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報道関係各位   

 
2019 年 4 月 16 日  

ポカリスエット PR事務局 

 

君の写真が、広告になる。 

昨年度、初開催し好評を得た 

「ポカリ高校生カメラマン大募集キャンペーン」 

今年も開催決定！！ 
プロのカメラマンとして、ポカリ広告を撮影する高校生カメラマンを広く募集 

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、本年度 “汗は君のために流れる。”をテーマ

にブランドキャンペーンを展開していきます。そしてこのたび、昨年度初開催した「ポカリ高校生カメラマン大募集

キャンペーン」を、今年も再び開催することが決定しました。 

本キャンペーンで選ばれた高校生カメラマン（若干名）には、プロのカメラマンとして 7 月公開予定の新 CM と

連動した屋外用の広告写真を撮影していただきます。 

 

高校生カメラマンには、新 CMに向けたダンスレッスンや、CM撮影現場に参加いただくほか、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 7 月以降（時

期未定）に東京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】  ポカリ高校生カメラマン大募集キャンペーン 

【募集期間】 2019年 4月 16日（火）～ 2019年 5月 9日(木) 23：59 

【応募資格】 2019年 5月 9日時点で国内の私立・公立の高等学校・高等専門学校・ 

インターナショナルスクールに在学している生徒  

【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 

 

 

■採用決定後の流れ（予定） 

1. 採用通知：5月 13日（月）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：5月 25日（土）、26日（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：6月上旬の土日のうち 2～4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：6月中旬のうち 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：7月以降（時期未定） 

東京の駅や街頭を中心に交通広告を掲出します。（ご本人と相談のうえ） 一緒に掲出を見学す

る機会を検討しています。 

 

■ポカリスエット製品情報   http://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

おかれている方に最も適した飲料です。 

  

 

 

*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 

http://www.otsuka.co.jp/poc/
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（別紙）応募要項 

募集期間 

2019年 4月 16日（火）～ 2019年 5月 9日(木)23：59 

 

応募資格 

2019年 5月 7日時点で国内の私立・公立の高等学校・高等専門学校・インターナショナルスクールに在

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. 大塚製薬株式会社（以下、「大塚製薬」といいます）のプレスリリースや WEBサイト等の広報活動に

おいて名前や肖像等が用いられることに同意できること 

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ご了承いただくこと 

 

採用決定後の流れ（予定） 

1. 採用通知：5月 13日（月）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：5月 25日（土）、26日（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：6月上旬の土日のうち 2～4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：6月中旬のうち 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：7月以降（時期未定） 

東京の駅や街頭を中心に交通広告を掲出します。（ご本人と相談のうえ） 一緒に掲出を見学する機

会を検討しています。 

 

応募方法 

「ポカリ高校生カメラマン大募集」キャンペーン（以下、「本イベント」といいます）の応募サイト 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。 

o 氏名（漢字/ふりがな） 

o 年齢 

o 性別 

o 住所 

o 本人連絡先（電話） 

o 本人メールアドレス 

o 保護者氏名 

o 保護者連絡先（電話） 

o 保護者住所（任意＊応募者本人の住所と異なる場合） 

o 所属学校名 

o 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） 

o 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） 
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o 写真部所属有無（任意） 

o 撮影で使用する予定機材種別（任意） 

 

採用人数 

若干名 

 

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に設置）の担当者より電話またはメー

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。天災地変、戦乱、暴動、官公庁の命令等の事

由により開催日程に従った安全かつ円滑な実施が不可能となった場合は、本イベントを中止もしくは

内容を変更する場合がございますので予めご了承ください。また、中止になった際も、会場までの交

通費および宿泊費（宿泊される場合）のうち支給金額を超過した分はご本人様のご負担とさせていた

だきます。 

2. 応募写真は選考の為だけに使用し、他に公開する予定はありません。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. 応募者は、応募写真について自らが使用することについての適法な権利を有していること及び応募

写真が第三者の一切の権利を侵害していないことについて大塚製薬に対し表明し、保証するものと

します。 

4. 採用された方は本イベントのすべての日程にご参加頂きます。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。 

5. 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、応募者は何ら権利を主張しないものとします。 

6. 採用された方は本イベントに参加中、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。 

7. 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。 

8. 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。 

9. 本イベントの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。 

10. 出演料等、謝礼や対価はありません。 

11. 本イベントに参加するために必要な通信機器・ソフトウェア・さらにその他必要となる機器・電話利用

の契約は、全て応募者本人の費用と責任において行うものとします。 

12. 本イベントへの応募は、いかなる通信機器・ソフトウェア等を利用する場合も、全て応募者本人の費

用と責任において行うものとします。 

13. 本イベントにおける一切の情報は、予告なしに変更される場合があります。それらの情報の変更によ

りお客さまが損害を被ったとしても、大塚製薬は一切の責任を負いません。 

 

禁止事項 

以下に該当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、被採用者が本イベント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。 

本イベントは、細心の注意を払って運営をしていますが、提供する情報、プログラム、各種サービス、その

他本イベントに関するすべての事項について、その完全性、正確性、安全性、有用性等について、いかな

る保証もするものではありません。また、応募者または第三者が被った以下の事例を含むに起因する損

害については、大塚製薬は責任を負いかねます。 

1. 本イベントへの応募に際して、ソフトウェア・ハードウェア上の事故、火災、停電、通信環境の悪化、

地震、事変等の非常事態が発生した場合。 

2. 本イベントにおけるシステムの保守を定期的あるいは緊急に行う場合。 

3. 応募者間または応募者と第三者の間におけるトラブル等が生じた場合。 

4. 第三者による本イベントのサービスの妨害、情報改変などによりサービスが中断もしくは遅延し、何

らかの欠陥が生じた場合。 

5. 大塚製薬が推奨する環境以外から本イベントに応募したために情報を完全に取得できない場合。 

6. 故意または重過失なくして本イベントが提供する情報が誤送信されるか、もしくは欠陥があった場

合。 

 

個人情報の取扱いについて 

o ご記入いただいた個人情報は大塚製薬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。 

o お客様の個人情報は大塚製薬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。 

 


