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★東京学生広告研究団体連盟ウェブサイトのお知らせ★ 

 

東広連では、下記のアドレスにホームページを設けています。 

このウェブサイトでは、学生広告展をはじめとする 1 年間の東広連イベントの 

詳細・活動など公開していますので、ぜひ活用下さい。 

 

[ http://www.toukouren.net/ ] 
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1. 目的 

 同じ志を持った加盟員が集まり、広告に関

する技術の習得や向上を目指す。また、自分

たちの大学の個性を発見し、他大学の作品を

評価し合うことによって加盟員のモチベーシ

ョンを上げ、今後の活動においてより良い制

作につながる刺激を与える場となることを目

的とする。 

 

2. 学展テーマ 

『 遭遇 』 

広告を見たことによって、それまでの自分に

新しい価値観が生まれて欲しい。そして加盟

員により良いものを作れるようになって欲し

いから。 

 

3. クライアント・課題・課題テーマ 

クライアント：未定 

課題：未定 

課題テーマ：未定 

  

4. 主催 

東京学生広告研究団体連盟 

 

5. 後援企業･団体(敬称略) 

公益社団法人 日本広告制作協会 

株式会社 東北新社 

株式会社 大広 

株式会社 マンダム 

 

 

 

 

 

 

6. 部門 

トータルプロモーション(TP)部門 

WEB プロモーション(WP)部門 

グラフィック(GR)部門 

コマーシャルフィルム(CF)部門 

6 秒動画プロモーション(６SCM)部門 

ラジオ(RA)部門 

 

7. 審査員 

東京学生広告研究団体連盟の推薦する者。 

広告のプロとして活躍している方とする。 

なお、一次審査と本審査の審査員は異なるこ

ととする。 

 

a． 一次審査 

制作会社や代理店、公益社団法人の方を

予定。 

b． 本審査 

クライアント、制作会社、代理店、公益社

団法人の方から数名ずつを予定。 

 

 

8. 審査基準 

以下の基準を基に評価する。審査方法もま

た、下記に則り行う。各審査員の持ち点は 25

点満点とする。(一次審査は 15点満点とする） 

 

【分析力】 

・課題を正しく分析できているか 

・市場を正しく分析できているか 

・ターゲットの分析ができているか 

【企画力】 

・コンセプト設定が明確か 

・課題を解決できる企画であるか 

第 61回学生広告展 
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・実現可能な企画であるか 

・アイディアに独創性があるか 

【表現力】 

・注目され興味を抱かせるものか 

 (TPでは行動を喚起するものか) 

・媒体の特性を活かしているか 

 (TPではパワーポイントの見せ方、コピー 

では見ただけで情報を得られるか) 

・技術力はあるか 

 (TPではプレゼン力、コピーではインパク 

トがあるか) 

【広告効果があるか】 

・外部発信ということを念頭に、世の中を動 

かす、世の中に通用する作品であるか 

・課題の認知度やブランド力の向上など 

の効果が望めるか 

【クライアントの要望を満たしているか】 

・クライアントの要望、方向性に沿った作品 

であるか 

 

9. 表彰 

本大会では以下の賞を設ける。 

1. 学展大賞 

学生広告展に出展された全作品の中で最

も優れた作品に贈られる賞 

2. 各部門最優秀賞 

各部門の中で最も優れた作品に贈られる

賞 

3. クライアント賞 

クライアントが素晴らしいと思った作品

に贈られる賞 

4. 各審査員特別賞 

各審査員が素晴らしいと思った作品に贈

られる賞 

5. 学生賞 

本審査に参加した加盟員により選ばれる

賞 

 

10. 日程 

※本搬入初日・TP映像搬入初日は東広連理事・

派遣のみとする。 

9月 12日(土) 本搬入① 作品審査 

9月 13日(日) 本搬入② 作品返却 

9月 19日(土) TP撮影データ搬入、再搬入 

9月 20日(日) 予備日 

9 月 21 日(火)～9 月 30 日(火) 審査員へ作

品提出・返却            

10 月 17 日(土)  Twitter にて一次審査結果

公表 

10月 25日(日) 本審査会 

 

11. 会場 

作品搬入 

 ・法政大学市ヶ谷キャンパス 

東京都千代田区富士見 2－17－1 

 ・明治学院大学白金キャンパス 

東京都港区白金台 1－2－37 

 ・東洋大学白山キャンパス 

東京都文京区白山 5-28-20 

上記のいずれかで行う予定。 

 

本審査会 

 国立オリンピック記念青少年総合センター  
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1. 参加規格 

(１) 第 65 期東京学生広告研究団体連盟に加

盟する大学の広告(学)研究会(部)に在籍

する学生。 

(２) 各部門への参加は、加盟団体の推薦によ

る。 

(３) 全ての作品は、本加盟員の学生の創作に

限る。また、他のコンクールなどに出展し

た作品の参加は認めない。 

(４) Adobe ソフト(TP は PowerPintt)を使用し

て作られた作品であること。 

(５) 当連盟の発行した以下の規格外の作品は

いかなる場合においても搬入しないもの

とする。 

1. 著しく恐怖感・不快感・嫌悪感・差別感・

悔辱感・憎悪感などが生じるもの 

2. 表現が不明確で、誤解されるおそれが

あるもの 

3. 他人の名義や写真を無断で使用したも

の 

4. 投機・射幸心(今だけお得！といった表

現)を著しくあおる表現のもの 

5. 差別・名誉毀損・プライバシーの侵害・

信用喪失・業務妨害となるおそれがあ

るもの 

6. 広告の目的・内容が不明確な広告 

7. 誇大・虚偽の表現をしているもの 

8. 効能効果・性能・安全性について事実に

反する認識を得させるおそれのあるも

の 

9. 他社の製品や役務を誹謗するような広

告であるもの 

10. 著しく品位を損なうものや、信用を傷

つけるおそれのあるもの 

 

11. 本団体の加盟員による作品ではないも

の 

 

2. 作品数 

作品数に関しては、以下の表の通り。( )内は

最低提出作品数。東広連が指定している作品数

を提出できなかった場合は、東京学生広告研究

団体連盟規約の第 17条に違反するため、処分の

対象とする。 

《本加盟大学》 

トータルプロモーション部門 3 作品(1 作品) 

W E B プロモーション部門 3 作品(1 作品) 

グ ラ フ ィ ッ ク 部 門 10 作品(3 作品) 

コマーシャルフィルム部門 10 作品(3 作品) 

6 秒動画プロモーション部門 5 作品(2 作品) 

ラ ジ オ 部 門 10 作品(3 作品) 

今期の余剰枠については、各大学の申請のもと幹

部会により決定。 

また、準加盟大学においては以下の点で本加盟大

学と異なる。準加盟大学の提出作品数は、以下の

数を必須とする。 

《準加盟大学》 

トータルプロモーション部門 2作品(1作品) 

W E B プロモーション部門 1作品(1作品) 

グ ラ フ ィ ッ ク 部 門 5作品(3作品) 

コマーシャルフィルム部門 5作品(3作品) 

6 秒動画プロモーション部門 2作品(1作品) 

ラ ジ オ 部 門 5作品(3作品) 

 

 

 

 

 

 

第 61回学生広告展 

参加規程 
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3. 作品ナンバー 

すべての部門において作品の識別のために、

作品ナンバーを用いる。作品ナンバーは〔大学

名＋番号〕を用い、すべて半角英数字とする。

数字部分が一桁の場合は十の位に「0」をつけ

ること。 

例：明治学院大学の 5番の作品 

         →“mg05” 

 

数字の割り振りは各大学で行うものとする。 

※大学名 

  実践女子大学→jj 

  東京経済大学→tk 

  東洋大学→ty 

  日本大学→ni 

  法政大学→ho 

明治学院大学→mg 

 

※各大学必ず学内審査通過作品を、東広連搬入日

までに、作品ナンバー「01から 10」と順番になる

ように作品を訂正してください。 

例：mg01 

    mg02 

      ： 

    ： 

  mg10 

（作品数が 10作品の場合） 

 

4. エントリー締め切り 

9 月 11 日(金)までに各大学の理事に作品を提

出する。以後の提出や再搬入は認められない

ため注意すること。なお本搬入受付先(東広連

側)は、すべて各媒体指定のソフトで搬入を受

け付ける。 

 

5. 一次審査 

本審査会の前に一次審査を行う。 

下記の作品数分、本審査会に進むことができ

る。 

トータルプロモーション部門 5  作 品 

W E B プ ロ モ ー シ ョ ン 部 門 5 作 品 

グ ラ フ ィ ッ ク 部 門 1 0 作品 

コ マ ー シ ャ ル フ ィ ル ム 部 門 1 0 作品 

6 秒動画プロモーション部門 5  作 品 

ラ ジ オ 部 門 10 作 品 

 

一次審査は部門ごとに非公開で行うものとす

る。 

 

6. 著作権について 

 (別紙『著作権要項』を参照)。 

 

7. 素材データ(rogo→logo変更) 

作品の中で使用されているデータは全て素

材データとして扱う。必ずフォントを除くす

べてのデータを素材フォルダに入れること

(実際に自分で撮影した動画素材、録音素材な

どを含む)。配布されたロゴや写真・自作作品・

キャプションシート（作品投影時に使うもの） 

また、素材データは加工前のもののみとする。

また、企業ロゴ(以下 kigyoulogo)を素材フォ

ルダにいれる際は、素材名を“kigyoulogo”と

する。 

 

8. 素材引用元 

使用した素材データの引用元を Word文書に

まとめ、PDF化したものと共に提出する。Word・

PDF ファイル名は「“素材引用元”“‐(ﾊｲﾌﾝ)”

“作品ナンバー”」とすること。 

例) 素材引用元‐ho03 
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著作引用元を記した Word文書は下記を参考に

し、明記すること。 

 

 

フリー素材・プリインストールされている素

材を使用する場合、 

①商用フリー 

②加工フリー(加工しない場合は加工フリー

でなくてもよい) 

③直リンクでない 

④その他、著作元の利用条件に準じているこ

と 

 (ただし、明確に判断できるものであること)  

を上記四点を確認し、 

①使用素材掲載及び配布元(サイト URLや出版

物) 

②使用したサイトのトップページの URL 

③上記の条件を示す引用元の URL や txt ファ

イル  

(分かりにくい場合はキャプチャ画像などを

つけて工夫すること) 

の上記 3点を素材引用元 WORD文書に明記する

こと。 

  また、加工前の素材を素材フォルダに入れる

こと 

搬入では Word 文書と Word 文書を PDF 化し

たもの 2つを提出すること。 

 

9. 記録メディアについて 

     作品の搬入における記録メディアは USBを

用いる。作品データ、素材ファイル、Word 文

書、PDF 文書、キャプション画面の PDF文書

などは作品ナンバーごとに 1 つのフォルダ

にまとめる。作成した USB は、本搬入前日ま

でに理事が各大学の作品を受け取る。 

また、USBが破損した場合、各大学の理事が

媒体の代表者に連絡をし、各大学のドライブ

にあげ、対処することとする。 

 

10. プレゼンテーションについて 

プレゼンテーションで使用する制作物は、

著作権の関係上、搬入時にチェックします。

ただし、本審査の会場では、公平な審査をす

るため、プレゼンテーション時、会場のライ

トの明るさは変えないものとする。 

 

11. 企画シートの素材番号に関して 

全媒体、企画シートに素材番号を記載する

こと。図 3の例のように、動画素材・音声素

材・画像素材の素材番号をすべて記入する

こと。併せて、音声素材でフリーBGMを使用

した場合、曲名も企画シートに記入するこ

と。  

図３ 
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12. キャプションシートのフォントについて 

キャプションシートのフォントと文字のサイズ

を以下のものに設定いたします。 

  フォント:游明朝  

  サイズ：18ｐｔ(CF/6scm以外の媒体) 

110ｐｔ(CF/6scm動画内) 

 

13. フリー素材について 

作品は自作のものをメインになるような配

置とするフリー素材（いらすとやを含む）の

みで作られたオリジナル感のないものは作品

として認められない。  
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1. 作品規定 

クライアントの要望に応じた広告企画を元

に、セールスプロモーションの特性を十分に

活かした作品とすること。主要 4マス媒体(新

聞、雑誌、ラジオ、テレビ)・WEBサイト、OOH(OUT 

OF HOME－家庭以外の場所で接触するメディ

ア)など、全ての部門から自由に組み合わせて

使うことができる。販売促進ツールやイメー

ジ図として画像・動画・音声などの利用、ま

た、WEB やモバイルを連動させたプロモーシ

ョン案の提案などができる。 

発表はスライドとプレゼンテーションによっ

て行う。画像はすべてスライドに埋め込むこ

と。 

スライドのサイズは 4:3 とし、文字のポイ

ント数は会場の大型スクリーンに映し出され

ることを考えて、40pt 以上を推奨する(参考

資料などはそれ以下でも構わない)。 

    

2. 予算 

未定 

 

3. 提出物 

作品搬入は以下のものを提出すること。 

◆ 各作品につき 1部 

  ①企画シート(手書きまたはワープロ) 

  ②スライドデータを印刷した紙 

(A4・1ページに縦 3×横 2の 6スライ

ド・片面・カラー印刷で以下の図のよ

うに提出すること。番号はスライドの

順番を示す。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 各大学につき 1部 

・“作品データ”“素材ファイル”“素材

引用元を示した Word 文書・PDF 文書”

“外部データを使用する場合はそのデ

ータ”“キャプション画面の PDF 文書

“保存したファイル 

 

※素材について 

➢ 素材は何度使用しても省略せず、使用した

順に全て sozaiフォルダへ入れる。 

➢ 自作イラストはどのソフト使って編集したの

かを素材引用元記載する。 

➢ 素材引用元に記載する”使用したフォント名”

は使用したフォントと同じフォントで記載する。 

➢ PowerPoint内の画像を使用した場合、sozai

フォルダには入れず、素材引用元に「スライ

ド〇〇に使用した画像は PowerPoint より引

用」と記載する。 

➢ 素材は商用フリーや加工フリーかどうかを確

認してから利用すること。 

➢ 素材を使うためサイトに会員登録した場合、

会員登録したことが分かるマイページなどの

スクリーンショット画像を素材引用元に貼るこ

と。 

 

1 2 

3 4 

6 5 

第 61回学生広告展 

トータルプロモーション部門 参加規程 
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➢ 商用フリーや加工フリーがサイトのどこに記

載されているかを、素材引用元に明記する

こと。 

➢ 配布された素材を使用する場合、素材引用

元の素材名の横に「(半角スペース)配布され

たものを使用」と記載する。 

例）kigyoulogo 配布されたものを使用 

 

➢ 配布する画像の名称 

企業ロゴ → kigyoulogo 

Twitterロゴ → twitterlogo 

Instagramロゴ → Instagramlogo 

Youtubeロゴ → youtubelogo 

 

4. 作品の長さ 

プレゼンテーションは 10分以内で、スライ

ドの枚数は自由とする。プレゼンテーション

時間は〔話はじめ〕から〔最後のあいさつ〕

までを計測する。 

必要な場合は、音声・画像・HTML・動画ファイ

ルなど外部のデータを別途使用することがで

きる。この再生時間も計測時間の対象とする。 

 

5. ファイル形式 

搬入ファイルは以下の形式とすること。 

 ・作品データ 

  Microsoft PowerPoint 2016形式 

  拡張子は “.pptx ” 

 

・外部データ 

➢ 動画のビデオ設定は CF 部門の形式

に準拠 

➢ 動画を載せる場合、動画をパワーポ

イントに埋め込むのではなく、mp4フ

ァイルのみで再生する 

➢ 音声のファイル設定は RA 部門のフ

ァイル形式に準拠 

➢ その他ファイルは一般的な Windows 

PC(Word、PowerPointがインストール

されているもの)で支障なく動作す

るもの 

➢ プレゼンテーション時間内であれば、

外部データの時間の規定はない 

 

6. USBとファイル・フォルダ名 

作品ごとにフォルダを作成し、フォルダ・フ

ァイル名はすべて作品ナンバー(参加規程‐3

参照)とすること。 

    例) USB内フォルダ名称 

     「東京経済大学_TP」 

 

ただし、素材を入れるフォルダの名前は

“sozai”とすること。中に入れる素材ファイ

ル名は、全て「“作品ナンバー”“sozai”“番

号”」とすること。 

例) ni03sozai01.wav 

外部データを使用する場合は「“作品ナンバー”

“‐(ﾊｲﾌﾝ)”“番号”」をファイル名とするこ

と。 

例) tk01.pptx 

    tk01-1.mp4 

    tk01-2.html 

 

素材を入れるフォルダの名前は“sozai ”と

すること。中に入れる素材のファイル名は、

全て「“作品ナンバー”“sozai ”“番号”」と

すること。 

例) tk01sozai01.JPG 

    tk01sozai02.JPG 

 

7. 搬入するファイルの保存場所 

DVD-RWの提出は致しません。各大学理事が

学内搬入の際に大学用 USB を持参するので、

その USB にデータをすべてまとめてください。
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データは USB 内に作品ごとのフォルダを作成

し、その中に保存すること。 

例) 東洋大学の“ty01”の場合 

図 1 USBとディスク内の見本 

 

図 2 ty01ファイル内の見本 

 

図 3 sozaiファイル内の見本 

 

図 4 素材引用元見本 

 

 

 

8. 企業または東広連から配布されたロゴ・写

真・URL に関して 

➢ 販売促進ツールや POP 等に掲載するロ

ゴ・企画ロゴ・写真のカラー・フォント・

縦横の比率などの変更は認めない。だ

が、場所・大きさなどの指定は自由とす

る。ただし、その役割を考え、わかりや

すく見やすい位置に記載すること。企

業ロゴに関しては、必ず作品の中に含

むこと。 

➢ 引用した参考 URL は該当スライド下部に

も記載すること。 

Windows で開けない URL は使用し

ない。 

※使用したい URL が Windows で開けな

い場合は一度理事に必ず相談してくださ

い。 
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使用可能かどうかを確認・判断いたします。 

➢ URLは必ずハイパーリンク化させること。 

 

9. 注記 

作品に使用する素材を個人的に入手(購入な

ど)した場合、「素材引用元」の利用規約の欄

に、入手(購入)した際の注記を明記すること。 

 

10. PowerPointのスライド 

スライドにアニメーションを入れる場合、１つ 1

つスライドを分けて印刷すること。 

※提出する PowerPointはアニメーションのま

まで良い。 

※スライドデータは片面カラー印刷して 

必ず期日までに提出すること。 

 

11. 注意事項 

➢ 使われていない素材は sozai フォルダに

も素材引用元にも入れないこと。 

➢ ホームページなどから素材を利用する際、

利用規約をよく読んでから使用する事。 

➢ 参考 URL は URL だけでなく、サイト名・

ページ名も一緒に記載すること。 

 

12. 本搬入後の TP映像撮影に関して 

本搬入が通った作品は一次審査の前にプレ

ゼンテーション動画の撮影を必ず提出する

(撮影はスーツ)。撮影時には、作品の画面と

プレゼンター(適切な人数)が映るように撮影

する。TP の撮影には各大学理事が立ち会う。 

撮影した作品はデータ化し(ビデオ設定や形

式などはコマーシャルフィルム部門に準拠)、

9月 19日(土)に搬入すること。搬入日前日ま

でに理事が各大学の作品を受け取る。 

 

9月 12日(土) 作品搬入 

9月 13日(日) 搬入チェック 

9月 19日(土) TP撮影データ搬入、再搬入 

9月 20日(日) 予備日 

 

本搬入後の作品データの改変は、理事に指

示された規格を遵守するためのものを除いて

これを認めない。 

 

撮影に関して以下の点に注意すること 

➢ 撮影は機械の故障など、やむを得ない場

合を除いて撮り直しは一切しない。 

➢ プレゼンテーションは 10分以内とし、そ

れを超えたものは搬入しない。 

➢ スライド・外部データの操作はプレゼン

ター以外のものがこれを行う。 

➢ 外部データはスライドとは別の PCを用 

いて操作する。 

 

13. 一次審査 

理事は、撮影した映像と共に作品搬入日に

搬入された作品データ・スライド一覧・企画

シートを一次審査員に提出する。 

審査は非公開とする。 

例)スライドアニメーション NG 

 

例)スライドアニメーション OK 
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14. 本審査 

本審査では、審査員の前で 10分以内のプレ

ゼンテーションを行う。スライド・外部デー

タの操作はプレゼンター以外の者が行う。外

部データはスライドとは別の PC を用いて操

作し、この際の画面の切り替えは操作者の指

示に基づき理事が行う。 

プレゼンテーションで規定時間を超えた作品

に関しては減点方式をとる。 

 

プレゼンテーションの時間については、以

下の通りとする。 

10分 1秒～11分の間：合計点から 1点減点 

11分 1秒～12分の間：合計点から 2点減点 

12分 1秒～13分の間：合計点から 3点減点 

13分を過ぎ次第強制終了 
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1. 作品規定 

クライアントの要望に応じた WEBを使った

課題のプロモーションサイトを制作するこ

と。HTML形式で、Google Chromeの最新版で

閲覧可能なもの、WEBがメインのプロモーシ

ョンであるものを作品として認める。今期

も、スマートフォンをデバイスとする、スマ

ートフォン用サイトの WEB プロモーション作

品制作も認める。スマートフォン用サイトの

サイズは 16:9とする。PCサイトもしくはス

マートフォン用サイトのどちらかを選択し制

作すること。搬入時の条件に変更はない。 

 

2. 提出物 

作品搬入は以下のものを提出すること 

◆ 各作品につき 1部 

・企画シート(手書きまたはワープロ) 

◆ 各大学につき 1部 

・“作品データ”“素材ファイル”“素材

引用元”を保存したファイル“キャプシ

ョン画面の PDF文書” 

 

3. USB とファイル・フォルダ名 

作品ごとにフォルダを作成し、フォルダ・

ファイル名は「作品ナンバー」(参加規程‐3

参照)とする。 

作品ごとのフォルダ内には“作品データ”

“素材ファイル”“素材引用元を示した Word

文書・PDF文書”を作成し、該当するものを

入れること。 

例) USB内フォルダ名称  

「明治学院大学_WP」 

 

 

素材を入れるフォルダ名は“sozai”と

し、中に入れる素材のファイル名は、すべて

「“作品ナンバー”“sozai”“番号”」とする

こと。ただし、“kigyoulogo”とソーシャル

プラグインのボタン画像名のみ、配布された

ときのままにしておくこと。 

作品データはトップページにあたる HTML

ファイルを“index.html”とすること。その

他のフォルダやファイル名は半角英数字で自

由とする。(クライアントからの公式ファイ

ル〈ロゴなど〉とソーシャルプラグインのボ

タン画像も含む) 

imgファイル内の素材は sozaiファイル内

のものと同様にしておくこと。名前・拡張子

は変更してはいけない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学名  作品 No.  作品タイトル 制作代表者  

第 61回学生広告展 

WEBプロモーション部門 参加規程 



14 

 

 

4. 搬入するファイルの保存場所 

DVD-RWの提出は致しません。各大学理事

が学内搬入の際に大学用 USBを持参するの

で、その USBにデータをすべてまとめてくだ

さいデータは USB内に作品ごとのフォルダを

作成し、その中に保存すること。 

例) 東洋大学の“ty01”の場合 

図 1 USBとディスク内の見本 

図 2 mg03ファイル内の見本 

 

図 3 作品データの内容例 

 

図 4 sozaiファイル内の見本 

 

図 5 素材引用元見本 

 

5. 作品の長さと大きさ 

WEBサイト内ページの数、音声・動画ファ

イルの再生時間の長さに制限は設けないが、

ファイルひとつあたりの容量は 10MB以下と

する。 

また、サイト内の画像ファイルはサイト内

で表示可能な拡張子

( .gif/ .JPG/ .jpeg/ .bmp / .png)を利用

すれば自由に使用できる。ひとつあたりの容

量は 10MB以下とする。 

ただし動画ファイル(拡張子.mp4)のみ

20GBまで可能とする。 
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6. 動画ファイル使用について 

一次審査通過作品の動画ファイルは WEB公

開時に、YouTubeにアップロード(東広連ア

カウントにて加盟員のみに公開)するが、搬

入の時点では、著作権未確認のため静止画フ

ァイルなどと同じように、作品データのフォ

ルダ内から呼び出す形式で埋め込むこと。 

動画ファイルは CF部門のビデオ設定に準

拠すること。 

一次審査通過後、理事が動画を YouTubeに

アップロードし、作品の動画埋め込み部分の

みを書き換える。 

なお、書き換え時分かりやすいように、動

画の埋め込み場所をコメントアウト(<!--

〔ここに動画の縦横幅を書く〕//-->)で書き

示しておくこと。このとき動画の縦幅・横幅

をピクセル単位で書いておくこと。 

 

7. ソーシャルプラグイン 

作品におけるソーシャルプラグインの利用

を可能とする。ただし、実際に SNSに連動さ

せるとトラブルの原因となるため、東広連が

配布するボタン画像の表示にとどめること。

背景の透過は適宜行ってよい。(著作権を侵

害しない程度)。 

SNSの連動は、Twitter、Facebook、

Instagramとする。(著作権要項「インター

ネットサービスの著作権」参照)ただし、こ

のほかに使用希望がある場合は、その都度対

応する。 

 

8. 企業または東広連から配布されたロゴ・写

真・URLに関して 

カラー・フォント・縦横の比率などの変更

は認めない。だが、場所・大きさなどの指定

は自由とする。ただし、その役割を考え、わ

かりやすく見やすい位置に記載すること。企

業ロゴに関しては、必ず作品の中に含むこ

と。 

 

9. 注記に関して 

作品に使用する素材を個人的に入手(購入

など)した場合、「素材引用元」の利用規約の

欄に、入手(購入)した際の注記を明記するこ

と 

 

10. 一次審査 

搬入されたデータを東広連理事がそのまま

DVD-RWに保存し、企画シートと共に一次審

査に提出する。審査は非公開とする。 

 

11. 本審査におけるプレゼンテーション 

本審査では審査員の前で 5分以内のプレゼ

ンテーションを行う。前述のインターネット

公開により、学展参加者全員が事前に作品を

見ていることが前提となっているため、作品

内の PVなどは全編流す必要はない。5分以

内に収まるよう、適宜調整してプレゼンテー

ションを行うこと。 

 

プレゼンテーションの際、各作品の対象デ

バイスで作品を投影し、実際に操作する。操

作は、プレゼンター自身が行ってもよい。プ

レゼンテーションで規定時間を越えた作品に

関しては、減点方式をとる。 

5分 1秒～6分の間：合計点から 1点減点 

6分 1秒～7分の間：合計点から 2点減点 

7分 1秒～8分の間：合計点から 3点減点 

8分を過ぎ次第強制終了 
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1. 作品規定 

クライアントの要望に応じた広告企画をも

とに、静止画としての特性を活かした作品で

あること。使用媒体は新聞広告・車内広告・駅

広告・ポスター・雑誌広告を想定する。今期も

車内広告として窓上ポスターとドア横ポスタ

ーを導入する。 

窓上ポスターは、車両に沿って作られてい

るため、カーブを考慮して作られているもの

もある。しかし、今期の学展では投影の際に

再現できないため、加味せず制作すること。 

 

2. 提出物 

作品搬入は以下のものを提出すること 

◆ 各作品につき 1部 

・企画シート(手書きまたはワープロ) 

◆ 各大学につき 1部 

“作品データ(2種類)” 

“素材ファイル” 

” キャプション画面の PDF文書” 

”作品挿入済みイメージ図” 

“素材引用元を示した Word文書・PDF文

書”保存したファイル 

 

3. 作品のサイズ 

作品は以下のいずれかのサイズとすること。 

雑誌：片面 A4サイズで片面もしくは両面 

片面：縦 297mm×横 210mm 

両面：縦 297mm×横 420mm 

 

新聞：全 15段・全 10段・全 5段 

全 15段：縦 510mm×横 379mm 

全 10段：縦 339mm×横 379mm 

 

全 5段：縦 168mm×横 379mm 

 

ポスター・駅広告：B0・B1・B2サイズ 

B0：1030mm×1456mm 

B1：1030mm×728mm 

B2：728mm×515mm 

 

車内広告(中吊り広告)：B3サイズ・B3ワイド

サイズ 

B3：縦 364mm×横 515mm 

B3ワイド：縦 364mm×横 1030mm 

  車内広告(ドア横ポスター):B3サイズ 

      B3：縦 364mm×横 515mm 

  車内広告(窓上ポスター):B3 サイズ・B3 変形

ワイドサイズ 

      B3：縦 364mm×横 515mm 

           B3変形ワイド：縦 355mm×横 1060mm 

 

4. ファイル形式 

以下の 2 つの形式のファイルを搬入すること。 

・作品データ(AIファイル) 

AIファイル 

カラーモード CMYK 

拡張子“.ai” 

・作品データ(JPEG) 

JPEGファイル 

カラーモード RGB 

解像度は 150dpi 

拡張子“.JPG” 

 

※ AIファイルは東広連小冊子に使用 

JPEGファイルは学展で作品投影に使用 

第 61回学生広告展 

グラフィック部門 参加規程 
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5. 作品データ(AIファイル)について 

次記の点に注意すること 

 

・保存時バージョンを「CS6」または「CC」に

すること(搬入時の互換性を保つために、遵守

すること) 

・文字はすべてアウトライン化すること 

・書き出し範囲にトンボ(トリムマーク)を作

成すること 

・トンボ(トリムマーク)の位置は下記の図の

ように設定すること 

・トンボの枠外に何もない状態にすること 

(クリッピングマスクの使用を許可する) 

    ・裁ち落しは 3mmとすること 

・不要なオブジェクトはすべて消去すること 

・画像は全て埋め込みで保存すること 

 

6. USBとファイル・フォルダ名 

作品ごとにフォルダを作成し、フォルダ・フ

ァイル名はすべて作品ナンバー(参加規程‐3

参照)とすること。 

例) USB内フォルダ名称 

「東洋大学_GR」 

 

ただし、素材を入れるフォルダの名前は

“sozai”とすること。中に入れる素材ファイ

ル名は、全て「“作品ナンバー”“sozai”“番

号”」とすること。 

例) ty02sozai01.JPG 

ty02sozai02.JPG 

 

また、今年度から追加されたイメージ図につ

いてのファイル名は、全て「“作品ナンバー” 

 

“image”“番号”」とすること。 

(例)ty02image.JPG 

 

7. 搬入するファイルの保存場所 

DVD-RWの提出は致しません。各大学理事が学

内搬入の際に大学用 USB を持参するので、そ

の USB にデータをすべてまとめてください。

データは USB 内に作品ごとのフォルダを作成

し、その中に保存すること。 

 

例) 東洋大学の“ty01”の場合 

図 1 USBとディスク内の見本 

図 2 ty01ファイル内の見本 
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図 3 sozaiファイル内の見本 

 

図 4 素材引用元見本 

 

8. 企業または東広連から配布されたロゴ・写真・

URLに関して 

カラー・フォント・縦横の比率などの変更

は認めない。だが、場所・大きさなどの指定は

自由とする。ただし、その役割を考え、わかり

やすく見やすい位置に記載すること。企業ロ

ゴに関しては、必ず作品の中に含むこと。 

 

9. 注記に関して 

作品に使用する素材を個人的に入手(購入

など)した場合、「素材引用元」の利用規約の

欄に、入手(購入)した際の注記を明記するこ

と。 

 

10. 一次審査 

一次審査は、搬入されたデータを理事が

DVD-RWに出力し、企画シートと共に一次審査

員に搬入する。審査は非公開とする。 

 

11. 本審査 

本審査では、審査員の前で 1 分以内のプレ

ゼンテーションを行う。作品はプレゼンテー

ション中に投影される。プレゼンの長さには

個人差があり、早く終了した場合鑑賞する時 

 

間が少なくなる作品が出てくるため、最低 60

秒間は作品を投影する。 

 

プレゼンテーションの時間については、以

下の通りとする。 

1分 1秒～10秒の間：合計点から 1点減点 

1分 11秒～20秒の間：合計点から 2点減点 

1分 21秒～30秒の間：合計点から 3点減点 

1分 30秒を過ぎ次第強制終了 
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1. 作品規定 

クライアントの要望に応じた広告企画を元

に、映像媒体の特性を活かした作品であるこ

と。使用媒体はテレビ・大型ビジョン・トレイ

ンチャンネル（通勤形電車内に設置してある

 チェック欄 Ⅰ・全般 

 

以下のものを提出できているか各作品につき１部  

・企画シート  

各大学につき１部  

・“AIファイル”“JPEGファイル”“素材ファイル”“素材引用元 Word”“素材引用元

PDF”“イメージ図”“キャプション画面の PDF文書”を保存した USB 

   USBの名称は「＂大学名＂GR」であるか 例：東洋大学の場合「東洋大学 GR」  

   USB内に作品ごとのフォルダを作成し、その中にファイルデータを保存しているか  

   

フォルダ・ファイル名は全て作品ナンバー(参加規程-3)を使用しているか  

※素材フォルダ名は「sozai」とすること。中に入れる素材のファイル名は、全て「“作

品ナンバー” “sozai”“番号”」とすること 例)ty02sozai01.psd  

※配布した企業ロゴは、「kigyoulogo」というファイル名になっているか  

  Ⅱ・作品規格 

 
作品中に東広連から配布された企業ロゴ・イラストを使っている場合、文字体・縦横の

比率などの変更がないか・ロゴマニュアルに沿っているか 

   

サイズは以下のいずれかであるか  

●雑誌：片面 A4サイズで片面もしくは両面  

＜片面：縦 297mm×横 210mm／両面：縦 297mm×横 420mm＞  

●新聞：全 15・全 10・全 5段  

＜全 15段：縦 510mm×横 379mm／全 10段：縦 339mm×横 379mm／全 5段：縦 168mm×横

379mm＞  

●ポスター・駅広告：B0・B1・B2サイズ  

＜B0：1030mm×1456mm／B1：1030mm×728mm／B2：728mm×515mm＞  

●車内広告(中吊り広告)：B3サイズ・B3 ワイドサイズ  

＜B3：縦 364mm×横 515mm／B3ワイドサイズ：縦 364mm×横 1030mm＞  

 ●車内広告(ドア横ポスター): B3サイズ  

＜B3：縦 364mm×横 515mm＞  

 ●車内広告(窓上ポスター)：B3サイズ・B3変形ワイドサイズ  

＜B3：縦 364mm×横 515mm／B3変形ワイドサイズ：縦 355mm×横 1060mm＞  

第 61回学生広告展 

コマーシャルフィルム部門 参加規程 
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液晶ディスプレイを用いた電子公告）・新たに

モバイル動画広告(YouTubeや SNSなどの動画

広告)を想定する。 

 

2. 提出物 

作品搬入は以下のものを提出すること 

◆ 各作品につき 1部 

  ・企画シート(手書きまたはワープロ) 

◆ 各大学につき 1部 

・“作品データ”“素材ファイル”“素材引

用元を示した Word 文書・PDF 文書”“キ

ャプション画面の PDF 文書”を保存した

ファイル 

 

3. 作品の長さとキャプション画面 

作品は 15 秒、30 秒のいずれかで制作する

こと。作品データの先頭にはキャプション画

面をいれ、作品の直前直後には無音・全画面

黒画像を 15 フレーム(0.5 秒)収録すること。  

作品データの先頭にはキャプション画面を

いれ、作品の直前直後には無音・全画面黒画

像を 15フレーム(0.5秒)収録すること。 

0:00∼4:99 キャプション画面 

5:00∼5:14 黒画面 

5:15～   動画スタート 

例)15秒作品の場合 

 

 

 

4. ビデオ設定 

ビデオ設定は次記の形式とすること。 

ビデオ設定 

mp4ファイル 

サンプルレート(周波数)48kHz 

フレームレート 29.97fps 

解像度 HD1280×720(720p) 

画面アスペクト比 16:9 

音声データ AAC方式 

ピクセル縦横比 正方形ピクセル 

拡張子 “.mp4” 

 

5. USB とファイル・フォルダ名 

作品ごとにフォルダを作成し、フォルダ・

ファイル名はすべて作品ナンバー(参加規程

‐3参照)とすること。 

例) USB内フォルダ名称 

「日本大学_CF」 

 

ただし、素材を入れるフォルダの名前は

“sozai”とすること。中に入れる素材ファイ

ル名は、全て「“作品ナンバー”“sozai”“番

号”」とすること。 

例) ni03sozai01.wav 

 

6. 搬入するファイルの保存場所 

DVD-RWの提出は致しません。各大学理事が

学内搬入の際に大学用 USB を持参するので、

その USB にデータをすべてまとめてください。

データは USB 内に作品ごとのフォルダを作成

し、その中に保存すること。 

例) 東洋大学の“ty01”の場合 

図 1 USBとディスク内の見本 

  
キャプション

画面 作品 
黒
画
面 

黒
画
面 

0 秒 5 秒 5.5 秒 20.5 秒 21 秒 
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図 2 ni03ファイル内の見本 

 

図 3 sozaiファイル内の見本 

 

図 4 素材引用元見本 

 

 

7. 企業または東広連から配布されたロゴ・写真・ 

URLに関して 

カラー・フォント・縦横の比率などの変更

は認めない。だが、場所・大きさなどの指定は

自由とする。ただし、その役割を考え、わかり

やすく見やすい位置に記載すること。企業ロ

ゴに関しては、必ず作品の中に含むこと。 

 

8. 注記に関して 

作品に使用する素材を個人的に入手(購入

など)した場合、「素材引用元」の利用規約の

欄に、入手(購入)した際の注記を明記するこ

と。 

 

9. 一次審査 

一次審査は、搬入されたデータを理事が

DVD-RWに保存し、企画シートと共に一次審査

員に搬入する。審査は非公開とする。 

 

10. 本審査 

本審査では、審査員の前で 1 分以内のプレ

ゼンテーションを行う。作品はプレゼンテー

ション終了後再生される。 

 

プレゼンテーションの時間については、以

下の通りとする。 

1分 1秒～10秒の間：合計点から 1点減点 

1分 11秒～20秒の間：合計点から 2点減点 

1分 21秒～30秒の間：合計点から 3点減点 

1分 30秒を過ぎ次第強制終了 
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1. 作品規定 

クライアントの要望に応じた広告企画を元

に、セールスプロモーションと映像媒体の特

性を活かした作品であること。使用媒体はモ

バイル動画広告(YouTube や SNS などの動画

広告)を想定する。 

    

2. 提出物 

作品搬入は以下のものを提出すること。 

①   企画シート(手書きまたはワープロ) 

②   作品データ 

③  sozaiフォルダ 

④ 素材引用元を示した Word文書 

⑤ 素材引用元を示した PDF文書 

⑥  プレゼンシートの PDF 文書 

例)プレゼンシート-ho02.pdf 

⑦  キャプション画面の PDF文書 

⑧  ②～⑦を保存したフォルダ 

 

3. ビデオ設定 

ビデオ設定は次記の形式とすること。 

mp4 ファイル 

サンプルレート(周波数)  

48kHz フレームレート 29.97fps 

解像度    HD1280×720(720p) 

画面アスペクト比    16:9 

音声データ    AAC 方式 

ピクセル縦横比    正方形ピクセル拡張子 

“.mp4” 

 

4. 作品の長さとキャプション画面 

作品データの先頭にはキャプション画面を

いれ、作品の直前直後には無音・全画面黒画

像を 15フレーム(0.5秒)収録すること。 

 

0:00∼4:99 キャプション画面 

5:00∼5:14 黒画面 

5:15～   動画スタート 

 

 

 

5. USB とファイル・フォルダ名 

作品ごとにフォルダを作成し、フォルダ・

ファイル名はすべて作品ナンバー(参加規程

‐3参照)とすること。 

例) USB内フォルダ名称 

「日本大学_６SCM」 

 

素材を入れるフォルダの名前は“sozai ”と

すること。中に入れる素材のファイル名は、

全て「“作品ナンバー”“sozai ”“番号”」と

すること。 

例) ni03sozai01.wav 

 

 また、素材ファイル内の素材は「jpeg」「PNG」

「mp4」の形式にすること。 

 

6. 搬入するファイルの保存場所 

DVD-RWの提出は致しません。各大学理事が

学内搬入の際に大学用 USB を持参するので、

その USB にデータをすべてまとめてください

データは USB 内に作品ごとのフォルダを作成

し、その中に保存すること。 

 

 

 

第 61回学生広告展 
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例) 東洋大学の“ty01”の場合 

図 1 USBとディスク内の見本 

図 2 ty01ファイル内の見本 

 

図 3 sozaiファイル内の見本 

 

 図 4 素材引用元見本 

 

7. 企業または東広連から配布されたロゴ・写真・

URLに関して 

カラー・フォント・縦横の比率などの変更は

認めない。だが、場所・大きさなどの指定は自

由とする。ただし、その役割を考え、わかりや

すく見やすい位置に記載すること。企業ロゴ

に関しては、必ず作品の中に含むこと。 

 

8. 注記に関して 

作品に使用する素材を個人的に入手(購入な

ど)した場合、「素材引用元」の利用規約の欄

に、入手(購入)した際の注記を明記すること。 

 

9. 一次審査 

一次審査は、搬入されたデータを理事が DVD-

RW に保存し、企画シートと共に一次審査員に

提出する。審査は非公開とする。 

 

10. 本審査 

本審査では、審査員の前で 5 分以内の

PowerPoint 使ったプレゼンテーションを行
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う。作品はプレゼンテーション終了後再生さ

れる。 

プレゼンテーションの時間については、以下

の通りとする。 

 

5分 1秒～10秒の間：合計点から 1 点減点 

5分 11秒～20秒の間：合計点から 2 点減点 

5分 21秒～30秒の間：合計点から 3 点減点 

5分 30秒を過ぎ次第強制終了 

 

PowerPointのフォーマットについては 

下記を参照(必要最低限の項目とする。下図

以外のスライドを追加しても構わないが、 

プレゼン時間は 5分以内とする。) 
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1. 作品規定 

クライアントの要望に応じた広告企画を元に、

音声媒体の特性を活かした作品であること。 

 

2. 提出物 

作品搬入は以下のものを提出すること 

◆ 各作品につき 1部 

  ・企画シート(手書きまたはワープロ) 

◆ 各大学につき 1部 

・“作品データ”“キャプション画面の PDF

文書”“素材ファイル”“素材引用元”                           

を保存したファイル 

 

3. 作品の長さとキャプションシート 

作品は 20秒、40秒、60秒(20秒刻み)のい

ずれかで制作する。作品中に、波形が動いて

いない状態での 2.0 秒以上の無音が続くこと

は認めない。 

キャプション画面は指定のキャプションシ

ートに記入し、PDF化すること。ファイル名は

「“キャプションシート”“‐(ﾊｲﾌﾝ)”“作品ナ

ンバー”」とすること(キャプションシートの

提出は PDFファイルのみで構わない)。 

 

4. ファイル形式 

搬入するファイルは以下の形式とすること。 

PCM音源 waveファイル 

ステレオ形式 

44.1kHz 16bit 

拡張子“.wav” 

 

5. USBとファイル・フォルダ名 

作品ごとにフォルダを作成し、フォルダ・フ 

 

ァイル名はすべて作品ナンバー(参加規程‐3

参照)とすること。 

 

例) USB内フォルダ名称 

「東洋大学_RA」 

ただし、素材を入れるフォルダの名前は

“sozai”とすること。中に入れる素材のファ

イル名は、すべて「“作品ナンバー”“sozai”

“番号”」とすること。 

例) ho03.wav 

    ho03sozai01.wav 

       キャプションシート‐ho03.pdf 

            kigyousoundlogo 

 

6. 搬入するファイルの保存場所 

DVD-RWの提出は致しません。各大学理事が

学内搬入の際に大学用 USB を持参するので、

その USB にデータをすべてまとめてください

データは USB 内に作品ごとのフォルダを作成

し、その中に保存すること。 

 

例) 東洋大学の“ty01”の場合 

図 1 USBディスク内の見本 

第 61回学生広告展 
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図 2 ty01ファイル内の見本 

 

図 3 sozaiファイル内の見本 

 

図 4 素材引用元見本 

 

 

7. 企業(団体)名のナレーション 

秒数、使用する場面は自由とする。企業(団

体)名のナレーションを必須とする。その役割

を考え、聴きやすく録音すること。 

 

8. 一次審査 

一次審査は、搬入されたデータを理事が

DVD-RWに保存し、企画シートと共に一次審査

員に提出する。審査は非公開とする。 

 

9. 本審査 

本審査では、審査員の前で 1 分以内のプレ

ゼンテーションを行う。作品はプレゼンテー

ション終了後再生する。 

プレゼンテーションの時間については、以

下の通りとする。 

1分 1秒～10秒の間：合計点から 1点減点 

1分 11秒～20秒の間：合計点から 2点減点 

1分 21秒～30秒の間：合計点から 3点減点 

1分 30秒を過ぎ次第強制終了 
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部門としてはなくなったが、コピーを考え作品に

使用した場合は、審査員により審査していただ

く。（部門は問わない） 

 

作品制作者により、キャプションシートの「コピ

ー」の欄の記入は自由とする。(審査を望む作品

のみ記入すること)  

 

審査の上で優秀と判断されたコピーに関しては、

部門の垣根を越え、コピー最優秀賞を与えるもの

とする。 
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CF：60秒なぜ消すのか？ 

 →長尺のものはクオリティーが高いが

一枚絵や短いものは弱い。審査員の

みなさんも審査するには長く、大学

全体の提出作品数をみても比較的少

ないため 

   

GR：テーマがあやふや 

 →電車内の中吊り広告、チラシ、 

○○向けのポスター、販売促進目的

など(主にクライアント様に決めて

いただく形式になると思います) 

 

GR：大学ごとに部門別で作品を提出しな

ければいけないのか？ 

 →部門分けする目的としては審査しや

すく、制作しやすくするという目的

が大きい。そのため、部門ごとに決め

られた作品数提出するのではなく、

自分の出したい部門を選んで提出し

ていく形式になります。作品提出し

ていただく際に企画シートにどの部

門を選んだのか記入していただき、

東広連の方で分けさせていただきま

す。 

 

kigyoulogoは大文字か小文字か？ 

 →全て小文字。スペースもなし 

 

kigyoulogoを 2つ使った場合の数字は？     

 →複数使った場合でも番号は記載しな

くて大丈夫です。 

     

 

 

 

 

 

RA：kigyou_soundlogo 

 

RA：企画シートの 2 枚目キャプションシ

ートに音声データ、素材すべて書く

のか 

 →該当箇所の隣の欄に素材記載お願い

します。 

ex.) jj03sozai01「おはよう」 

 

GR：制作ソフト自由だけど、のちにイラ

レに貼り付け（1 枚絵）はダメなの

か？ 

 →素材の確認ができればいい 

  フォトショップで加工したものも素

材として明記。原画とトリミング後、

どちらも素材として必要。 

 

素材ファイル内のファイル形式は統一す 

るのか 

 →RA や GR など素材ファイル形式は統

一しなくても大丈夫だが、加工前の

素材を必ず入れること 
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学展で使用できないフォント一覧 

※以下は、Adobeにプリインストールされて

ても使えないフォントです。 

HG正楷書体-PRO 

HG丸ゴシック M-PRO 

HG明朝 B 

HG明朝 E 

HG行書体 

HG教科書体 

HGゴシック M 

HGゴシック E 

HG創英角ポップ体 

HG創英角ゴシック UB 

HG創英プレゼンス EB 

DEP中楷書体 

DEP勘亭流 

DEP太丸ゴシック体 

DEP教科書体 W3 

DEP痩金体 W3 

DEP祥南行書体 W5 

DEP行書体 

DEP隷書体 

 

 


