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報 道 関 係 各 位   
2018 年 1 月 30 日  

ポカリスエット PR 事務局 

 

～ ガチダンサーたちの潜在能力を“写真で”ひき出せ ～ 

ポカリスエット初・広告カメラマンを現役高校生から大募集 

ポカリ広告カメラマン募集キャンペーン開始 

きみの写真がポカリの広告に！街中にドーンと掲出されるチャンス！ 

応募ページ： https://pocari-photographer.jp 

 

 大塚製薬株式会社（本社:東京都）の健康飲料ポカリスエットは、今年も “潜在能力をひき出せ”をテーマに、ブ

ランドキャンペーンを展開していきます。2018 年第 1 弾として、4 月公開予定の新 CM とともに CM に連動した屋

外用の広告展開を予定しています。このたび、この屋外広告用の写真撮影をしていただける高校生を募集する

「ポカリ広告カメラマン募集キャンペーン」を開始いたします。 

 

 

 

 

 

 2016 年より、ガチダンスを企画の軸とした CM や SNS 施策などを通じてポカリスエットの CM に参加できるキャ

ンペーンを実施してきましたが、今年はこれまで以上に学生の皆さまが参加しやすい、参加したくなる企画を予

定しています。本キャンペーンを、そのスタートと位置付け、ポカリスエットとして初めて、屋外用の広告を 3 名の

一般高校生に写真撮影いただきます。 

 TVCM の撮影現場では、プロの CM 制作陣に混じり熱気あふれるダンサー達を撮影いただくほか、ワークショッ

プを通じて素材選定やデザインなど広告制作の流れを体験することができます。完成した広告作品は 4 月下旬

以降に東京、大阪、名古屋、札幌を中心に駅等の交通広告媒体で掲載される予定です。プロも驚くような個性と

写真への情熱があふれる高校生カメラマンを広く募集します。 
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■応募概要 

【名称】  ポカリ広告カメラマン募集キャンペーン 

【募集期間】 2018 年 1 月 30 日（火）～ 2018 年 2 月 13 日(火) 

【応募資格】 2018 年 2 月 13 日時点で国内の私立・公立の高等学校・高等専門学校に 

在学している生徒。また、採用された後、保護者の同意書を提出いただく必要があります。 

【応募方法】 特設サイトから応募要項の内容に同意のうえ必要事項を入力して応募ください。 

なお、応募の際にはご自身で撮影した写真画像をアップロードいただきます。 

【特設サイト】 https://pocari-photographer.jp  

【公式 twitter】 https://twitter.com/Pocari_cameko @Pocari_cameko 

【結果発表】 採用が決まった方にのみ、個別に連絡します 

【問い合わせ先】 ポカリスエット PR 事務局 info@pocari-photographer.jp 

 

※応募資格、応募方法、諸注意事項などの詳細については別紙「応募要項」か特設サイトをご確認ください。 

 

■採用決定後の流れ（予定） 

①採用通知 ：2 月 16 日頃 

採用の通知をご本人に電話またはメールにて事務局よりご連絡いたします。その際に日程確認および同意書の記入

についてご連絡をいたします。（※全日程の調整が難しい場合は不採用となる可能性がございます） 

 

②制作オリエンテーション ：2 月下旬〜3 月上旬の土日のうち 1 日参加。場所は都内になります。 

ポカリスエットの広告クリエイターが、今回の CM 企画や、CM 撮影の基本的な進め方などをオリエンテーションしま

す。 

 

③スチール撮影 ：3 月中旬の土日のうち 1 日参加。場所は都内になります。 

TVCM の撮影現場に入っていただき、それぞれ写真撮影をしていただきます 

 

④写真セレクト ：3 月下旬のうち 1 日参加。場所は都内になります。 

撮影した写真のなかから、クリエイターと一緒に議論をしながら最終的に広告に使用する写真をセレクトします 

 

⑤広告掲出 ：4 月下旬以降 

東京（渋谷、原宿）の駅や街頭、さらには大阪、名古屋、札幌の地下鉄構内を中心に交通広告を掲出します。 

 

■ポカリスエット製品情報   https://www.otsuka.co.jp/poc/ 

ポカリスエットは、「汗の飲料」をコンセプトに開発され、発汗によって失われた水分、イオン（電解質）をスムーズに

補給する健康飲料として、現在世界 20 ヵ国・地域*1 で展開しています。適切な濃度と体液に近い組成の電解質溶液

のため、すばやく吸収されることから、スポーツのほか、仕事、お風呂上り、寝起きなど、発汗状態におかれている方

に適した飲料です。 

  

 

 

 

*1「ポカリスエット」販売国・地域：日本、台湾、シンガポール、バーレ

ーン、サウジアラビア、オマーン、アラブ首長国連邦、韓国、インドネ

シア、タイ、マレーシア、中国、クウェート、カタール、フィリピン、エジ

プト、ベトナム、ミャンマー、東ティモール、カンボジア 



- 3 -  

（別紙）応募要項 

	

【募集期間】 

2018 年 1 月 30 日（火）～ 2018 年 2 月 13 日(火) 

 

【応募資格】 

2018 年 2 月 13 日時点で国内の私立・公立の高等学校・高等専門学校に在学している生徒 

※以下の条件を満たした方に限ります 

 

１．都内近郊での CM 制作現場に帯同する意思があり、日程調整に前向きにご協力いただけること 

２．撮影した写真作品全てを広告写真素材として無償提供いただけること 

３．大塚製薬のプレスリリースや WEB サイト等の広報活動において露出が可能であること  

４．特定のプロダクション等との契約がないこと 

５．注意事項の内容を読み了承いただくこと 

 

【採用決定後の流れ（予定）】 

①採用通知 ：2 月 16 日頃 

採用の通知をご本人に電話またはメールにて事務局よりご連絡いたします。その際に日程確認および同意書の記入

についてご連絡をいたします。（※全日程の調整が難しい場合は不採用となる可能性がございます） 

 

②制作オリエンテーション ：2 月下旬〜3 月上旬の土日のうち 1 日参加。場所は都内になります。 

ポカリスエットの広告クリエイターが、今回の CM 企画や、CM 撮影の基本的な進め方などをオリエンテーションしま

す。 

 

③スチール撮影 ：3 月中旬の土日のうち 1 日参加。場所は都内になります。 

TVCM の撮影現場に入っていただき、それぞれ写真撮影をしていただきます 

 

④写真セレクト ：3 月下旬のうち 1 日参加。場所は都内になります。 

撮影した写真のなかから、クリエイターと一緒に議論をしながら最終的に広告に使用する写真をセレクトします 

 

⑤広告掲出 ：4 月下旬以降 

東京（渋谷、原宿）の駅や街頭、さらには大阪、名古屋、札幌の地下鉄構内を中心に交通広告を掲出します。一緒に

掲出を見学する機会を検討しています。（ご本人と相談のうえ） 

 

 

【応募方法】 

応募サイト WEB ページ内の応募フォームより以下の必要事項をご記入のうえご応募ください。 

・氏名（漢字/ふりがな） 

・年齢 

・性別 
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・住所 

・本人連絡先（電話） 

・本人メールアドレス 

・保護者氏名 

・保護者連絡先（電話） 

・保護者住所（任意＊応募者本人の住所と異なる場合） 

・所属学校名  

・自分ならこんな写真が撮りたい！撮れる！という意気込み（字数制限なし） 

・自身で撮影したとっておきの写真データ（最低１点、最大５点） 

・写真部所属有無（任意） 

・撮影で使用する予定機材種別（任意） 

 

【採用人数】 

3 名 

 

【採用通知】 

ポカリスエット PR 事務局（株式会社電通パブリックリレーションズ内）の担当者より電話並びにメールでご連絡します。

採用されなかった方への連絡はいたしませんのでご了承ください。 

 

【注意事項】 

１. 居住地からの交通費、および遠方から上京される方には宿泊費として、採用された方１名につき 10 万円を上限と

して実費分を支給させていただきます。 

２.応募写真は選考のためだけに使用し、他に公開することはありません。他の用途に使用させて頂きたい場合には

事前にご相談いたします。 

３.採用された方はすべての参加機会にご参加頂きます。採用通知の際に全日程の調整が難しい場合には不採用と

なる可能性がございます。 

４.撮影した写真素材は撮影日に一度引き渡していただいたのち、セレクト、レタッチします。広告素材制作等は大塚

製薬に一任いただきます。 

５.採用された方は本プログラムに参加中、別のカメラマンから被写体として撮影され、大塚製薬の広告に出演する可

能性があります。 

６.所属する部活動、学校において広告活動への参加を認められていない方はご応募をご遠慮ください。 

７.結果発表時および広告掲出時に、採用された方のお名前と学校名を大塚製薬の広告物やプレスリリース、WEB サ

イト等の広報媒体において露出いたします。採用された方は学校側へのご確認にご協力いただきます。 

８.参加には保護者の同意が必要です。採用された方は応募要項の条件に関する参加同意書をご提出いただきま

す。 

 

【禁止事項】 

以下の規定に反する応募はお断りさせていただきます。違反が判明した場合には応募または採用を取り消させてい

ただきます。 
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１．同一応募者による複数応募 

２．作為的な虚偽記載による応募 

３．代理人による応募 

４．企画趣旨と異なる目的による応募 

５．その他大塚製薬が不適切と判断する方法による応募 

 

【免責・損害賠償】 

採用通知ののち、写真撮影の際に制作担当者の依頼・指示以外の行為に起因して発生した一切のトラブルと、被採

用者が本プログラム参加のために自宅から実施場所への移動および実施場所からご自宅への移動の道中に発生し

た一切のトラブルに関しまして大塚製薬は一切の責任を負いません。 

応募者ならびに被採用者が大塚製薬、その他参加者に何らかの損害を与えた場合、大塚製薬は応募者に対して損

害賠償を請求することがあります。 

 

【個人情報の取扱いについて】 

・ご記入いただいた個人情報は大塚製薬株式会社が当選者への本件に関する諸連絡に利用するほか、製品やサー

ビスの参考とするために個人を特定しない統計情報の形で利用させていただきます。 

・お客様の個人情報は大塚製薬株式会社が大塚グループの個人情報保護方針（http://www.otsuka.co.jp/privacy/）

に則り適切に管理します。お客様の個人情報をお客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供すること

はありません。（法令等により開示を求められた場合を除く） 

 

【応募に関するお問合せ先】 

＜ポカリスエット PR 事務局＞ 

メールアドレス： info@pocari-photographer.jp 

 

※スマートフォンのメールアドレスでお問合せいただく場合は、「info@pocari-photographer.jp」からのメールが受信で

きるよう、ドメイン指定受信の設定をしてください。〈URL 付きメール受信拒否設定〉もしくは〈URL リンク規制〉をされて

いる方は、設定の解除をして下さい。設定方法については、各携帯電話会社のマニュアルをご覧いただくか、各携帯

電話会社のサポートセンターまで直接お問合せ下さい。 

 

※ご質問に関しましては順次回答させていただきますが、お問い合わせが集中した場合、回答までにお時間がかか

る場合がございますのでご了承ください。 

 


