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応募の流れ

/252

仮登録

仮登録メール受信

本登録完了

応募者情報の登録

応募者本人の流れ 担当教官の流れ

応募承認依頼メールの受信

承認(メール内URLをクリック)

承認完了
応募者情報の入力

メール内URLをクリック

作品情報の登録・編集

応募作品情報の入力･編集

応募者･作品情報の登録完了 情報編集メールの受信

P9~11を必ずご確認下さい。



仮登録から本登録完了まで
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会員校ログイン
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会員校ログイン画面

広告学生賞のページから会員校ログイン画面にアクセスし、会員校IDを入力してください。

会員校IDを入力し、
【ログイン】をクリック

※会員校IDは、担当教官もしくは学校の担
当窓口に問い合わせてください。

応募期間中は、応募要項ページ下部に
「応募エントリー」「応募情報の変更」
ボタンが表示されます。

ACジャパントップページの
「広告学生賞」をクリック

http://www.ad-c.or.jp/

初めて登録する場合、新しい作品を追加
登録する場合は、左のボタンを押してく
ださい。

http://www.ad-c.or.jp/


仮登録
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応募者情報の登録画面

会員校IDと学校名が表示さ
れていますので、在学中の
学校名か確認してください。

応募部門を選択し、
代表者（学生）と担当教官の氏
名・メールアドレスを入力したら
【確認】をクリックします。

画面の指示に従って、応募部門を選択し、代表者と担当教官の氏名・メールアドレスを入力し
てください。

「テレビCM部門」あるいは
「新聞広告部門」いずれかを選択
します。
2部門同時に登録することはでき
ませんので、両方に応募する場合
は、1部門ずつ登録してください。



仮登録完了
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応募者情報の確認画面

応募者情報の完了画面

入力内容を確認し、間違いがなけ
れば【この内容で送信する】を、
修正する場合は【再入力する】を
クリックします。

この画面が表示されれば、代表者
メールアドレス宛に、仮登録完了
メールが送信されます。



本登録用URLです。
このURLをクリックすると、本登録
が完了します。

本登録
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仮登録完了メール

本登録完了画面

学校名と代表者名です。

申し込み日時から48
時間以内に本登録URL
にアクセスしてくださ
い。

仮登録が完了すると、代表者に仮登録完了メールが送信されます。
メール内のURLをクリックすると本登録が完了します。

URLを
クリック

この画面が表示されれば、
代表者メールアドレス宛に本登録完了メールが、
担当教官メールアドレス宛に応募承認確認メー
ルが送信されます。



本登録完了
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本登録完了メール

学校名と代表者名を確認して
ください。

登録・編集用のログイン
URLです。

応募部門と作品IDとパスワード
です。
作品ごとにIDとパスワードが発
行されますので、複数の作品を応
募する場合は、その都度P4～7の
登録を行ってください。

本登録が完了すると、代表者に以下の本登録完了メールが送信されます。
※担当教官には応募承認メールが送信されます。

※このメールに記載されているURLと作品ID・パスワードは、応募作品の登録
や編集の際に毎回必要となりますので、応募期間中は削除しないようにしてく
ださい。

上記のメールが届いたら、引き続き応募者情報の登録と作品情報の登録を行うことができます。
13ページへ進んでください。



担当教官による応募承認
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※応募承認は担当教官に行っていただくものです。
応募者（学生）は13ページに進んで下さい。



担当教官による応募承認
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応募承認メール

学校名と担当教官名
です。

本登録が完了すると、担当教官に以下の応募承認依頼メールが送信されます。
メールの内容を確認し、記載されたURLをクリックすると承認が完了します。

広告学生賞に応募した
代表者（学生）名が表
示されています。

応募承認完了画面

この画面が表示されれば、
担当教官メールアドレスと代表者メー
ルアドレスに、応募承認完了メールが
送信されます。

URLを
クリック

メール内のURLをクリックして以下の画面が表示されたら、承認は完了です。

応募した学生が複数いる場合、承認のためのURLは学生ごとに異なります。学生の人数分の承
認依頼メールが送信されますので、すべてに対して承認作業を行ってください。

広告学生賞に応募した
部門が表示されていま
す。



応募承認の完了
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応募承認完了メール

学校名と担当教官名、
代表者名です。

担当教官による承認が完了すると、学生と担当教官に以下のメールが送信されます。

広告学生賞に応募した代
表者（学生）名が表示さ
れています。



応募者情報の登録
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応募者情報の登録（１） ログイン
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本登録が完了したら、応募者情報の登録を行います。
本登録完了メールに記載されたログインURLから、ログイン画面にアクセスしてください。

応募者ログイン画面

URLを
クリック

作品IDとパスワードを
入力し、【ログイン】
をクリック。

正しくログインできる
と、登録情報確認画面
が表示されます。



応募者情報の登録（２） 現在の登録情報確認
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登録情報確認画面

初回ログイン時のみ、以下の情報を追加登録する必要があります。
ページ下の「応募者情報を編集」から、編集画面に進んでください。

応募者情報の編集を完了しないと、作品情報は登録できません。
また、一度登録した応募者情報は編集できません。

注：担当教官が応募の承認を完了していな
い場合（※10～11ページ参照）下のよう
な表示になります。

編集に支障はありませんが、必ず期間内に
承認をいただいてください

【応募者情報を編集】を
クリック

電話番号は休み中でも確
実に連絡がとれる番号を
入力して下さい

入力が必要な項目は背景が赤色で表示されています。



応募者情報の登録（３） 応募者情報の入力
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応募者情報入力画面

全て入力したら、
【確認】をクリック

注：担当教官による承認が完了していない場
合は、担当教官のメールアドレスを編集でき
ます。

担当教官のメールアドレスを間違えて登録し
てしまった場合は、この画面で修正してくだ
さい。修正したメールアドレス宛に、応募承
認メールが送信されます。

該当部分にエラーが表
示されています。

【必須】の項目全てに入力してください。

入力にエラーがあった場合、エラー箇所が表示されます。



応募者情報の登録（４） 内容確認
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応募者情報確認画面

入力内容を確認し、間違いがなけ
れば【この内容で送信する】を、
修正する場合は【再入力する】を
クリックします。



応募者情報の登録（５） 応募者情報の登録完了
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応募者情報登録完了画面

この画面が表示されれば、代表者メー
ルアドレスに応募者情報編集メールが
送信されます。
※承認済みであれば、担当教官にも同
じメールが送信されます。

続けて作品情報を登録する場合は、
クリックして作業を進めてください。

すぐに作品情報を登録しない場
合はログアウトしてください。

応募者情報登録完了メール

作品ID

最終更新日

応募者情報の追加登録が完了すると、代表者メールアドレスと、担当教官メールアドレス（承
認済みの場合）に、以下のメールが届きます。

応募者情報の登録が完了したら、引き続き応募する作品情報の登録を行うことができます。
19ページへ進んでください。



作品情報の登録
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作品情報の登録（１） 現在の登録情報確認
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応募者ログイン画面からログインするか、応募者情報完了画面から【登録情報確認画面に戻
る】をクリックすると、以下の画面が表示されます。作品情報を登録・編集するときは、ペー
ジ下の「作品情報を編集」ボタンをクリックしてください。
また、広告学生賞応募要項のページからも応募者ログイン画面に
アクセスすることができます。

ここから最新のCIデータをダウン
ロードできます。
※前年度のデータが手元にあっても、
必ず最新のCIデータをダウンロード
して使用してください。

応募者情報の登録がすべて完了している場
合は、情報は折りたたまれます。内容を確
認したい場合は「すべての内容を確認す
る」のリンクをクリックしてください。
※担当教官が未承認の場合は折りたたまれ
ず、すべての項目が表示されます。

【作品情報を編集】をク
リック

一度登録した応募情報を変更するには、
応募要項ページ最下部の「応募情報の変
更」ボタンを押してください。

「テレビCM部門」に
応募した場合。

「新聞広告部門」に
応募した場合。



作品情報の登録（２） 作品情報の入力
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作品情報入力画面

クリックすると5名分ず
つ入力フィールドが増え
ます。

必要な情報に入力したら、
【確認】をクリック

スタッフを登録するには、
1行全てに入力する必要
があります。

該当部分にエラーが表
示されています。

入力にエラーがあった場合、エラー
箇所が表示されます。

画面の指示に従って作品情報を登録してください。

ここで入力した情報がス
タッフリストとして登録
されますので、漢字表記
に誤りがないよう、事前
に確認の上、入力してく
ださい。

作品テーマは一定の文字
数を超えると入力できな
くなります。10文字程度
にまとめてください。

150文字を超えるとエ
ラーとなり、送信されま
せん。



作品情報の登録（３） 登録内容の確認
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作品情報確認画面

入力内容を確認し、間違いがなけ
れば【この内容で送信する】を、
修正する場合は【再入力する】を
クリックします。

登録内容を確認し、間違いがなければ送信ボタンをクリックしてください。



作品情報の登録（４） 作品情報の登録完了
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作品情報登録完了画面

作品情報編集完了メール

この画面が表示されれば、代表者メー
ルアドレスに応募者情報編集メールが
送信されています。
※承認済みであれば、担当教官にも同
じメールが送信されます。

作品情報を確認する場合は
クリック

作品情報を登録しない
場合はクリック

作品ID

最終更新日

作品情報を編集すると、その都度、代表者メールアドレスに以下のメールが届きます。
※承認済みであれば、担当教官にも同じメールが送信されます。

作品情報は応募期間中、何度でも編集が可能です。



パスワード再発行
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パスワード再発行（１） パスワード再発行画面
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本登録完了メールや承認完了メールを無くしてしまい、パスワードが分からなくなっていても、
作品IDが分かればパスワードを再発行する事ができます。

ログイン画面の『パス
ワードを忘れた方へ』を
クリック

パスワード再発行申し込み画面

作品IDを入力し、【パス
ワード再発行確認画面
へ】をクリック

パスワードの再発行を行うと、以前のパスワードは無効になります。



パスワード再発行（２） 作品IDの入力から送信まで
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作品ID確認画面

作品IDを確認し、間違いがなけれ
ば【この内容で送信する】を、修
正する場合は【再入力する】をク
リックします。

登録完了画面

この画面が表示されれば、代表者メー
ルアドレスにパスワード再発行メール
が送信されています。
※承認済みであれば、担当教官にも同
じメールが送信されます。

パスワード再発行メール

次回のログインから使用する、
新しいパスワードが記載されて
います。

画面の指示に従って作品IDを入力し、パスワード再発行の手続きを進めてください。
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