Let Your Creative Minds Explore Nature.
自然を超える、創造がある。

世界水草レイアウトコンテスト2017

応募締切 2017年5月31日 グランプリ賞金 100万円 CLOSING DATE May 31,2017. GRAND PRIZE JP¥1,000,000 -

www.iaplc.com

http://www.adana.co.jp

共催雑誌 / Cosponsored by「AKVARIUM Zive」
Czech Republic 「
/ AQUA JOURNAL」Japan 「
/ AQUA LIFE」Japan・South Korea 「
/ AQUAmag」France 「
/ aqua magazine」Brazil「AquaNet」
/
Taiwan 「
/ aquaristik」Germany

「水族世界 AQUARIUM」China 「
/ Pets」Malaysia 「Practical
/
Fishkeeping」UK 「The
/
Aquatic Gardener」
「
/ The Fishkeeper」South Africa 「
/ TROPICAL FISH HOBBYIST」U.S.A.

世界水草レイアウトコンテスト2017

2017

応募締切：2017年5月31日
（必着）

応募締め切り

テーマ
水草レイアウト
※テラリウム、
マリンアクアリウムなどは対象外です。
※オープンアクアリウムの場合、
水中部分だけが審査の対象となります。

規定
○プロアマ問わず。応募者本人（個人）が制作した作品
に限る
（水槽サイズは自由）
。
○応募は一人一作品に限る。
（ご家族および他人の名前
での応募は固く禁じます。
）
※以前に応募された作品と同様のモチーフ
（同じ構図素材
の流用や植栽の変更、
レイアウトの反転など）の作品を
応募された場合、減点の対象となります。
※過去の上位入賞作品と明らかに酷似する作品は、減点
対象になります。
※一年以内に撮影された作品に限ります。
※観葉植物や抽水植物など、
基本的に長期間水中で育成で
きない植物を用いた場合、
また、
長期維持の難しい素材を
用いた場合、
減点となることがあります。

注意事項
※水槽の撮影は制作者以外の方でも結構です。

2017年5月31日
（必着）

※必ず制作者本人の名前で応募してください。偽名や本人

送付先・問い合わせ先

以外
（家族・知人等）の名前での応募は、失格となります。

■公式ホームページ http://www.iaplc.com

※入金は必ず応募者の名前で行ってください。

■メール support@iaplc.com

※応募内容、登録情報に不備があった場合はコンテスト
に参加できない場合があります。

〒953-0054 新潟県新潟市西蒲区漆山8554-1
株式会社アクアデザインアマノ
世界水草レイアウトコンテスト実行委員会

※作品の返却は行わないものとします。様
※他のコンテストへの多重応募は禁止しています。規定
に反した作品は、世界ランキングの決定前後に関わらず

応募方法

失格となる場合がありますのでご注意ください。ただ

○コンパクトデジタルカメラやデジタル一眼レフカメラな

し、世界各国で行われているADA公認の以下のローカル

どで撮影した画像データでご応募ください。携帯電話

コンテストについては、ADAの公式結果発表前に出品

やスマートフォンで撮影した画像データではご応募いた

者が作品をインターネットや出版物などで公表にしな

だけません。

いことを前提に、同一作品での出品を認めます。

○必ずJPEG形 式 の 画 像 データで 応 募してください
（RAWデータなどは不可）
。
○画像データに対してトリミングや反転、レタッチ等の加

※本コンテストの品位を損なうおそれのある作品につき
ましては、失格になる場合があります。

工は行わないでください。また、Exif情報は削除しない
でください。

※応募作品は水槽全体を正面から撮影してください。
（水

○世 界 水 草レイアウトコン テスト公 式 ホームページ

槽を斜めから撮影した写真や、水槽の一部分を撮影し

（http://www.iaplc.com）の応募フォームからご応募く

た写真は減点の対象となります。
）

ださい。必要事項をご入力いただき、添付する画像デー

※応募作品の著作権は株式会社アクアデザインアマノに

タを指定するだけで簡単に応募できます。

▼ADA公認コンテスト
AGA International Aquascaping Contest
主催：Aquatic Gardeners Association
European Aquatic Plants Layout Contest (EAPLC)
主催：European Aquaristics GmbH
（ドイツ）
The Great Indian Aquascaping Contest
（TGIAC）
主催：Still Water Aquatics
（インド）
Hungarian Aquascaping Contest
（HAC）
主催：Green Aqua LLC.
（ハンガリー）

帰属します。株式会社アクアデザインアマノの許可なく

○応募の際に画像データをリサイズした場合、元の画像

出品作品を広告、宣伝、記事などに利用することを禁じ

※ADA公認コンテストは変更になる場合があります。世界

は必ずお手元に保管しておいてください。上位に入賞さ

ます。また、無断でインターネットや雑誌などで公開さ

れた場合、元の画像が必要になります。

水草レイアウトコンテスト公式ホームページでご確認

れた場合は失格となります。

各賞の賞金および副賞

※出品作品の個人的な公表および出版物、雑誌の掲載に
つきましては、株式会社アクアデザインアマノの公式

共催雑誌
国内：●アクアライフ ●アクア・ジャーナル

■グランプリ
1名 100万円

賞状

グランプリ認定プレート

■金賞
1名 30万円

賞状

金賞認定プレート

■銀賞
2名 10万円

賞状

銀賞認定プレート

■銅賞
3名
5万円

賞状

銅賞認定プレート

○2,000円
（手数料はご負担ください）

■優秀賞
20名 1万円

賞状

優秀賞認定プレート

○入金方法
（日本国内）

■入選
100名

賞状

̶

発表後とさせていただきます。
※規定に反した作品は、世界ランキングの決定前後に
関わらず失格となる場合がありますのでご注意ください。
※本コンテストの審査に関するお問い合わせには一切
応じかねます。予めご了承ください。

出品料

クレジットカード
（インターネット受付のみ）

̶

ください。

海外：●AKVARIUM Zive（チェコ）
●アクアライフ 韓国版（韓国）●Aquamag
（フランス）
●aqua magazine（ブラジル）●AquaNet
（台湾）
● aquaristik
（ドイツ）●水族世界
（中国）
●Pets（マレーシア）●Practical Fishkeeping（イギリス）
●The Aquatic Gardener ●The Fishkeeper（南アフリカ）
●TFH（アメリカ）

2017年スケジュール
5月31日（水）応募締切（必着）

銀行振込 第四銀行巻支店 普通1218056
※上位受賞作品は「世界水草レイアウトコンテスト作品集」
に

カ）アクアデザインアマノ

掲載。参加賞として応募者にはもれなく進呈いたします。

郵便振替 口座番号：00600-6-23863
加入者名：
（株）アクアデザインアマノ

※作品集の掲載作品数は未定です。下位の作品については

「世界水草レイアウトコンテスト2017」応募票
フリガナ （

10月21日（ 土）NAパーティー新潟開催予定
※結果の発表につきましては、世界水草レイアウトコン
テスト公式ホームページにてご確認ください。

掲載されない場合がありますのでご了承ください。

現金書留 あて先は作品の送付先に同じ

8月中旬 審査結果通知

※世界水草レイアウトコンテスト公式ホームページの応募フォームから応募いただく場合、
下の応募票は不要です。

）

※建物名・店舗名もご記入ください

TEL

入金日*１

氏名
Mail

職業

年齢

販売特約店
（支店名）
歳

水槽サイズ

作品タイトル
（

底床

店）
ろ過

CO₂添加 ※使用器具も評価の対象となります

照明
水草

魚

その他の生物

*１ 銀行振込または郵便振替でご入金される方は必ずご記入ください。 * 空欄が無いようにご記入ください。

