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202３年 4 月更新（Ver. ６） 

―作品選集オンライン応募システムマニュアル― 

＜応募＞ 

１．「会員登録」「応募資料準備」「応募料の振り込み」が完了しましたら作品選集 HP に記載されている「作品選集オ

ンライン応募システム」URL にアクセスください。 

作品選集 HP： https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/design/index.htm 

※※202３年 4 月 11 日（火）～5 月 10 日（水）17:00 に URL を公開します※※ 

 

２．＜応募条件および応募に関する諸注意の確認＞1～12 を確認されましたら、応募支部・作品所在地を選択して

「次へ」をクリックしてください。 

※「日本建築学会表彰規程」は日本建築 

学会ホームページにサインインしないと 

閲覧できません。 

 

 

３．主たる設計者、応募作品、連絡責任者、採用決定の場合の請求書についての情報を入力し、「確認画面へ」をクリ

ックしてください。 

（1）応募支部 

前画面で選択した支部が間違っていた場合、こちらで正しい情報に変更してください。  

https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/design/index.htm
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（2）会員資格 

設問内容を確認し、チェックマークを付けてください。 

主たる設計者全員が、応募時点で日本建築学会員である必要があります。会員登録手続きをされていない場合、応

募できません。会員番号を取得されていない方は、「入会申込手続き」および「入会金・会費」の支払い手続きを至急

お済ませください。 

入会手続きに関する注意： https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/design/admission.pdf 

正会員（個人）、準会員の入会手続： https://www.aij.or.jp/admission01.html 

その他、会員関係でご不明な点は以下の事務局までお問い合わせください。 

＜問合せ＞日本建築学会事務局 会員担当 

TEL： 03-3456-2055（電話受付時間 平日 9:15～17:30） 

E-mail： kaiin(at)aij.or.jp   ※(at)=@にご変更ください。 

 

（３）主たる設計者 

応募作品に貢献した日本建築学会員が主たる設計者となれます。会員外は含めることができません。応募作品への

貢献度順に「筆頭設計者」「共同設計者 1」…と、入力してください。共同設計者が 11 人以上となる場合、11 人目以

降は Word 等に必要情報をまとめ、PDF 化したものをその他資料としてアップロードしてください。 

★掲載が決定した場合、作品見開き頁に「筆頭設計者」「共同設計者 1」…の順に名前が記載されます。応募受付後の

追加・削除・順番変更は認めておりませんのでご注意ください。 

★作品選集新人賞に申し込まれる場合、「新人賞申込に関する重要事項」を必ずご確認ください。 

 

①筆頭設計者 

＊筆頭設計者とは 

応募作品に一番貢献した代表者。年齢・役職は関係ありません。また、応募時点で死去されている方は筆頭設計

者にはなれません。 

必須項目を入力してください。また、作品選奨対象者の場合は「作品選奨対象」にチェックマークを、作品選集新人賞

対象者の場合は「新人賞対象」「新人賞受賞条件」にチェックマークを付け、生年月日と応募年 4 月 1 日時点の年齢を

入力してください。 

 

 

 

（次ページへ） 

https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/design/admission.pdf
https://www.aij.or.jp/admission01.html
https://www.aij.or.jp/jpn/transaction/design/shinjin.pdf
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※赤い四角で囲まれた部分は必須、青四角は対象者のみ入力になります。 

 

②共同設計者 

 

対象となる場合のみチェックマークを

付け、新人賞の場合は「受賞条件」を確

認し「生年月日」「年齢」を入力してくだ

さい。 

※海外作品の場合、作品選奨対象には

なれません。 

共同設計者数と入力人数が一

致している必要があります。

（共同設計者数が 11 名以上の

場合、その他資料に記載する

設計者を含む合計人数と一致

させること） 
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＊共同設計者とは 

筆頭設計者以外で応募作品に貢献した日本建築学会員。貢献度順に入力してください。 

死去されている方も含められますが、作品選奨および新人賞対象にはできません。 

共同設計者人数を選択してください。筆頭設計者のみの場合は「0」になります。 

例） 筆頭設計者以外に共同設計者が 2 名いる場合、共同設計者人数は「2」を選択し、「共同設計者 1」「共同設計者

2」の情報を入力します。「会員番号」～「所属・肩書」は入力必須、作品選奨対象者の場合は必ずチェックマークを付

けてください（作品選奨対象人数に制限はなく、チェックマークがないと作品選奨対象にはなりませんのでご注意く

ださい）。 

 

（4）作品選集新人賞対象者 

共同設計者にも新人賞対象者がいる場合のみ情報を入力してください。また、「共同設計者が新人賞対象となる理

由」の入力が必須になります。入力欄が A～E で足りない場合、6 人目以降は Word 等に必要情報をまとめ、PDF

化したものをその他資料としてアップロードしてください。 

例） 筆頭設計者＋共同設計者 2 名で「共同設計者 1」が対象の場合、「新人賞対象者 A」に「共同設計者 1」の情報を

入力してください。 

 

 

 

 

 

 

新人賞対象者 A～E に 1 人でも入力した場合、 

理由が必須となります。 

また、理由がない場合は申請が無効となりますので

ご注意ください。 
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（5）作品情報 

必須項目を入力してください。大規模プロジェクト等で建築物が複数ある場合、代表する建築物の情報を入力してく

ださい。2 棟目以降は Word 等に情報をまとめ、PDF 化したものをその他資料としてアップロードしてください。 

① 作品名 

全角半角問いません。 

②作品名ふりがな 

全角ひらがなで入力してください。 

③所在地 

全角半角問いません。国内の場合は都道府県から、海外の場合は国名まで入力してください。 

④用途 

01～34 より最も近いものを選択してください。 

⑤竣工年月 

半角数字で入力してください。 

⑥検査済証発行年月 

半角数字で入力してください。 

また、下記のいずれかに該当する場合は、必ずファイルアップロード画面の「10．その他」に理由書を提出してくださ

い。 

 ・検査済証の発行年月が募集対象の竣工期間から外れている 

 ・竣工年月と検査済証の発行年月が異なる 

 ・検査済証を発行していない 

⑦階数 ⑧高さ ⑨面積 

半角数字で入力してください。また、該当しない項目には「0」をご入力ください。 

⑩構造種別 

全角半角問いませんが、原則「W 造」「S 造」「RC 造」「SRC 造」のように入力せず、「木造」「鉄骨造」「鉄筋コンクリー

ト造」「鉄骨鉄筋コンクリート造」のように入力してください。 

⑪建築主 

全角半角問いません。開示可能な範囲で入力してください。 

⑫施工会社 ⑬構造設計者所属・氏名 ⑭設備設計者所属・氏名 

全角半角問いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （次ページへ） 
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ふりがなは「ひらがな」以外入力不可の設定となっています。スペースもエラーとなりますのでご注意ください。 

作品名に半角英数や記号を使っている場合、以下のように入力してください。 

数字…ひらがなで「いち」「に」 

英語…ひらがなで「えー」「びー」 

記号…ふりがな省略。ただし、読む必要のある記号は「ほし」等のように入力してください。 

小数点以下 2 桁まで入力してください。 

下記のいずれかに該当する場合は、必

ずファイルアップロード画面の「10．そ

の他」に理由書を提出してください。 

・ 検査済証の発行年月が募集対象の

竣工期間から外れている 

・ 竣工年月と検査済証の発行年月が

異なる 

・ 検査済証を発行していない 
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（6）連絡責任者 

＊連絡責任者とは 

応募受付後に事務局と連絡を取り合う者。主たる設計者でも、会員外の関係者でも問題ございません。 

応募受付や修正受付等のメールもすべて連絡責任者宛に通知が届きます。 

必須項目を入力してください。 

（7）採用決定の場合の請求書について 

必須項目を入力してください。 

 

４．入力した内容を確認し、問題なければ「確認画面へ」をクリックしてください。 

※必須項目が空欄だったり、ひらがな箇所に漢字が混ざったりしているとエラー箇所が表示されて確認画面へ進め

ません。エラー内容をご確認のうえ修正し、再度「確認画面へ」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

５．入力情報の確認を行い、問題なければ「応募する」をクリックしてください。修正したい場合は「戻る」をクリック 

してください。 

 

 

６．応募受付メッセージが表示されます。また、連絡責任者メールアドレス宛に応募受付メールが送信されます。 

応募受付メールには、マイページログインに必要な「URL」「受付番号」「パスワード」が記載されていますので大切

に保管してください。 

選考の資料をアップロードできる方は、「続けてファイルを一括アップロード」をクリックしてください。応募期間

中はいつでもマイページから選考資料の提出・差し替えが行えます。 

（応募受付完了画面） 

 

内容を確認したら

クリック 

（次ページへ） 
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（応募受付メール） 

７．「続けてファイルを一括アップロード」またはマイページの「ファイルの一括アップロード」より、選考の資料のアッ

プロードを行ってください。初回はすべてのファイル（ただし、 10.その他 は該当する場合のみ）を提出する必

要があります。該当項目の「参照」をクリックし、PDF ファイルを選択します。全項目の PDF ファイルの選択が完

了しましたら、一番下の「送信開始」をクリックしてください。クリック後はアップロードされたファイル一覧が表示

され、連絡責任者メールアドレス宛に確認メールが送信されます。ファイル名は英数字を推奨いたします。 

※1 ファイルあたりの上限は 20MB となります。また、PDF 形式以外のファイルは受け付けません。 

※2 回目以降（差し替え）は、個別または一括アップロードが可能です。 

（1）現地交通案内概略図【必須】 

A4 判 1 枚にまとめてください。レイアウトは縦横問いません。 

（2）原稿（設計主旨、図面、写真を割り付けたもの）【必須】 

A4 判の場合は縦使いで 2 枚、A3 判の場合は横使いで 1 枚にまとめてください。 

（3）図面【必須】 

A4 判 20 枚以内にまとめてください。レイアウトは縦横問いません。 

（4）写真【必須】 

A4 判 20 枚以内にまとめてください。レイアウトは縦横問いません。 

写真は、A4 判 1 枚に 1 または 2 画像となります。 

また、見開きで 1 画像（A4 判×２枚）にされている場合は 2 枚と 

カウントします。 

 

※※ここにマイページ用の URL が記載されています※※ 

マイページログインに必要です。 

大切に保管してください。 

【お願い】 

選考の資料は印刷せず、データのまま使

用します。１ファイル内で A4 判の縦横使

いが混在する場合、写真の向き等に合わ

せてページを回転させて保存ください。 
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（5）各階面積等基本データ【必須】 

A4 判 10 枚以内にまとめてください。レイアウトは縦横問いません。 

（6）検査済証のコピーまたはそれに準ずる書類【必須】 

A4 判 10 枚以内にまとめてください。レイアウトは縦横問いません。 

（7）設計者の関与資料【必須】 

単独設計の場合も含め必須です。A4 判 2 枚以内にまとめてください。レイアウトは縦横問いません。 

（8）およそ１万分の１地図【必須】 

A4 判 1 枚にまとめてください。レイアウトは縦横問いません。また、8 千分の 1 や 1 万 2 千分の 1 でも問題ありま

せん。 

（9）振込元銀行等通知書【必須】 

所定のフォーマットをダウンロードいただき、必要情報を入力のうえ、アップロードしてください。 

振込元銀行等通知書： http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2023/ouboryou2024.pdf 

（10）その他 

「作品選集」に関する FAQ に記載のある理由書等は、必要に応じてこちらにアップロードください。アップロードす

べき資料が複数ある場合、項目ごとにタイトルを付けてすべてのファイルを統合し、頁番号を振ってください。 

A4 判 10 枚以内にまとめてください。レイアウトは縦横問いません。 

 

 

以上、１～７の手続きにて応募完了となります。 

 

 

「ファイルの選択」をクリックすると

ファイルのアップロード画面が立ち

上がりますので、ファイルを選択し

て「開く」をクリックしてください。 

すべてのファイルの選択が完了しましたら、

「送信開始」をクリックしてください。 

http://www.aij.or.jp/jpn/symposium/2023/ouboryou2024.pdf
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＜応募後の内容確認・修正・応募取消および請求書の発行＞ 

応募手続き後はマイページにて、主たる設計者、応募作品、連絡責任者、採用決定の場合の請求書の情報およびアッ

プロード済みファイルの確認・修正、応募の取消、請求書の発行が行えます。 

マイページログイン用の「URL」「受付番号」「パスワード」は、作品選集オンライン応募システム 応募受付メールをご

確認ください。 

 

８．マイページにログインする場合、「受付番号」「パスワード」を入力し、「Login」をクリックしてください。 

★ログイン用の「受付番号」「パスワード」がわからない時 

「Login」下の「パスワードを忘れた方はこちら」をクリックし、メールアドレス入力欄に連絡責任者メールアドレスを

入力して「次へ」をクリックしてください。 

【注意】複数の作品の連絡責任者になっている場合、システムの都合上、登録メールアドレス宛に応募数分の作品選

集オンライン応募システム パスワード再送メールが送信されます。ご容赦ください。 

 

９．ログイン後のマイページには、主たる設計者、応募作品、連絡責任者の情報およびアップロード済みファイル一覧

が表示されます。提出済ファイルは「見たいファイル名.pdf (***bytes)」をクリックすることで確認可能です。 

また、修正・取消・請求書の発行については以下（1）～（5）をご確認ください。なお、応募期間後は一切更新できな

くなりますのでご注意ください。 

 

（次ページへ） 

応募支部～請求書についての
情報を修正（更新）できます。 

ファイルを一括でアップロード
または修正（更新）ができます。 

応募を取り消すこと
ができます。 

応募料の請求書
を発行できます。 
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（途中省略） 

 

 

 

入力情報の確認ができます。 

ファイルを個別に修正（更新）ができます。 

１０.その他 については一度アップロード 

すると更新はできますが、削除できません。 

※ご利用されるパソコンの環境によって

ファイルの閲覧ができない可能性があり

ます。その場合は、他のパソコンやブラウ

ザをお試しください。 

ファイル名をクリックしますと、 

別窓にてアップロードファイルの内容を確認できます。 
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（1）主たる設計者、応募作品、連絡責任者、採用決定の場合の請求書についての情報を修正したい場合 

①マイページ上部の「修正」をクリックしてください。 

②修正画面に変わりますので、該当箇所を更新のうえ、「確認画面へ」をクリックしてください。 

③修正内容を確認し、問題なければ「修正する」をクリックしてください。 

④連絡責任者メールアドレス宛に修正受付メールが送信され、修正完了となります。 

（2）アップロード済みファイルを個別に差し替えたい場合 

①マイページ画面を下の方へスクロールすると、「提出済ファイル」一覧が表示されます。 

②差し替えたい項目の「個別アップロード」をクリックしてください。 

③ファイルアップロード画面にて差し替えたい項目かを再度確認のうえ、「ファイル選択」をクリックし、差し替えファ

イルを選択してください。選択後、「送信開始」をクリックしてください。 

④連絡責任者メールアドレス宛にファイルアップロードメールが送信され、差し替え完了となります。 

（3）アップロード済みファイルをすべて差し替えたい場合 

①マイページ上部の「ファイルの一括アップロード」をクリックしてください。 

②すべてのファイル（ただし、 10.その他 は該当する場合のみ）について、項目ごとに「ファイルの選択」より差し替

えファイルを選択してください。選択後、「送信開始」をクリックしてください。 

③連絡責任者メールアドレス宛にファイルアップロードメールが送信され、差し替え完了となります。 

（4）応募を取り消したい場合 

一度取り消した情報は復元できません。申込の際は改めて手続きが必要になります。応募取消の際は十分にご注意

ください。 

①マイページ上部の「取消」をクリックしてください。 

②アップロード済みファイル以外の入力情報一覧が表示されますので、下の方へスクロールいただき、「登録を取り

消す」をクリックしてください。 

③連絡責任者メールアドレス宛に取消完了メールが送信され、応募取消完了となります。 

  （応募取消された場合、マイページが削除されます。） 

（5）応募料の請求書を発行したい場合 

①マイページ上部の「請求書の発行」をクリックしてください。 

②請求書が表示されますので、出力したい場合は、ページ上部の「このページを印刷する」をクリックしてください。 

 

１０．確認・操作完了後はマイページ右上のログアウトをクリックして終了してください。 

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

＜オンライン応募システムおよび本マニュアルに関する問合せ先＞ 

日本建築学会事務局 作品選集担当：内野、力武  E-mail: senshu(at)aij.or.jp ※(at)=@にご変更ください。 


