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2022 年 7 月 12 日 

報道関係者各位 

SBI いきいき少額短期保険株式会社 
［関東財務局長（少額短期保険）第 8 号］ 

 

SBI いきいき少額短期保険株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：新村 光由、以下「当社」）

は、東京カメラ部株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：塚崎 秀雄）と共同でフォトコンテ

ストを 2022 年 7 月 12 日（火）から 8 月 25 日（木）まで開催します。 

 

受賞作品がカレンダーになる当社のフォトコンテストは、今回で 8 回目の開催となり、これまで多く

の方にご応募いただいています。今年は「私のお気に入り ～カレンダーにしたい日本の四季～」をテー

マに作品を募集し、最優秀賞を含めた 13 点を選定します。受賞者には Amazon ギフト券と、受賞作品で

構成した「SBI いきいき少短 2023 年オリジナルカレンダー」をプレゼントします。 

 

コンテストの応募は「東京カメラ部」キャンペーン用 Instagram（ @tokyocameraclub_cp15 ）をフォロ

ーし、応募受付期間内に指定のハッシュタグ「 #SBI いきいきフォトコンテスト 2022 」をつけて作品を

投稿するだけで簡単に完了します。撮影機材・加工の有無は問いません。 

皆様からの素敵な作品のご応募をお待ちしています。 

 

 

SBI いきいき少短 受賞作品がオリジナルカレンダーになる！ 

「私のお気に入り ～カレンダーにしたい日本の四季～」 

をテーマに Instagram フォトコンテスト開催 

～過去作品も歓迎、応募は 8 月 25 日（木）まで～ 

https://www.i-sedai.com/
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【フォトコンテスト応募概要】 

■応募テーマ 

「私のお気に入り ～カレンダーにしたい日本の四季～」 

あなたがカレンダーにしたいと思う“私のお気に入りの 1 シーン”。 

条件は「日本国内で撮影されたもの」「春夏秋冬いずれかの季節を感じる作品であること」を満たして

いること。 

季節を感じる身近な瞬間や旅先で出会った風景のほか、文化、動物など幅広く募集します。 

 

■応募受付期間 

2022 年 7 月 12 日（火）～8 月 25 日（木）まで 

 

■応募方法 

①東京カメラ部キャンペーン用の Instagram アカウント（ @tokyocameraclub_cp15 ）をフォロー 

②募集期間内に、指定のハッシュタグ「 #SBI いきいきフォトコンテスト 2022 」と、作品の季節を

表すハッシュタグ「#春」「#夏」「#秋」「#冬」のいずれかをつけて、写真を Instagram に投稿。 

その他、下記コンテストページ記載の注意事項をご確認のうえ、ご応募ください。 

 

＜コンテスト特設ページ URL＞ 

https://i-sedai.tokyocameraclub.com/contest2022 

 

■結果発表 

受賞作品は、2022 年 11 月上旬頃に当社ウェブサイトにおいて発表予定です。また、当社 Facebook

ページ、東京カメラ部のウェブサイト、その他関連サイトおよび関連媒体等でも紹介予定です。 

 

※受賞候補者には、キャンペーン専用 Instagram アカウントから Instagram ダイレクトメッセージにて

ご連絡しますので、フォローしてください。フォローをはずされますと受賞のご連絡ができなくなる

可能性があります。 

 

※受賞作品をカレンダーに掲載するという目的のため、受賞候補連絡を差し上げた方の中でも、指定サ

イズ（2894px×4093px 以上）の高解像度データをご提出いただける方のみ受賞となります。 

 

■賞品 

 最優秀賞（カレンダー表紙採用）：1 点 

・Amazon ギフト券（E メールタイプ） 10 万円分 

・「SBI いきいき少短 2023 年オリジナルカレンダー」10 冊 

 

 優秀賞（カレンダー各月採用）：12 点 

・Amazon ギフト券（E メールタイプ）3 万円分 

・「SBI いきいき少短 2023 年オリジナルカレンダー」10 冊 

 

※Amazon およびそのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。 

 ※その他、本プレスリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または

登録商標です。 

 ※本企画は東京カメラ部が Facebook、Instagram のサービスを利用して運営しているもので、Meta

社・Instgram とは一切関係ありません。 

 

https://www.i-sedai.com/
https://i-sedai.tokyocameraclub.com/contest2022
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【参考】 

■東京カメラ部について 

東京カメラ部は日本最大級審査制写真投稿サイトです。Facebook や Instagram、Twitter、Mastodon 内

で運営していますのでどなたでも無料で気軽に参加することができます。綺麗な写真を見たいだけの

方も大歓迎です。東京在住かどうかは関係ありません。 

東京カメラ部 Facebook ページ： https://www.facebook.com/camera.jpn 

東京カメラ部 Instagram ページ： https://www.instagram.com/tokyocameraclub 

東京カメラ部 Twitter ページ ： https://twitter.com/tokyocamerajp 

 

 

【会社概要】 

■会 社 名  ： SBIいきいき少額短期保険株式会社 

■会社紹介 ： 当社は、東証プライム市場上場「SBI ホールディングス（株）」のグループ会社 

          です。「シンプルでわかりやすく」「保険料は手ごろに」という、お客さまのご 

要望に応える保険商品を開発・提供しています。死亡保険、医療保険はシニア 

層を中心に、ペット保険は犬・猫の病気やケガが気になる飼い主さまに、幅広 

く支持されています。万が一の地震に備える地震補償保険で皆さまの暮らしも 

サポートします。 

■所 在 地 ： 東京都港区六本木 1-6-1 

■設立年月日 ： 2007 年 7 月 3 日 

■資 本 金  ： 36,000 千円 

■事業内容  ： 少額短期保険業 

（販売商品：SBI いきいき少短の死亡保険、SBI いきいき少短の医療保険、 

SBI いきいき少短の持病がある人の死亡保険、 

SBI いきいき少短の持病がある人の医療保険、 

SBI いきいき少短のペット保険、SBI いきいき少短の地震の保険） 

■U R L  ： https://www.i-sedai.com 

 

 

 
【お問い合わせ先】 

SBI いきいき少額短期保険株式会社 経営企画部 企画グループ 

TEL：03(6856)4536 ／ E-MAIL：ikiiki_pr@i-sedai.com 

https://www.i-sedai.com/
https://www.facebook.com/camera.jpn
https://www.instagram.com/tokyocameraclub
https://twitter.com/tokyocamerajp
https://www.i-sedai.com/
mailto:ikiiki_pr@i-sedai.com

