写真コンテスト(Photo Contest)

SNS 写真投稿キャンペーン！
テーマ：
「私の好きなカンボジア文化」
あなたが撮ったカンボジア文化に関わるお気に入りの写真（風景、歴史、料理等）をご応募ください。
ステキな写真の中から豪華景品やミールクーポンをプレゼントします。
☆賞品
特賞：賞金 5 万円 1 名様
入賞：実行委員会厳選カンボジアグッズ 5 名様
応募者から抽選でカンボジアフェスティバル当日に使えるミールクーポン 1000 円分を 20 名様にプレセ
ント
☆応募方法
Step 1 : カンボジアフェスティバル 公式 facebook に いいね！ または、 Instagram をフォローする
・Facebook：https://www.facebook.com/cambodiafestival/
・Instagram：https://www.instagram.com/cambodiafes/
Step２: 名前（ペンネーム可）と写真の一言コメントを記載し、E-mail で写真を応募する
※おひとり 3 枚まで応募可能
応募アドレス：photo.cf2019@gmail.com
〇応募いただいた写真について
カンボジアフェスティバル 公式 facebook および Instagram にて写真を掲載いたします。
また受賞作品は、公式 HP および上記 SNS にて掲載いたします。
〇応募期間
2019 年 4 月 26 日 20:00 まで
〇審査
特賞および入賞の審査は、実行委員会にて厳選に行います。
審査結果は公式 HP や SNS 上で発表し、E-mail で当選者のみご連絡いたします。
〇参加資格
・日本国籍、またはカンボジア国籍を有する者
・日本国内にお住まいの方
〇応募規約
応募した時点で本キャンペーンの趣旨および、以下の規約に同意したものとみなします。

・公序良俗に反するもの、法律・法令・規則などに抵触するもの、実行委員会が不適切と判断するものは
応募対象外となります。
・やむを得ない事情により、企画内容、賞品は予告なく変更となることがあります。

"My favorite Cambodian culture" SNS post campaign (24th of March till 26th April)
Please send us your favorite picture related to Cambodian culture (such as scenery, history, food, etc)
by email.

Applicants have chance to get gorgeous gifts and to get meal coupon (1,000 yen) for

Cambodia Festival 2019.
☆Awards
The best picture: prize money 50,000yen (one person)
Good pictures: Special Cambodian goods (5 people)
Applicants have chance to meal coupon (1,000 yen) for Cambodia Festival 2019. (20 people)
☆How to apply
Step 1: Please put Like to the Cambodia Festival page at Facebook or follow Cambodia Festival
account at Instagram.
・Facebook：https://www.facebook.com/cambodiafestival/
・Instagram：https://www.instagram.com/cambodiafes/
Step 2: Send your picture to the email address below.
Please note your name (nick name is acceptable) and comments about the picture.
Each person can send 3 pictures at the maximum.

Email address; photo.cf2019@gmail.com

☆The pictures applied for this campaign
We will post the pictures which have been sent for this campaign at our Facebook and Instagram.
Also, the Best and Good pictures will be announced at our website and SNS above.
☆Campaign period
Deadline : 20:00 on 26th of April.
☆Selection
The committee of Cambodia Festival will carefully select the winners.

The Best and Good pictures

will be announced at our website and SNS and we will send emails to the winners.
☆Qualifications to join
Japanese or Cambodian nationals who have residential address in Japan.
☆Terms of apply
Anyone who applied for this campaign, we consider he/she agreed to the terms below.
Any pictures which against the law or the points described in the outline of the campaign, or pictures
which is not suitable for the purpose of the campaign, we will not take them to selection process.
Campaign contents and the awards may be change due to unavoidable reasons without notice.

