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明治安田生命保険相互会社（執行役社長 根岸 秋男）は、２０１５年１０月～２０１６年１月

に募集した「明治安田生命 ２０１５ マイハピネス フォトコンテスト」の入賞作品を決定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆マイハピネス フォトコンテスト公式ホームページ  ：www.my-happiness.com 

◆企業イメージＣＭ／明治安田生命公式ホームページ ：www.meijiyasuda.co.jp 

◆明治安田生命公式 Facebookページ        ：www.facebook.com/meijiyasudalife 

 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

「明治安田生命 ２０１５ マイハピネス フォトコンテスト」入賞作品決定！

～累計応募点数は１００万点を突破～ 

    

１．累計応募点数は１００万点を突破 

１９９９年の第１回開催以来、１７回目を迎える「明治安田生命 マイハピネス フォト

コンテスト」は、「あなたがいる しあわせ。」をテーマに、家族や友人、恋人等との身近にあ

る“しあわせな瞬間（とき）”を撮影した写真を募集する国内最大級のフォトコンテストです。

今回は３６,６０３点のご応募をいただき、累計応募点数が１００万点を超えました。 

２．入賞作品４５点を決定！ベストパートナー賞を新設！ 

このたび、写真家の織作峰子さんや柳瀬桐人さんらによる厳正な審査の結果、グランプリ

作品「立ち話」(富井 保光さま 長野県)をはじめとする、入賞作品４５点※を決定しました。

 また、今回の応募から、長い年月とともに深められたご夫婦のあたたかい絆が感じられる

作品に贈られる「ベストパートナー賞」を新設し、入賞作品５点※を決定しました。 

※入賞作品は３～４ページをご参照ください 

３．企業イメージＣＭ最新作を制作中 

小田和正さんの歌に乗せ、本コンテスト作品をスライドショー形式でつづっていく、企業

イメージＣＭ「愛になる」シリーズの最新作を制作中です。 

２０１４年５月から放映している当ＣＭシリーズでは、小田和正さんが当社企業

イメージＣＭのために書き下ろしたオリジナル楽曲「愛になる」を使用しています。

小田和正さんの歌声が、写真一枚一枚の魅力をさらに際立たせるＣＭ作品にご期待ください。



【「明治安田生命 ２０１５ マイハピネス フォトコンテスト」の概要】 

＜テーマ＞                       

 「あなたがいる しあわせ。」 

 

＜応募期間＞ 

 ２０１５年１０月２６日(月) 

～２０１６年１月３１日(日) 

  

＜応募点数＞ 

  総応募点数：３６，６０３点 

内訳  プリント応募        ： ５,９９４点 

  デジタル応募        ：１６,０８１点 

  スマートフォン応募  ：１４,５２８点 

                             ―審査風景― 

＜審査員プロフィール＞                 

織作 峰子(おりさく みねこ)氏             

写真家。石川県出身。                

１９８２年より写真家・大竹省二氏に師事。１９８６年、全国二科展入選。１９８７年、

独立。世界各国の風景や人物を、女性らしい視点でとらえ続け、国内外で写真展を

多数開催するかたわら、海外政府観光局から依頼された撮影のほか、テレビ雑誌、講

演でも幅広く活躍中。大阪芸術大学教授。 

柳瀬 桐人(やなせ きりと)氏 

写真家。大分県出身。 

(公社)日本広告写真家協会会員、（公社）日本写真協会会員、日本写真芸術学会会員。 

各企業のポスターや、新聞・雑誌等の広告写真を中心に活動。資源ゴミを現代アート

としてとらえた作品を雑誌や美術館などで発表。また、写真教室の講師等でアマチ

ュアの指導や海外での撮影ツアーの企画などを精力的に行なっている。 

 

＜総評＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年選ばれた作品を一般の方はもちろん、応募される方は非常によく見ていらっしゃって、

傾向と対策を研究されているのが分かります。プリント技術の向上は目を見張るものが

ありますね。ただ経験や技術も大切ですが、肝心なのは「しあわせ」感をどれだけアピール

できるかではないでしょうか。一番訴えたいところにピントや露出をきちんと合わせる

ことで、表現したい気持ちをより伝えやすくなると思います。そんな基本を踏まえて、

日常の“マイハピネス”の瞬間を探してみてはいかがでしょうか。今回も、その瞬間を

発見できる観察力のある人が上位にきました。 

長年審査員をしていると、毎年応募してくださる方の写真の中に家族が成長して

いく姿や、赤ちゃんが生まれて家族が増えていく様子が見られるのも楽しみになってき

ています。また今年は高校生の応募が増え、その質の高さに今後の期待が膨らみます。 

 



＜入賞作品のご紹介＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜グランプリ＞ 

「立ち話」 富井 保光 さま （長野県長野市） 

 

構図がしっかり決まって、いい表情をキャッチしています。雪がこんこんと

降っている様子がよく分かり、冬の寒さの中で生きる人のたくましさ、明るさが

十分に伝わってきます。じっくりと、しんみりと、ずっと見ていたくなる雰囲気

の写真です。                      

（講評：織作 峰子氏）



○入賞作品一覧（敬称略） 

賞 作品名 氏名 住所※１ 

グランプリ 立ち話 富井 保光 長野県長野市 

金賞３点 
私の宝 有田 勉 岩手県宮古市 
雪下ろし 中村 典子 長野県上伊那郡 
ボクが主役 竹熊 孝 栃木県栃木市 

銀賞１０点 

じーちゃんの瀬戸 藤井 孝美 山口県周南市 
フライング 細貝 辰徳 東京都世田谷区 
嫁行く娘を想ふ 佐藤 健介 東京都八王子市 
ずっと友達だよ 近藤 冴夏 山口県下松市 
じーちゃん花火キレイだね 宮川 大志 鳥取県東伯郡 
家族野球 熊谷 岩奇 岩手県盛岡市 
お餅つき 長村 由香 京都府八幡市 
五代目夫婦 中澤 仁 愛知県豊橋市 
おつかれ様 長田 佳樹 福島県西白河郡 
はじめての稲刈り 谷川 拓也 長野県佐久市 

銅賞１５点 

ボクらの宝物 高山 健二 神奈川県横浜市 
距離感 萱野 雄一 鳥取県米子市 
参上！ 黒澤 知香子 千葉県松戸市 
台所で沐浴 櫛桁 允法 岩手県久慈市 
探検隊長・副隊長 飯田 祐子 京都府京都市 
いもうと、かいたよ 渡辺 理加 東京都文京区 
美魔女 山本 勇人 新潟県十日町市 
同級生 山本 宣男 広島県竹原市 
誰が一番飛ばせる？ 三浦 美佳子 山口県下松市 
楽しいお手伝い 牧野 美奈子 東京都町田市 
祭りの朝 吉野 宏映 埼玉県加須市 
新しい命 大備 寛子 三重県鈴鹿市 
夏の日 髙山 勉 群馬県太田市 
帰り道 川﨑 陽子 鹿児島県西之表市 
敵わぬ相手 揚野 侑樹 鹿児島県日置市 

ベスト 
パートナー賞 

５点 

最高にしあわせ！！ 篠原 信幸 鹿児島県鹿児島市 
今日も二人で 松木 宣博 高知県南国市 
乾杯 志藤 長雄 山形県山形市 
冬キャベツの収穫 古川 悦男 福島県郡山市 
最高級のスマイル 石田 めぐみ 北海道北広島市 

ベスト 
フレンド賞 

５点 

帰り道で 村上 吉秋 岩手県奥州市 
夏を撮る 村上 学 島根県出雲市 
桜、もうすぐ入園♪ 内藤 由紀子 千葉県千葉市 
まつりの日 佐藤 正美 島根県出雲市 
同窓生 牛田 慶治 岐阜県岐阜市 

スマートフォン 
特別賞 
３点 

プリンもちょうだい 李  聞哲 千葉県佐倉市 
じっとしてて！ 中村 幸司 京都府京都市 
夏だ！水鉄砲だ！ 髙橋 育子 秋田県秋田市 

フォトコン賞※２ 
３点 

おばあちゃんおめでとう～～ 古賀 弘樹 福岡県遠賀郡 
やっと会えたね。 多田 太郎 熊本県熊本市 
泣かしたのだ～れ 中岡 傑 和歌山県田辺市 

※１ 住所は２０１６年４月時点                            

※２ フォトコン賞は、カメラ雑誌「フォトコン」とタイアップし、“家族”をテーマに、愛情 

あふれる写真やかけがえのない家族の絆を感じられる作品に対して贈られます 


