヶ丘 2番地  電話 0155-24-5352 
休館日：毎月曜日、 開館時間：9:30～16:30、 写真展会場は入場無料 

 
10 月 31 日（月）～11 月 7 日（月） 
ジャスコ釧路店 
北海道釧路市昭和中央 4-8-11  電話 0154-55-7711 
休館日：なし 開館時間：9:00～23:00、 入館無料 

 
11 月 7 日（月）～11 月 14 日（月） 

 ポスフール釧路 
北海道釧路郡釧路町桂木 1-1-7  電話 0154-36-3111 
休館日：なし、 開館時間：10:00～21:00、 入館無料 

 
11 月 1 日（火）～12 月 6 日（火） 

 財団法人日本野鳥の会大阪支部事務局 
大阪府大阪市天王寺区清水谷町 6-16 大阪ガスNEXT21 内 電話 06-6766-0055 

 休館日：月、水、木、土曜日、 開館時間：10:00～18:00（12:00～13:00 不在）、 入館無料 
 

11 月 20 日（日）～12 月 25 日（日） 
 財団法人日本野鳥の会バードプラザ 
東京都渋谷区初台 1-47-1 電話 03-5358-3584 

 休館日：なし、開館時間：12:00～19:00、 入館無料 
 

12 月 16 日（金）～1月 16 日（月） 
 釧路空港 3階展示場 
北海道釧路市鶴丘 2  電話 0154-57-8304 

 休館日：なし、 開館時間：発着便のある時間、 入館無料 
 

1 月 7 日（土）～1月 30 日（月） 
 汐留メディアタワー内 ギャラリーウォーク 
東京都港区東新橋 1-7-1  電話 03-6252-8086 

 休館日：なし、 開館時間：9:00～19:00、 入館無料 
 
 
 



1 月 18 日（水）～1月 30 日（月） 
 丸井今井釧路店 
北海道釧路市北大通 5丁目 1 番地  電話 0154-32-1151 

 休館日：なし、 開館時間：10:00～19:00、 入館無料 
 
2 月 15 日（水）～2月 28 日（水） 

 福岡空港 
福岡県福岡市博多区大字下臼井 778-1 電話 092-629-8228 

 休館日：なし、 開館時間：発着便のある時間、 入館無料 
 

2 月 1 日（水）～2月 27 日（火） 
 鶴居・伊藤タンチョウサンクチュアリ 
北海道阿寒郡鶴居村中雪裡南 電話 0154-64-2620 

 休館日：火、水曜日、 開館時間 9:00～16:30、 入館無料 
 

3 月 3 日（金）～3月 16 日（木） 
 福岡市油山自然観察の森 
福岡県福岡市南区桧原夫婦石 855-1 電話 092-871-2112 

 休館日：月曜日、 開館時間 9:00～16:30、 入館無料 
 
 
（以下、日程未定分※） 
 

3 月 
 熊本県環境センター 
熊本県水俣市明神町 55 番 1 号 電話 0966-62-2000 

 休館日：月曜日、 開館時間 9:00～17:00、 入館無料 
 

3 月中旬～4月中旬 
 ウトナイ湖サンクチュアリ 
北海道苫小牧市植苗 150-3 電話 0144-58-2505 

 休館日：火、水曜日、 開館時間 9:00～17:00、 入館無料 
 

4 月中旬～5月中旬 
 ウトナイ湖野生鳥獣保護センター 
北海道苫小牧市植苗 156-26 電話 0144-58-2231 

 休館日：月曜日、 開館時間 9:00～17:00、 入館無料 
 
 
※日程については決定次第、コニカミノルタホームページ上にて順次お知らせしてまいります。 
 
 

以上 


