
 

平成２６年３月２０日 

ＮＴＴ東日本長野支店 

  

～フレッツ光（インターネット接続サービス）ご契約者様向けオンラインストレージサービス～ 

「フレッツ・あずけ～るでわらえ～るフォトコンテスト」の開催について 

―平成２６年３月２０日（木）より応募受付開始―  

 

 ＮＴＴ東日本長野支店は、インターネット接続サービス「フレッツ光」ご契約者様向けオンラインス

トレージサービス「フレッツ・あずけ～る」を利用して応募するフォトコンテストを開催します。 

  

１．名称 

  「フレッツ・あずけ～るでわらえ～るフォトコンテスト」 

  

２．応募期間 

  平成２６年３月２０日（木）～５月２０日（火） 

  

３．コンテスト概要 

  テーマに沿った写真を募集。応募作品を審査し受賞作品を決定。受賞者に賞状と賞品を授与。 

 （１）キャンペーンサイト ： http://www.warae-ru-photo.com 

 （２）応募資格 ： 以下の条件をすべて満たす方が対象 

             ①フレッツ光のご利用場所が長野県内の方、もしくはこの期間に長野県 

              内でフレッツ光を開通される方 

             ②フレッツ光メンバーズクラブ会員の方、もしくは賞品のご提供時まで 

              に会員登録（入会金・年会費無料）していただける個人の方（フレッ 

              ツ光の契約者が法人名義の方は対象外） 

             ③「フレッツ・あずけ～る」を利用し応募作品（写真）を共有できる方 

 （３）テーマ ： 身近な「笑える」写真 

           思わず笑ってしまう面白い写真、心が和んで共有したくなる微笑ましい写真等 

 （４）各賞と賞品 ： 

   ①賞状  電子データで提供 

     ②賞品  フレッツ光メンバーズクラブポイント（ポイントは人気の商品等に交換できます） 

      総勢４０名様 

       わらえ～る大賞  ２万円相当   ２名様    

       金 賞         １万円相当   ２名様  

       銀 賞         ５千円相当   ６名様   

       銅 賞          ３千円相当  １０名様  

       ラッキー賞      ５百円相当  ２０名様      

【お知らせ】  



   ※賞品のポイントをご提供するため、フレッツ光メンバーズクラブ会員登録されていない方   

   は５月末までに会員登録が必要です。 

  

４．受賞発表 

  審査委員会による厳正なる審査後、受賞作品および受賞者を決定し、キャンペーンサイトにて

発表（５月末日予定）。受賞者にはコンテスト事務局よりメールまたは電話でご連絡します。 

 ＜審査協力：全日本写真連盟長野県支部＞ 

  ※受賞作品および応募作品は、ＮＴＴ東日本長野支店が実施する広告等に使用させていただ

くことがあります。 

  

５．応募方法 

 「フレッツ・あずけ～るの共有機能」を利用して写真を応募。スマートフォンからも応募可。       
  ※応募方法詳細は別添１「応募手順」または３項（１）キャンペーンサイト参照 

   ※応募の際は、別添２「留意事項と応募規定」を必ずお読みください。 

   

６．お問い合わせ先 

 （１）フレッツ・あずけ～るの利用方法・ログイン等に関するお問い合わせ 

   フレッツ・あずけ～るサポートセンタ 

   ０１２０－５８－０６００     午前９時～午後５時 年中無休（年末年始を除く） 

 （２）フレッツ・あずけ～るのお申込み 

   フレッツ光公式ホームページ  https://flets.com/azukeru/ 

   または サンキューコールセンタ 

   ０１２０－３２－８１３９     午前９時～午後５時 （土日・祝日を除く）  

 （３） 「フレッツ・あずけ～るでわらえ～るフォトコンテスト」に関するお問い合わせ 

   あずけ～るコンテスト事務局 

   ０１２０－９７－１０４４     午前９時～午後５時 （土日・祝日を除く） 

 

  

  

  

                            【本件に関するお問い合わせ先】 

                             株式会社ＮＴＴ東日本－長野 

                               営業部営業推進部門営業推進担当 

                                 ＴＥＬ：０２６－２２５－３２３３ 押木、内藤 

https://flets.com/azukeru/


① フレッツ・あずけ～る トップ画面で 
「共有する」メニューを選択 

② 共有方法で「共有（共有相手を指定）」を選択 

③「共有相手を入力」を選択 

④応募作品（写真）にチェックを入れる 

 ⑤応募に必要な項目を入力 
 ・共有タイトル「あずけ～るフォトコンテスト応募」記入 
 ・メッセージ欄「応募者氏名、住所、電話番号、性別、  
  年齢、作品のタイトル・説明文」記入 
 

⑥入力内容を確認後、「共有する」ボタンで完了 

  
フレッツ・あずけ～るで 
わらえ～るフォトコンテスト 

■応募の流れ 
 ①フレッツ・あずけ～るにログインし「共有する」メニューを選択 
 ②共有方法で共有相手指定を選択 
 ③共有相手に事務局応募先メールアドレス【 azukeru@ml.nagano.east.ntt.co.jp 】を入力 
 ④応募作品（事前準備でバックアップした写真）を選択 
 ⑤応募に必要な項目を入力 
  ・共有タイトルに「あずけ～るフォトコンテスト応募」と入力 
  ・メッセージ欄に右記の項目を記入 ＜応募者氏名、住所、電話番号、性別、年齢、作品のタイトル・説明文＞ 
  ※パソコンから応募される方はフレッツ・あずけ～るの「写真加工機能」を利用して応募作品にも作品のタイトル・説明文を入力 
 ⑥入力内容を確認し、「共有する」ボタンで応募完了 

■事前準備 １．フレッツ・あずけ～る（申込・登録後）ログイン ２．応募写真をバックアップ（保存）しておく 

別添１ 応募手順 1/2 パソコン編 

① 

② 

③ 

④ 

⑥ 

⑤ 

ＮＴＴ東日本 
長野支店 

⑤ 

メッセージ： 
応募者氏名、
住所、電話番
号、性別、年
齢、作品のタイ
トル・説明文 

タイトル： 
フォトコンテスト応募 

メッセージ 

タイトル 

メールアドレス入力欄に応募先のメールアドレスを入
力 「 azukeru@ml.nagano.east.ntt.co.jp 」 

mailto:azukeru@ml.nagano.east.ntt.co.jp


  
フレッツ・あずけ～るで 
わらえ～るフォトコンテスト 

■事前準備  １．「フレッツ・あずけ～る」（申込・登録後）専用アプリをダウンロードしログイン   
         ２．応募写真をバックアップ（保存）しておく 

別添１ 応募手順  2/2 スマホ編 

①「ファイルを共有す
る」メニューを選択 

②写真を保存した 

フォルダ名を選択 

（例：マイフォルダ） 
 

③応募写真を選び 

□を入れ「共有」 
ボタン 

④共有方法を「メー
ルで今すぐ共有す
る」選択 

① 

③ 

② 

⑤共有相手の選
択で「新しい連絡
先を入力」選択 

⑥フォトコン事務局の応募先を入力 

⑦必要項目を入力 

名前：フォトコン事務局 

azukeru@ml.nagano.east.ntt.co.jp 
応募先メールアドレス： 

タイトル： 

あずけ～るフォト
コンテスト応募 

共有終了日時：
設定しない 

パスワード： 
入力しない 

フォトコン事務局 

あずけ～るフォトコンテスト応募 

東日本太郎 長野市●●●●●●● 
026-999-●●●● 女 ●●才 
うちのにゃんこちゃん 
●●●●したところです 

メッセージ 

フォトコン事務局 

⑧入力内容を確
認し決定 

■応募の流れ 
 ①フレッツ・あずけ～るにログインし「ファイルを共有する」メニューを選択 
 ②写真を保存したフォルダを選択 
 ③応募作品（事前準備でバックアップした写真）を選択 
 ④共有方法を「メールで今すぐ共有する」選択 
 ⑤共有相手の選択で「新しい連絡先を入力」選択 
 ⑥事務局応募先メールアドレス【 azukeru@ml.nagano.east.ntt.co.jp 】を入力（名前も必須のためフォトコン事務局と入力） 
 ⑦応募に必要な項目を入力 
  ・共有タイトルに「あずけ～るフォトコンテスト応募」と記入 
  ・メッセージ欄に右記の項目を記入 ＜応募者氏名、住所、電話番号、性別、年齢、作品のタイトル・説明文＞ 
 ⑧入力内容を確認し、「決定」ボタン ⑨共有完了で応募となります 

④ 
⑤ 

⑥ 

⑦ 

メッセージ： 

応募者氏名、住
所、電話番号、
性別、年齢、作
品のタイトル・説
明文 

⑦ 

⑧ 

⑨共有（応募）完了 

ＮＴＴ東日本 
長野支店 



【フレッツ・あずけ～るでわらえ～るフォトコンテスト】       

■ 必ずお読みください   
 ＜留意事項＞ 
 ・建築物や人物が写っている場合は、著作権や肖像権に同意済みの作品 
 ・未発表作品 
 ・いかなる合成処理も不可 
 ・プリント写真郵送での応募は不可 
 ・ご使用の機種の最高画素数での撮影を奨励 
 ・3,072×2,304ピクセル以上（700万画素以上）推奨 
 ・写真の応募には「フレッツ・あずけ～る」登録（無料）が必要 
 ・応募された作品は返却いたしません 
 ・応募者氏名等応募に必要な項目は正しくご記入願います。受賞された場合、ＮＴＴ東 
  日本からご連絡しますが、ご連絡がとれない場合は、受賞取消となります 
 ・受賞された作品についてはキャンペーンサイト上で発表（５月末予定） 
 ・今後、弊社ＨＰ・メルマガ・広告等で承諾なしで無償で使用させていただくことがあり 
  ます。 
 ・公序良俗に反する等の内容の場合は即時失格 
 ・応募された方は以下の応募規定※に同意したものとして扱う 
  ※応募規定：以下参照 
 

別添２ 留意事項と応募規定 １／２ 

１．応募基準について 
「ＮＴＴ東日本長野支店フレッツ・あずけ～るでわらえ～るフォトコンテスト」（以下、本コンテスト） 
への応募にあたり、以下の注意事項をよくお読みください。応募された場合各事項およびフレッツ光メンバ 
ーズクラブ利用規約、「フレッツ・あずけ～る」利用規約に同意・承諾したものとみなされます。応募作品 
は、東日本電信電話株式会社、協力団体様で構成される「ＮＴＴ東日本長野支店本コンテスト」事務局（以 
下、事務局）が事前に確認し、以下の違反行為に該当していないかを判断いたします。 
 以下の違反行為に該当する写真およびタイトル、説明文が応募された場合は、事前の通知、承諾なく応募 
の無効および入選の取り消しなどの対応をさせていただきます。 
【違反行為】 
・他のコンテストなどに応募中または応募予定の作品、または過去に入賞した作品は応募できません。 
・個人情報（氏名・住所・電話番号・職業・メールアドレスなど）を記入したもの、または特定できるもの 
・故意、過失を問わず法律、公序良俗に反するもの、及び恐れのあるもの 
・他人のプライバシーを侵害するもの、及び著作権を侵害するもの 
・他人を差別する、もしくは誹謗中傷するなど、名誉や社会的信用を毀損するもの 
・他人や組織などになりすますもの、またはその恐れのあるもの 
・他人や他の会員に対する迷惑行為にあたるもの、またはその恐れのあるもの 
・法律上、発信する権利を有していないコンテンツにあたるもの  
・他人や他の会員が所有する著作権、知的財産権その他一切の権利を侵害するもの、またはその恐れのある 
 もの  
・未成年者に害を及ぼすもの、またはその恐れのあるもの  
・一般的に立入禁止区域と指定されている場所で撮影されたもの  
・運営事務局の事前の許可ある場合を除き、商業用の広告、宣伝を目的としたコンテンツ、無限連鎖講、そ 
 の他勧誘を目的とするもの  
 
    （次ページへ） 

■ 応募規定 1/2   

ＮＴＴ東日本長野支店 



・コンピューターウィルス、不正プログラムの恐れのあるもの                                         
・「フレッツ光メンバーズクラブ」「ＮＴＴ東日本長野支店本フォトコンテスト」「フレッツ・あずけ～ 
 る」の運営の妨害、信用の毀損、不利益を与えること、またはその恐れのあるもの 
・その他、合理的な理由に基づき不適切と判断するもの  
・フレッツ光メンバーズクラブ利用規約及び「フレッツ・あずけ～る」利用規約に反するもの  
２．掲載される情報について 
応募作品は、以下の情報と共に発表時にキャンペーンサイト上に掲載されます。 
・応募者名／応募作品タイトル・説明文  
３．入選後の取り消しおよび掲載の削除について 
上記違反行為に該当しないと事務局が判断し、応募作品が掲載された場合でも、第三者から違反行為の通 
報があった場合は、事務局側にて事実関係を確認し判断した上で、事前の通知、承諾なく入選を取り消し、 
掲載を削除させていただく場合がございます。※通報者の情報は事務局のみが把握し、一般に公表される 
ことはありません。  
４．応募作品に対するトラブルについて 
本コンテストを利用することにより、第三者との間でトラブルが発生した場合には、当事者同士の責任に 
おいて解決するものとし、事務局ではその責任を負わないものとします。 
５．応募作品のサイト上などへの掲示について 
大容量および高画質の写真は、ウェブサイトの都合上リサイズ（写真のピクセル数を変更し、縦横の大き 
さを変更）させていただく場合がございますので予めご了承ください。 
６．受賞作品について 
全受賞作品について、優先的に使用する権利は受賞決定日から２年間、東日本電信電話株式会社に帰属し、 
プリント展示、印刷物、宣伝広告、インターネット、各種調査、カレンダー展などへ無償で使用させてい 
ただきます。  
応募作品が他のコンテストでの入賞や印刷物、展覧会などで公表されていることが判明したときは、入賞、 
入選等を取り消すことがございます。  
７．応募作品の他媒体への掲載について 
応募された作品は、弊社ウェブサイト上の他、各コンテスト応募概要に準ずる展示会場および雑誌・ウェ 
ブサイトなどの他媒体に掲載されることがございますので、予めご了承の上、応募をお願いします。なお、 
他媒体に掲載などをする場合、原則的に個別のご連絡は行いません。  
８．個人情報の取扱について 
本コンテスト応募概要に準ずる賞品の発送のために、フレッツ光メンバーズクラブ、及び「フレッツ・あ 
ずけ～る」にご登録いただいている個人情報を利用させていただきます。  
本書面（本画面）に記載いただいた個人情報については、アンケート調査その他の調査に必要な素材及び 
アンケート調査その他の調査に対する謝礼等の送付、懸賞商品の送付、電気通信サービス等の品質改善、 
新たな電気通信サービス等の開発並びにNTT東日本の電気通信サービス等のご紹介、ご提案及びコンサル 
ティングに当たって必要となる範囲内で利用します。   
 また、本書面（本画面）に記載いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、事務局 
が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。また、ＮＴＴ東日本の契約約款等の規定 
又は個人情報保護法、電気通信事業法その他の法令の規定に従い、第三者に提供することがあります。   
９．審査について 
コンテストの審査基準や審査結果に関する異議またはお問い合わせは一切受け付けませんので予めご了承 
ください。 
１０.その他 
・本コンテストに応募するにあたり、応募者は主催者の本コンテストの運営方法に従うものとし、 その 
 運営方法に対し一切異議等を申し立てないものとします。  
・応募作品の画像データ送信中の事故、データ破壊について、主催者は一切責任を負わないものとします。  
・本コンテストへの応募に起因して応募者に生じる損害につき、主催者は一切責任を負わないものとしま 
 す。                                           
                                             以上  
                                                                              以上 

■ 応募規定  2/2  

【フレッツ・あずけ～るでわらえ～るフォトコンテスト】       

別添２ 留意事項と応募規定 ２／２ 

ＮＴＴ東日本長野支店 


