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アワードって何？

九州ADCは、なぜ「仕事賞」？

優れたクリエイティブを公の場で発見し拍手を送るのがアワード（賞）です。

それは、勝ち敗けでもなく、まして優劣をつけるものでもありません。受賞した

クリエイティブの良さを、応募した全員、そして審査会に集まった人たち、そして

広く世の中で共有し、みんなでコミュニケーションの新しい可能性を拓いてい

くものです。受賞者だけでなく、関わったすべての人たちに大きな価値がある。

それがアワード（賞）のあるべき姿だと九州ADCは考えています。

自由な発想から生まれた、いわゆる自主制作による「作品」も素晴らしいのですが、

九州ADCアワードは、実際に世の中のために働いた「仕事」を審査対象にして

います。それは九州という地域の社会活動を母として生まれたクリエイティブ

には、他の地域にはない魅力や特長が凝縮されていて、アイデアの独自性と共に

九州の素晴らしさを広く伝えていくことができると考えるからです。
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出品料

スケジュール

応募資格 九州・沖縄・山口在住のクリエイター。制作物の露出地は九州内外、国内外を問いません。

出品時に
提出するもの

出品方法

搬入

○ ワンワークシートにエントリーナンバー及び必要事項を所定の位置に印字
× ハレパネ・イラストボード等に貼ってあるものは出品できません。
× 九州ADC会員であっても年会費を未納の方は会員料金を適用できません。一般料金を適用します。

Webで事前エントリーを済ませ、福岡市内の方は搬入日に会場へ持参してください。
福岡市外の方からのみ、郵送での出品をお受けしています。

【郵送・宅配】福岡市外からの出品者のみ
発送の前に出品料を
お振込みください。
【10月15日（月）までに】

詳細は別紙記載

【直接持込み】

【映像オプション】

受付日時

宛先: 福岡アジア美術館・7階企画ギャラリー
〒812-0027 福岡県福岡市博多区下川端町3-1リバレインセンタービル7階企画ギャラリー九州ADCアワード受付

2018年11月1日（木）10：00～12：00（時間厳守）

一般

会員

2018年11月1日（木）10：00～14：00（時間厳守）

2018年11月1日（木）10：00～14：00（時間厳守）
2018年11月2日（金）10：00～12：00（時間厳守）

WEBエントリー時にお申し込みください。

9.1 12:00～ Webエントリー受付開始 www.k-adc.netSAT

10.1 18:00

10:00～

Webエントリー受付終了MON

10.15 出品料のお支払い期限MON

11.1 搬入（一般・会員）THU

11.2 10:00～
12:00～

搬入（会員のみ）
クリエイター審査／一般投票開始

FRI

11.3 クリエイター審査（特別審査員参加）&授賞式＆交流パーティ／一般投票SAT

11.4 展示／一般投票SUN 6- TUE

応募方法

対象制作物

2015年5月から2018年8月末日までの期間に発表、使用、掲載、放映されたもので、
過去の九州ADCアワード未提出の仕事に限ります。
× 競合コンペ不採用・プレゼンテーション用に制作され未使用の制作物は受付できません。
× ひとつの仕事を異なる出品者で応募することはできません。スタッフ間で調整してご応募ください。
× 仕事の企業・団体等（著作権・肖像権等、他者の諸権利）の了解を得てないものは受付できません。
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今年は部門別の審査は行わず、ワンワークとして応募部門を統一。広告も映像もパッケージもロゴも
プロジェクトも「ひとつの案件（ワンワーク）」として応募してください。
ひとつの案件に、ロゴやポスターやCMなどがあった場合、それら全てをB1・B2・B3サイズいずれかの
シート（ワンワークシート）にまとめていただきます。逆にロゴのみという案件であれば、ロゴのみ
で応募ということになります。
CM等の映像のみの案件やWEBのみの案件であってもワンワークシートで出品してください。その際、
QRコードやその他の方法等で、来場者が自らアクセスして見てもらえるような仕掛けを施してください。

希望者のみ、会場装飾として映像をプロジェクターでループ放映します。
オプション出品として１エントリー＋3,000円で応募できます。

映像に関して

詳細なスケジュールはWebをご確認ください。

一般

会員

10,000円

6,000円
B1ヨコ

一般

会員

5,000円

3,000円
B2タテ

一般

会員

3,000円

2,000円
B3ヨコ
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九州
ベストナイン

グランプリ

あなたが
決める賞
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九州ADC AWARD2018 各賞について

九州
ベストナイン

クリエイター投票*

9

1 2 3

4 5 6

7 8

00005

00034

00068

00157

0398
スマホの投票フォームもしく
は投票用紙に、良いと思った
エントリーナンバーを入力。
最大100個まで投票できます。

３名の特別審査委員が協議
の上、九州ベストナインの
中から、グランプリを選出
します。

クリエイター投票

得票数100位～10位までを会場に貼り出し発表します。

特別審査員賞 各特別審査員がひとつだけ選出

一般人気投票
一般投票

11月2日～6日まで終日開催。一般来場者が気に入った仕事に投票できる。
後日、九州ADCのWeb上で発表。

00378よかフォト賞

00002よかイラスト賞

02566よかコピー賞

02566よかデザイン賞

スマホの投票フォームから、
その部門の中で、良いと思った
エントリーナンバーを入力。
有効投票数を獲得したら受賞
となります。

その他（自由記入）は、あなたが作る賞です。
あなたが「よかね～」と感じた仕事があれば記載してください。
例）地域活性化賞・インパクト賞などなど。

グランプリ九州
ベストナイン

特別審査員投票

9

1

2 3 4 5

6 7 8

立川 裕大 金谷 勉 行定 勲

よかフォト賞

よかイラスト賞

よかコピー賞

よかデザイン賞

その他（自由記入）

*クリエイター投票は、九州ADC会員＆賛助会員、JAGDA九州・山口・沖縄会員、FCC会員、
九州各県のデザイン専門学校およびデザイン系大学短大から代表1名、特別審査員３人に
より投票されます。
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ワンワークシートについて

B1ヨコ・B2タテ・B3ヨコの紙面スペースに、平面・立体問わず、自由に表現していただけます。
高さは自由。倒れない、壊れない工夫をしてください。密封されていない食物・生物・生花等は直接出品できません。
映像・Web等を見てほしい場合は、QRコードやその他の方法で、アクセスして見てもらえる仕掛けをしてください。
QRコードはInDesignで作成可能です。［オブジェクト］＞［QRコードを生成］＞［種類：Webハイパーリンク］illustratorにコピー&ペースト可能です。

共通のフォーマットがあります。
九州ADCのWebよりダウンロードしてお使いください。

ワンワークシートには、必要事項を記載していただきます。

●エントリーナンバー
●仕事名
●出品者名
●県名

B1 B2

B3

B3

ワンワークシートを会場に並べて展示します。

出品映像を追加料金（3,000円）で展示期間中、会場で放映することができます。

●単品 ： 1編の映像仕事（３分以内／３分をこえるものに関しては、３分以内に編集してください。）
●シリーズ ： 複数の映像が一連の流れ（同一プロジェクト、キャンペーン等）で展開されたもの。
　シリーズものも、３分以内に編集してください。
※仕事の企業・団体等（著作権・肖像権等、他者の諸権利）の了解を得たものを出品してください。

Webエントリー時に「 映像作品の投影希望 」にチェックしてください。

【納品期限】10月8日15：00まで　【納品先】 award@k-adc.net 

■データ納品のみです。ファイル形式の基本は＜A＞。難しければ＜B＞でも可。

＜A＞
フォーマット

コーディク

解像度

アスペクト比

フレームレート

音声コーデック

サンプリングレート

チャンネル数

ビット数

Quick Time Movie

Apple ProRes422

1920×1080(ＨＤ作品)

720×486(ＳＤ作品)

16:9／4:3

29.97

リニアＰＣＭ

48ｋＨｚ

2ｃｈ

24ｂｉｔ

＜B＞
フォーマット

コーディク

解像度

アスペクト比

フレームレート

音声コーデック

サンプリングレート

チャンネル数

ビット数

Quick Time Movie or mpeg4

H.264

1920×1080(ＨＤ作品)

720×486(ＳＤ作品)

16:9／4:3

29.97

リニアＰＣＭ

48ｋＨｚ

2ｃｈ

16ｂｉｔ

1
2
3

ファイル名は仕事名で保存。
ムービーのデータをfirestorage、ギガファイル便などにアップロード（※保存期間は7日以上で設定）
エントリーNo、ダウンロードURLをメールに記載。件名に［ 映像作品の投影希望 ］と記入。

条　件

ファイル形式

納　品
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原則、会場に直接持参

結果発表時の仕事の再提出について

今回のアワードでは「九州ADC年鑑」を発行しません。受賞仕事は九州ADCのWebおよびタブロイド紙面で発表いたします。

入賞の取り消し

審査会・展示終了後の制作物の取り扱い・返却について

諸権利について

すべての部門において応募仕事は必ずWebで事前エントリーと、出品料のお支払いをしてください。 www.k-adc.net
×福岡市内の方からの郵送等による応募は受け付けません。
＊事前エントリーなしで当日会場でエントリーされる場合および、エントリー済みで出品料未払いでの搬入の場合は、
　エントリー料金の現金お支払い＋事務手数料500円が別途必要となります。ご注意ください。

注意事項 出品前に必ずご確認ください！

アワードに関する報告物・告知物の編集著作権は九州アートディレクターズクラブに帰属し、有償頒布等による収益は
九州アートディレクターズクラブの収入金とさせていただきます。応募に際しては、審査会や展覧会での仕事公開、
タブロイド・ウェブサイト掲載の場合を想定し、著作権・肖像権等の諸権利について、クライアントや共同制作者、関連
業者など関係者の承諾が必要な場合は、応募者の責任において事前に承諾を得てください。
＊審査会や展覧会での仕事公開、タブロイド・ウェブサイトへの仕事掲載にあたり、九州アートディレクターズクラブは
一切の責任および支払義務を負いません。

返却をご希望の場合は、必ず引き取り時間内にお引き取りください。
引き取り日時：11月6日（火）16：00～18：00
＊上記日時以外の引き取りはできません。＊引き取り指定時間終了後、取りに来られない際は処分させていただきます。
＊なお、Web掲載のための撮影にあたって解体等の必要が生じた制作物については、連絡の上返却できない場合が
　ありますので、あらかじめご了承ください。

結果発表にあたり、仕事のデジタルデータまたは制作物実物、制作者クレジット（制作スタッフ名等）情報などを再提出
していただく場合があります。また、制作物実物は撮影のため解体させていただく場合があります。

応募要項に反するもの、他者の諸権利に抵触するもの、九州アートディレクターズクラブ運営委員会が不適切と判断し
たものは入賞の発表・通知後でも取り消す場合があります。また、結果発表のための制作物の再提出やデータ提出等に
応じていただけない場合も、入賞を取り消す場合があります。



ワンワークシートの作り方の例
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基本的に自由です。自分の仕事のどこが魅力的なのか、アピールしてください。
●共通のフォーマットがあります。｠九州ADCのWebからダウンロードしてご使用ください。
●パネル貼りはしないでください。

たとえばロゴの場合（B3ヨコの例）

ロゴマーク 使用例

使用例

たとえばパッケージの場合（B2タテの例）

写真

写真

パッケージ

たとえばキャンペーンの場合（B2タテの例）

ポスター ポスター ポスター

CM
店頭POP

CM

CM

たとえば映像またはWebの場合（B1ヨコの例）
ポスターなど実物にエントリー票
貼り付けもOK（B1・B2・B3）

映像

映像

映像

映像

映像

映像



Webエントリーについて
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Webエントリー
10月1日（月）18：00まで
www.k-adc.net

10月15日（月）18：00まで
クレジット決済・コンビニ決済
Paypal・銀行振込

出品料のお支払い

専用フォーマットに必要事項を
記載してください

ワンワークシート作成
搬入・展示

お問い合わせ
九州アートディレクターズクラブ事務局
エントリー担当：稲田ゆきこaward@k-adc.net

※

,

 

 

応募者氏名は
受賞者名です。

受付サイズは3種類です。
B3ヨコ／B2タテ／B1ヨコ
連続して並べたい場合は
［仕事を追加］してください。

20件まで仕事（出品点数）を追加で
きます。出品者名が異なる場合は、
新たにエントリーをお願いいたし
ます。

領収書はPDFでメールいたします。
入金確認後に発行をいたします。
少しお時間を頂く場合がございます。

映像の仕事を展示会場でループ
再生いたします。ご希望の方はご
選択ください。追加料金3,000円
が加算されます。

送信後エントリー内容が記載され
たメールが届きます。届かない場
合はお問い合わせください。

■エントリーをキャンセルしたい → キャンセル料は無料です。キャンセルしたいエントリーNoをメールでお知らせください。

■複数の出品をまとめて支払いたい、まとめて領収書が欲しい → エントリーNoを添えてメールでお知らせください。

■搬入当日の受付は可能ですか？ → 可能です。出品料と事務手数料500円が必要になります。

■エントリー済みで、出品料未払いでの搬入は可能ですか？ → 可能です。出品料と事務手数料500円が必要になります。

クレジット決済
コ ン ビ ニ 決 済
P a y p a l 決 済

福岡銀行　薬院支店
普通1730216
九州アートディレクターズクラブ

メールに記載のURL（Peatix）にアクセスし、
合計金額分のチケットを購入してください。
（カード・コンビニ手数料0円）

出品料の合計金額が［ エントリー受付完了メール ］に記載しております。

銀 行 振 込
手数料はご負担ください。

出品料のお支払い方法について


