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サイボウズスタートアップス株式会社 

サイボウズ株式会社 

サイボウズ株式会社(東京都文京区、代表取締役社長: 青野慶久、以下、サイボウズ)のスタートアップ

事業を専門とする 100%子会社、サイボウズスタートアップス株式会社(代表取締役社長: 山本裕次、以

下、Cstap)は、合成写真作成ソーシャルアプリ DrCrop を使った写真大喜利「おもしろ写真コンテス

ト」を開催いたします。最優秀の作品を投稿いただいた方には 5万円分の旅行券か HTC Flyer (Android

タブレット)いずれかお選びいただきプレゼントいたします。 

なお、今回のコンテストは Android 版の DrCrop(有料)、DrCrop Lite(無料)、iOS 版の DrCrop Lite(無

料)をご利用の日本国内のユーザーを対象としております。 
 

DrCrop のデイリーアクティブユーザーは現在 2,500 名以上 

6 月 27 日にリリースした iOS 版アプリ DrCrop Lite は１週間余りで 3000 ダウンロードを達成し、 

2011 年 4 月 14 日にリリースした Android 版 DrCrop ユーザーと合わせ、現在では 2,500 名以上のデイ

リーアクティブユーザーの方が DrCrop で合成写真を撮り、共有されています。 
 

【おもしろ写真コンテスト 概要】 

本コンテストは、指定した 4つのお題パーツのいずれかを使った合成写真を撮影し、写真を共有するだ

けでご応募いただけます。作品に対する Twitter のリツイート数や DrCrop 内の Like 数をポイント化し

て最優秀賞を決定いたします。なお、応募いただく作品数に制限はございませんので、何度でもチャレ

ンジいただけます。 
 

■ 第 1 回目のお題パーツは以下の 4 つ 

1. TearfulEyes 
2. wham 

 

3. panda 
4. Angel Wing 

 

 

合成写真作成ソーシャルアプリ DrCrop によるスマホ大喜利「おもしろ写真コンテスト」開催 
～お題パーツを使って撮影した写真を共有するだけ。当てよう 5万円分の旅行券か HTC Flyer～ 



出題パーツは DrCrop ウェブページ内コンテストページ上でも確認することができます

(https://drcrop.com/contest.php)。コンテスト期間中、パーツカテゴリー”ポピュラー”のトッ

プに出題パーツが表示されます。また、News(ニュース)ページ上のお知らせをタップするとコンテ

ストページを閲覧することができます。 

 

 

■参加方法 

①：Android Market/App Store にて DrCrop または DrCrop Lite をインストール 

②：新規登録でユーザーアカウントを作成 

③：アプリを起動し、出題パーツを使った合成写真を撮る 

④：撮った合成写真にタイトルをつけ Twitter 共有をオンにして Share(共有)または Share+Save(共

有保存)するだけで参加可能です。 

※Twitter アカウントをお持ちの方は DrCrop ウェブページ(http://drcrop.com)にログイン後、

ページ内の Profile 画面上の Setting より Twitter 共有設定を行ってください(Twitter 共有を

しなくてもコンテスト参加は可能です)。 

 

 

■概要 

募集期間 
第 1 回 2011 年 7 月 12 日(火)深夜 0時 〜 7 月 22 日(金)深夜 23 時 59 分  

第 2 回 2011 年 7 月 23 日(土)深夜 0時 〜 7 月 31 日(日)深夜 23 時 59 分  

賞品 

・旅行券 5万円分 

・HTC Flyer (Android タブレット) 

上記の賞品のうちいずれかを選択していただけます。 

尚、落選した方の中から抽選 5名様にあなたの投稿した写真の入った DrCrop オ

リジナル Tシャツをプレゼントいたします。 

参加資格 

日本国内の DrCrop ユーザーであること。 

審査対象の合成写真は出題パーツのいずれかを使用し、期間中に共有された写

真に限ります。複数の写真を共有して参加することも可能です。ただし、同じ

写真を複数共有する等の行為が確認された場合は参加無効とさせていただきま

す。  

審査方法  
 Twitter 上に共有した写真へのリツイート、DrCrop 内での like(いいね)とコ

メントの数などをポイント化し最優秀作品 1点を決定いたします。 

結果発表 

第 1 回 2011 年 7 月 25 日(月) 

第 2 回 2011 年 8 月 2 日(火)  

アプリ内 News(ニュース)ページのイベント情報をタップして表示される DrCrop

コンテストページ(https://drcrop.com/contest.php)にて発表いたします。 

 

※受賞者の方には後日ご登録いただいたメールアドレスに連絡をいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

【 DrCrop 概要】 



製品ホームページ http://drcrop.com 

製品情報 
Android 版  DrCrop：200 円 / DrCrop Lite：無料 

iOS 版    DrCrop Lite : 無料 

対応 OS 

Android：Android 2.1 以上 

iOS 版：iOS 3.0 以上 

*iPad での作動はサポートしておりません、ご了承ください 

ダウンロード方法 Android Market または AppStore からダウンロード頂けます 

 

DrCrop 公式ウェブページ、DrCrop Facebook ページ、Twitter ページにてお気軽にご意見、ご感想

をお寄せください。今後のバージョンアップに反映させて頂きます。 

DrCrop Facebook ページ: http://www.facebook.com/drcrop 

DrCrop Twitter ページ: http://twitter.com/#!/drcrop_jp 

 

 

■ サイボウズスタートアップス株式会社について 

Cstap は、学生をインターンシップやアルバイトとして積極的に採用することで、学生達の起業を奨

励し、新しいアイデアの創出やネットサービスの立ち上げを専門に行う会社として、2010 年 8 月に設

立致しました。 

スタートアップ事業を通して、先を見据えた事業を学生の新しいアイデアを取り込みながら、日々新

しい技術を試み、日本初の世界に通用するプロダクトを提供することを目指しております。 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

■マスコミ各社様からのお問い合わせ先 

□サイボウズスタートアップス株式会社 マーケティング部 大道ケント 

 〒102-0081 東京都千代田区四番町 7-5 番町ヴィラ 703 号室 (TEL: 03-6380-8584 / MAIL: info@cstap.com) 

 Facebook: http://www.facebook.com/cybozustartups Twitter: http://twitter.com/#!/cybozu_startups 

□サイボウズ株式会社  社長室 コーポレート・コミュニケーション：浅野  

〒112-0004 東京都文京区後楽 1-4-14 後楽森ビル 12 階 (TEL: 03-6316-1160 / MAIL: pr@cybozu.co.jp) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

※「Android」は、Google Inc の商標または登録商標です。※iPhone は Apple Inc.の商標です。  

※iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています 

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていること

があります。個別の商標･著作物に関する注記については、こちらをご参照ください。 

http://cybozu.co.jp/company/copyright/other_companies_trademark.html 


