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「名古屋高速 Instagram フォトコンテスト」、 

「名古屋高速のぬりえをしよう！」を開催します！ 
 

 名古屋高速道路公社では、「名古屋高速 Instagram フォトコンテスト」、「名古屋高速のぬりえ

をしよう！」の２つのイベントを下記のとおり開催します。 

 本イベントは、大人から子どもまで誰でも気軽に参加できるイベントとして、写真やぬりえを

通して、名古屋高速道路を身近に感じてもらい、親しみをもっていただくことを目的に開催する

ものです。 

 ぜひ、名古屋高速道路の魅力的な写真、素敵なぬりえをご応募ください。 

 

記 

 

■名古屋高速 Instagram フォトコンテスト 

１． 募集テーマ 

「名古屋高速道路の魅力が伝わる写真」 

四季折々の風景の中にある名古屋高速、地域や街並みとマッチした名古屋高速、あなたが

見つけた魅力的な名古屋高速など、名古屋高速の魅力が伝わる素敵な写真を募集します。 

２． 募集期間 

2021年 11月 3日（水）から2022年 1月 31日（月）まで 

３． 応募方法 

Instagramでご応募ください。 

①Instagramで専用アカウント「@nagoya_kousoku」をフォロー。 

②ハッシュタグ「#名古屋高速フォトコン2021」をつけて投稿。 

４． 賞品 

・最優秀賞（1名様）商品券3万円分 

・優秀賞（3名様）商品券1万円分 

・入賞（5名様）商品券5千円分 

５． 結果発表 

2022年 3月（予定） 

６． 審査方法 

 名古屋高速フォトコンテスト選考会（公社職員）による選定後、名古屋芸術大学芸術学部 

遠藤一成 准教授（審査委員長）、名古屋芸術大学芸術学部 佐久間友香 講師（審査員）に

よる審査。 
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フォトコンテスト審査委員長 プロフィール 

遠藤 一成（えんどう かずなり） 

 名古屋芸術大学 芸術学部 芸術学科 デザイン領域 

  ヴィジュアルデザインコース 准教授 

 1973年生まれ。アートディレクター、グラフィックデザイナー。 

 1996年名古屋芸術大学美術学部デザイン科造形実験コース卒業。 

    （芸術学士） 

 2005年 4月より、水谷事務所を経て独立。 

 企業広告、CI、ファッション、アート、音楽関係のデザインを主に 

 手掛ける。 

 

 

■名古屋高速のぬりえをしよう！ 

１． 内容 

   未就学児から中学年まで楽しめる ぬりえ（4種類）を用意しています。（参考資料） 

   ぬりえをして、ネックス・プラザで応募していただくと、抽選でオリジナルグッズをプレ

ゼントします。（中学生以下が対象となります。） 

２． 募集期間 

2021年 11月 3日（水）から2022年 1月 31日（月）まで 

３． 応募方法 

①名古屋高速のHPからぬりえ用紙をダウンロード。（ネックス・プラザでも配布。） 

②ぬりえをして、ネックス・プラザで応募。 

応募作品は、ネックス・プラザなどで展示を行う予定です。 

４． 賞品 

・抽選でオリジナルグッズをプレゼント（100名様） 

  （ナコちゃんぬいぐるみキーホルダー） 

・ネックス・プラザにご持参された方に参加賞をプレゼント 

５． 当選者の発表 

2022年 3月（予定） 

※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。 

６． ぬりえ応募場所：ネックス・プラザ 

住 所：名古屋市北区清水4丁目17-30 名古屋高速道路公社黒川ビル内 

開館時間：10:00～17:00 

休 館 日：毎週月曜日（月曜日が祝日の場合その翌日）、年末年始（12/29～1/3） 

 

 

  

「名古屋高速Instagramフォトコンテスト」専用サイト 

URL：https://www.nagoya-expressway.or.jp/info/nagoyakousoku-photocon2021/ 

「名古屋高速のぬりえをしよう！」専用サイト 

URL：https://www.nagoya-expressway.or.jp/info/nagoyakousoku-nurie2021/ 

問い合わせ先：名古屋高速道路公社経営企画部広報課 052-919-3236 

       受付時間／平日9:00～17:00（年末年始除く） 
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参考資料 

（
ぬ
り
え

4
種
類
）
 



名古屋高速名古屋高速

フォトコンテストフォトコンテスト
InstagramInstagram

■応募要項

最優秀賞 1名様 
商品券3万円

優秀賞 3名様 
商品券1万円

入賞 5名様 
商品券5千円

応募期間 水 月 11/32021年 2022年1/31

募集テーマ：「名古屋高速道路の魅力が伝わる写真」
四季折々の風景の中にある名古屋高速、地域や街並みとマッチした名古屋高速、

あなたが見つけた魅力的な名古屋高速など、名古屋高速の魅力が伝わる素敵な写真を募集します。

■賞品

●応募資格／日本国内に在住の方（賞品の発送先が日本国内の方）
●応募期間／2021年11月3日（水・祝）から2022年1月31日（月）まで
●応募方法／Instagramでご応募ください。 ❶Instagramで専用アカウント「@nagoya_kousoku」をフォロー。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　❷ハッシュタグ「＃名古屋高速フォトコン2021」を付けて投稿。
　　　　　　　※あらかじめInstagramへの登録が必要です。※受賞者にはInstagramのダイレクトメッセージ機能でご連絡します。
　　　　　　　※ご応募いただく前に、応募規約（裏面）をよくお読みいただき、同意の上、ご応募ください。

●賞　　品／最優秀賞（1名様）商品券3万円 ・ 優秀賞（3名様）商品券1万円 ・ 入賞（5名様）商品券5千円
●結果発表／2022年3月（予定）※受賞者あてにご連絡するとともに、名古屋高速のホームページで結果を発表します。
●審査方法／名古屋高速フォトコンテスト選考会（公社職員）による選定後、名古屋芸術大学芸術学部　遠藤一成 准教授　
　　　　　　　（審査委員長）、名古屋芸術大学芸術学部　佐久間友香　講師（審査員）による審査。
●受賞作品の展示／受賞作品は、3月に展示を行う予定です。

STEP

1
STEP

2
STEP

3
STEP

4

■Instagramで応募

フォトコンサイトは
こちら

名古屋高速道路公社 検索

Instagramを
インストールしてください。

Instagramで専用アカウント
「@nagoya_kousoku」
をフォロー。

Instagramを
インストール

公式アカウントを
フォロー

お気に入りの
シーンを撮影

ハッシュタグを
付けて投稿

スマホまたはデジタルカ
メラなどで名古屋高速道
路の写真を撮影。

「#名古屋高速
　フォトコン2021」
を付けて投稿。

お問い合わせ/
名古屋高速道路公社 経営企画部 広報課
TEL052-919-3236
受付時間/平日9：00～17：00（年末年始除く）



名古屋高速名古屋高速 フォトコンテストフォトコンテストInstagramInstagram

お問い合わせ／名古屋高速道路公社 経営企画部 広報課 TEL052-919-3236  受付時間/平日9：00～17：00（年末年始除く）

応募規約

ご応募いただく前に必ずお読みください。
作品の応募をもって、当応募規約に同意したものとみなします。
■応募資格

●日本国内に在住の方（賞品の発送先が日本国内の方）に限ります。

●未成年の方は保護者の同意が必要です。未成年の方が応募された場合は、保護者の同意が得られているものとみなします。

■応募に関する注意事項

●撮影に当たっては、道路法および 道路交通法など、関係法令を遵守しての撮影をお願いします。高速道路の本線、出入口等で駐停車しての撮影は

　おやめください。また、高速道路上空および 周辺においてドローンを使用して撮影すること もおやめください 。

●応募作品は、撮影から1年以内のものに限ります。

●応募作品は、応募者自身が撮影したものに限ります。

●応募作品は、未発表のものに限ります。同一または類似の作品が、規模の大小にかかわらず、過去に他のコンテストに応募した作品、応募中また

　は応募予定の作品である場合は、応募できません。（当コンテストで入賞後に発覚した場合は、失格になります。）ただし、応募者本人の製作による

　商業目的でない出版物・WEBサイト・SNSに掲載された作品は応募できます。

●お一人さま10点（10投稿）まで応募可能です。ただし、入選可能な作品数は、お一人さま1点となります。

●投稿は、1つの投稿に1枚の写真とし、複数枚の写真を一度に投稿された場合は、一番初めに表示されている写真を審査の対象といたします。

●応募作品の著作権は、応募後も応募者に帰属しますが、応募者は、主催者に対し、主催者が実施する本コンテストの入賞作品の展覧会その他のイ

　ベントでの展示、ならびに主催者が発行するポスター・リーフレット類その他の印刷物、主催者が出稿する新聞・雑誌広告および主催者の公式　

　ホームページ、動画投稿サイト・ＳＮＳの主催者公式アカウントページその他の主催者が管理するウェブサイトへの掲載の目的で、応募作品を、応

　募時から無償で利用することを許諾するものとします。

●応募作品は、データに色調整および トリミング以外の加工を一切施していない作品に限ります。また、作品を使用するに当たって 画像処理、トリミ

　ング等を行う場合があります。

●応募作品のうち、当募集内容（テーマ・写真サイズ・応募方法等）に沿わないもの、公序良俗に反するものが応募された場合、各賞の対象外とし、

　予告なく応募を取り消します。

●応募規約に違反した場合は、入賞決定後でも入賞を取り消しおよび賞品の返還要求をできるものとします。

●被写体に人物が入る場合は、本人の承諾を得た上でご応募ください。当社は、肖像権侵害等の責任は負いかねます。万一、第三者と紛争等が生じ

　た場合は、全て応募者の責任とします。

●本コンテストの審査の過程や結果に関するお問い合わせおよび異議申し立てには応じかねます。予めご了承ください。

●受賞者にはInstagramダイレクト（Instagramのダイレクトメッセージ機能）でご連絡します。

●受賞作品につきましては、写真のオリジナルデータの提供をいただきますので、オリジナルデータは必ず保管しておいてください。

●応募データの返却はいたしません。

●本企画は、Instagramが支援、承認、関与するものではありません。Instagramをご利用の際は、Instagramの規約を遵守して下さい。

●当コンテストで得た個人情報は「名古屋高速 Instagram フォトコンテスト」に関するもののみに使用し、

　当社プライバシーポリシー（https://www.nagoya-expressway.or.jp/privacy/）により取り扱いを行います。

　※ご応募に関する個人情報は、法令に基づき適切に管理し、選考・結果通知などの本企画以外の目的には使用いたしません。受賞者に限り受賞

　の手続きに必要な個人情報の提供をお願いすることがございますが、コンテスト終了後に消去させていただきます。なお、入賞の発表、展示などで 

　氏名、住所（市町村名）を明示させていただく場合があります。



な　　　　ご　　　　や　　　こう　　　　そく

応募期間

水 月～11/3
2021年 2022年

ま
で1/31

名
様
に

応募方法

概 要すてきな記念品プレゼント

ぬりえは
4種類
あります

名古屋高速オリジナル
ナコちゃんぬいぐるみ
キーホルダープレゼント！

ぬりえをご持参の方全員に
参加賞をプレゼント！

イメージです。

ネックス・プラザ 名古屋市北区清水4丁目17-30名古屋高速道路公社黒川ビル内●OPEN/10:00～17：00●休館日/毎週月曜日（月曜日が祝日の場合その翌日）、年末年始12/29～1/3

お問い合わせ/
名古屋高速道路公社 経営企画部 広報課
TEL052-919-3236
受付時間/平日9：00～17：00（年末年始除く）

※お一人様ぬりえ１種類につき1点まで。（４種類4点まで）

100さらに
抽選で

全員に

サイトにアクセス

名古屋高速道路公社ホーム
ページ内特設サイトにアク
セス！！

●応募資格／中学生以下
●ぬりえの内容／未就学児から中学生まで楽しめる ぬりえ（4種類）
●応募期間／2021年11月3日（水・祝）から2022年1月31日（月）まで
●応募方法／①名古屋高速のHPからぬりえ用紙をダウンロード。
　　　　　　②ぬりえをして、ネックス・プラザで応募。
●賞品／ネックス・プラザにご持参された方に参加賞をプレゼント
　　　　抽選でオリジナルグッズをプレゼント（100名様）
　　　　※お一人様ぬりえ１種類につき１点まで。（４種類４点まで）
●当選者の発表／2022年3月（予定）
　※当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。
●作品の展示／ネックス・プラザなどで展示を行う予定です。

A4で印刷

好きなぬりえを選んで
ダウンロードしA4用紙で
プリントしてください。

※ネックス・プラザでもお渡ししています。

プレゼントをもらおう！

ぬりえが完成したらネックス・プラザへGO！

応募場所「ネックス・プラザ」
下記の住所へご持参ください名古屋高速道路公社 検索


