しっとりふわふわ！
こだわりの手作り
シフォンケーキ専門店

ココロにもカラダにも
美 味しいを 毎 日 を
コンセプトにした
ヘルスケアキッチン

意

事

項

浜松市中区板屋町104-1 Ｄ sタワー1F
［営業時間］平日11:00〜15:00/17:00〜23:00
土日祝11:00〜23:00
［定休日］無休

HAL E L AN I 浜松店

浜松市中区鍛冶町100-1 ザザシティ中央館１F
［営業時間］11:00〜20:00
［定休日］施設の定休による

注

☎ 053-455-0011

浜松市中区連尺町307
［営業時間］11:30〜26:00
［定休日］無休

OMG KITCHEN

20

年 以 上の経 験 を 持つ

☎ 053-452-0899

浜松市中区鍛冶町321-5
［営業時間］11:00〜18:00（L.O.17:00）
［定休日］火曜日

☎ 053-452-0831

本 格ベトナム料 理のお店

人 気の結 婚 式 場にあ る
N Yスタイルの
カフェテラス

☎ 053-456-1952

フォーハノイセカンド
ベトナム人コックがつくる

cafe & dining Passeretti

いつでも気軽に集まって
おしゃべりが楽しめる
心地いい空間をご提供

カフェテラス 1 9 5 2

他加盟店やイズモホール、
結婚式場で
撮影希望がある場合は、
イズモカード事務局
costomer@izumo-card.jp

☎ 053-451-3822

浜松市中区東田町35 -17
［営業時間］10：00〜17：30
［定休日］日・火・祝

テイクアウト
のみ

まで一度ご確認を
お願い致します。

・関係者以外の方や建物の映り込みが極力ないよう、十分ご注意ください。
・他のお客さまのご迷惑になるような大きな機材などを持ち込んでの撮影は、
ご遠慮ください。

応

募

規

約

本規約は、
「イズモカード動画コンテスト」
（以下
「本コンテスト」
といいます。
）
への応募について、
コンテスト応募者に遵守して頂くこと、
その他の事項について定めるものです。
本コンテストは、
イズモカード事務局が主催しています。
イズモカード事務局が必要と判断した場合には、
本応募規約を変更できるほか、
当コンクールの適正な運用を確保するために必要なあらゆる対応がで
きるものとします。
応募者は、
本規約の内容をご承諾頂いたうえで応募されたものとみなします。
●1 応募作品の著作権については、
応募者が保有または、
著作権者より許諾を得て制作したものとします。●2 応募作品は他のいかなるコンテスト等に応募したことのない作品のみが応募資格を有すも
のとし、
本コンテストの入賞結果が発表されるまでは、
応募作品と同一または酷似している作品を他のコンテストなどへ二重に応募し、
または発表することはできません。●3 上記1又は2に違反した応募作
品、
および以下のいずれかに該当し、
またはそのおそれがあると主催者が判断した応募作品は、
審査の対象外とします。
また、
入賞結果発表後であっても、
以下のいずれかに該当し、またはそのおそれがある
と主催者が判断した場合は、
入賞を取り消すことがあります。
（1）
本規約に違反した作品（2）
応募者自身のオリジナルではない作品、
または第三者の作品と同一もしくは酷似している作品（3）
日本国内外を問わず、
他のコンテストなどに応募したことがある作品と同
一もしくは酷似している作品（4）
誹謗中傷を目的とした作品その他公序良俗に反する作品（5）
営利を目的とした作品（6）
道路交通法、
動物愛護管理法、
その他撮影場所の法律や条例等に抵触する
内容が含まれる作品（7）
危険性を誘発する内容が含まれる作品（8）
第三者の秘密、
知的財産権その他の権利を侵害する作品
（応募後に侵害となった場合を含みます。
）
（9）
上記
（1）
から
（8）
のほかコ
ンテスト運営事務局が不適切と判断した作品
【動画の著作権について】
音楽、
映像、
小説、
漫画などの著作物には著作権が存在し、
著作権者以外の者がその著作物を利用する際には、
著作権者の許諾が必要です。
したがって、
応募作品に応募者以外の者が権利を有する著
作物が含まれる場合（動画のBGMに応募者以外の者が創作した楽曲を用いる場合など）
には、応募者は、
その著作物の著作権者またはその著作物の著作権を管理する団体の許諾を得るなど、適切な
権利処理をしたうえで応募するものとします。
適切な権利処理がなされていない応募作品は、
審査の対象外とします。
また、
入賞した場合は、
入賞を取り消すことがあります。
【応募作品に関わる権利・用法】
応募作品に関する権利は、
著作権その他の知的財産権を除き、
応募と同時にイズモカード事務局に帰属します。
また、
イズモカード事務局は応募作品を応募頂いた時点から、
本コンテストの審査の結果に
かかわらず、
以下の用途で応募作品を無償で使用できるものとします。
（1）
Webサイトへの掲載 （2）
店舗、
展示会、
イベント等での上映 （3）
イズモカード事務局の活動紹介VTRでの使用 （4）
その他イズモカード事務局のCSR・広報活動に関連した使用
イズモカード事務局は、
上記
（1）
〜
（4）
に基づき応募作品を使用する場合には、
本コンテストの応募作品であること、
および応募者のハンドルネームまたは団体名を表示するものとします。
イズモカード事務
局は、
応募作品に対して、
上記
（1）
〜
（4）
のために動画の元データの提出を依頼する事があります。
イズモカード事務局の用意するロゴやテキストの追加、
リフレーミング、
翻訳、
色の変更、
背景やその一部
を切り取るなど、応募作品の本質を損なわない程度の変更修正を加えることができます。
また、
イズモカード事務局が応募作品を発表または使用する際に、上記の変更修正を超える変更修正が必要な場
合、
応募者に連絡し、
その承諾を得るものとします。
応募時にご提出頂いた個人情報は、
入賞者発表、
表彰その他、
本コンテストの運営および本規約に基づきイズモカード事務局であるイズモ株式会社のプライバシーポリシーに従い、
応募作品を事業にお
いて使用する場合に使用します。
また、
本コンテストの選考結果にかかわらず、
本コンテストの紹介等を目的としたイズモカード事務局の広告において使用することがあります。
（入賞者発表、
表彰および広
告目的の場合、
応募者のハンドルネーム、
団体名以外の個人情報は公表しません。
また、
応募作品の主催者の事業における使用が目的の場合、
応募者のハンドルネームまたは団体名以外の個人情報は
公表しません。
）
本コンテストについてメディアから取材があった場合、
応募作品、
作品名を提供することがあります。
【イズモ株式会社プライバシーポリシー】https://recruit.izumoden.co.jp/company/policy.php
1）
応募作品は、
必要に応じてデータの提出を依頼する事があります。
そのデータは記録媒体も含め、
返却しません。2）
応募作品の制作および応募に関わる費用は、
全て応募者自身の自己負担とします。
3）
転居等により、
入賞者の住所、
連絡先が不明の場合は、
入賞を取り消すことがあります。4）
応募時の記入内容に虚偽があった場合は、
審査の対象外とする又は入賞を取り消すことがあります。5）
入賞
の権利を第三者に譲渡または換金することはできません。6）
応募作品に関し、
万一、
第三者からの権利侵害、
損害賠償などの主張がなされた場合は、
応募者がその責任と負担で解決するものとし、
イズモ
カード事務局は一切の責任を負いません。7）
応募後に応募者が応募作品を削除又は変更修正することはできません。8）
審査基準、
審査結果その他関連事項に関する問い合わせには応じられません。

お問い合わせ先
イズ モカード事 務 局
［協

0120-559-030

力 ］静岡新聞社・静岡放送・中日新聞社・テレビ静岡・中部日本広告社・静岡第一テレビ・
静岡朝日テレビ・i・PRo

イズモカード
MOVIE

CONTEST

コンテスト
応募動画
テーマ

応募
期間

TEL

魅力伝える

下記掲載の加盟店は「直接撮影交渉可」です。参加者の方は、直接店舗に連絡して撮影日の交渉をして下さい。

動 画 ︑求 む ︒

加 盟 店 を 利 用した 撮 影 に つ い て

イズモカードの魅力が伝わる動画

6 20

2022年

月

9 16

日（月）〜

月

日（金）

参加の
お申し込みは
コチラから

