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 応募 1 件ごとに、（1/6）から（6/6）ページまでを記入してください。 

 該当するチェックボックス □を■とするかまたはレ点でチェックを入れ、各項目を記入してください。 

 この用紙はジャパンマニュアルアワードのウェブサイト（https://www.jtca.org/tc_award/index.html）からもダウンロードできます。 

 この用紙は、ご応募の際にご記入した用紙をマニュアルと合わせてご提出ください。ならびに PDF にしたものをジャパンマニュアルアワード 2020 実行委員会宛

てにメール添付でご連絡ください。< e メールアドレス ： tc-awards-jim@jtca.org > 

 

◆部門 

■  一般部門 

□  産業部門 

 

 

◆応募作品の製品概要 

メーカー名称 ○○○○株式会社 

ブランド名称（あれば） Data Center （仮想） 

製品名称 

（一般名称、型番、等を

含む） 

オフィス複合機 AX シリーズ AX-F7011 （仮想） 

製品の概要 スキャナー、プリンター、ファクシミリ、データ保管、データ送信ができるオフィス用の複合機。 

 

 

 

“製品またはサービス” の意図した使用目的 

１０人程以上のオフィスで１人１台 PC を使っていて、社内のネットワークを通じて本製品で主に出力、スキャニング、データ保管、する。FAX 送

受信もできるが利用頻度は少ない。 

 

“製品またはサービス” のターゲットユーザー 

オフィスで業務利用する 18 歳から 60 代。 

 

 

“製品またはサービス” の特徴 

新しい機能は無い。データの処理速度の向上と、操作パネルの UI が刷新された。 
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◆提供される全てのマニュアルと審査対象 

１．製品と同時に提供されるマニュアルがわかるように記入してください。 

２．記入した内で、特定のユーザーに提供されるもの全てを、審査対象として□を■とするかまたはレ点でチェックを入れてください。 

もしも、全てを審査対象とすることが難しい場合でも、応募は可能とします。 

 提供されるマニュアル 

複数のマニュアルに分けられている全てをご記入ください。 
a). ユーザーへの提供媒体 審査対象 

マニュアルb). ユーザーへの提供方法 

インターネットを利用した提供もしている場合は、アクセス、ダウンロード、表示などの方法に

ついてご記入ください 

c). マニュアル対象読者と特徴 

① タイトル： 設置説明書 

 

内容： 設置、接続、初期可動を確認 

 

a). 媒体： 冊子 A$縦長 20 ページ 

□ 

b). 提供方法： 製品添付（製品同梱） 

（PDF www.xxxxx@xxxxx.xxx ） 

c). 対象読者と特徴： 

技能のある設置業者、オフィスの管理監督者、システム管理者 

 

 

② タイトル： 取扱説明書 

 

内容： 製品概念、設定、操作、メンテナンス、問い合せ、

廃棄、仕様、等 

 

a). 媒体： html 

■ 

b). 提供方法： インターネット クイックリファレンスマニュアルに記載の URL 

www.xxxxx@xxxxx.xxx 

c). 対象読者と特徴： 

オフィスで製品を利用する方たち、18 歳から 25 歳までを想定。 

50 歳以上はわかる人に聞きながらできる想定。 

PC でアプリケーション office の作業ができて、インターネットに関する簡単な知識

がある。初期の設定と接続はシステム管理者を立ててその者が行い、それ以降は

各自で利用する。 

③ タイトル： クイックリファレンスマニュアル 

 

内容： 取り扱いの簡易説明。主要な設定と操作のみ 

 

a). 媒体： シート 

 

■ 

b). 提供方法： 製品添付（製品同梱） 

（PDF www.xxxxx@xxxxx.xxx ） 

c). 対象読者と特徴： 

オフィスで製品を利用する方たち、18 歳から 25 歳までを想定。以下同じ。 

 

 

上記に納まらないものは次のページに記入してください。 

・ 提供媒体は、冊子、シート、パッケージ、PDF、html、動画、など。 

・ 提供方法は、製品同梱、製品に組み込み、ディスク、インターネット、など。 

 

◆マニュアルを必要とするタイミングをどう考えたか記入してください 

購入後に製品設置時①。 

設置後に②③④。いつでも使い方を調べることができるように各自の PC で見れるように②。製品の前に来て悩む人のために

③。製品で操作していてわからない人のために④。 

製品のアラート表示に促されて必要な作業をしようとする人のために⑤。 

 

 

この記入例では、「特定のユーザー」を「オフィスで製品を利用する方たち」とし

たので、マニュアルの対象読者が「設置業者ならびにオフィスの管理監督者、

システム管理者向け」の設置説明書は審査対象外とした。 
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 提供されるマニュアル 

複数のマニュアルに分けられている全てをご記入ください。 
a). ユーザーへの提供媒体 審査対象 

マニュアルb). ユーザーへの提供方法 

インターネットを利用した提供もしている場合は、アクセス、ダウンロード、表示などの方法に

ついてご記入ください 

c). マニュアル対象読者と特徴 

④ タイトル： ヘルプ 

 

内容： 機能ごと、設定や操作を説明 

 

a). 媒体： 製品に組み込み html 

■ 

b). 提供方法： 製品に組み込み 操作パネルで表示 

（審査用に内容を PDF で提出することができます） 

c). 対象読者と特徴： 

オフィスで製品を利用する方たち、18 歳から 25 歳までを想定。以下同じ。 

 

 

⑤ タイトル： メンテナンスの動画  

 

内容： メンテナンスの方法を動画で補足。インクカートリッ

ジの交換、ジャムの処理、など。 

 

a). 媒体： 動画 

■ 

b). 提供方法： インターネット 設置説明書、クイックマニュアル、取扱説明書、に

記載の QR コードから  

c). 対象読者と特徴： 

オフィスで製品を利用する方たち、18 歳から 25 歳までを想定。以下同じ。 

 

 

⑥ タイトル：  

 

内容：  

 

a). 媒体：  

□ 

b). 提供方法：  

 

c). 対象読者と特徴：  

 

 

 

⑦ タイトル：  

 

内容：  

 

a). 媒体：  

□ 

b). 提供方法：  

 

c). 対象読者と特徴：  

 

 

 

⑧ タイトル：  

 

内容：  

 

a). 媒体：  

□ 

b). 提供方法：  

 

c). 対象読者と特徴：  

 

 

 

・ 提供媒体は、冊子、シート、パッケージ、PDF、html、動画、など。 

・ 提供方法は、製品同梱、製品に組み込み、ディスク、インターネット、など。 
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◆補完情報 

(2/6）ページと(3/6）ページのマニュアル以外でユーザーに渡るカタログやウェブサイトなどの情報があれば任意で記入してください。 

ウェブで見ることができるものは URL を、提出いただけるものはその媒体（CD、DVD、USB メモリー、など）を記入してください。 

名称 / 媒体ならびに内容 提出 そのマニュアル等がダウンロードできる場合は URL をご記入く

ださい 

補完情報① 

公式ウェブサイトの製品情報 

□提出 

■提出無し 

www.xxxxx@xxxxx.xxxx 

補完情報② 

カタログ 

■提出 

□提出無し 

5 冊を用意した 

補完情報③ 

 

□提出 

□提出無し 

 

補完情報④ 

 

□提出 

□提出無し 

 

旧マニュアルは提出しないでください。新旧の比較評価はしません。 

 

 

◆特にコメントをしてほしいことがあれば記入してください 

取扱説明書（html）とガイド（組み込み）のそれぞれの情報の振り分けかたとボリュームの配分についてご意見をいただけると助

かります。 
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◆提出物を確認してください  

該当する□を■とするかまたはレ点でチェックを入れてください。 

 

●応募用紙一式 

■ 応募用紙 １セット （1/6）ページから（6/6）ページまでを記入 

●紙マニュアル 

□ オリジナル×5 部 

もしも、製品に添付するそのままの状態のものを部数用意できない場合、以下のどちらかで提出してください。 

□ オリジナル ×1 部 + コピー製本版 ×4 部 

■ オリジナル ×1 部 + PDF 格納ディスク ×4 部 

●画面で見るマニュアル 

■ 製品組み込みマニュアルなので製品実機を用意 

■ マニュアルの URL  （2/6）ページ、（3/6）ページ に記入 

□ メディア（CD、DVD など） オリジナル×5 部 

製品に添付するそのままの状態のものを部数用意できない場合、以下を提出 

□ オリジナル ×1 部 ＋ コピーディスク ×4 部 

システム上の制約事項 必要 OS や最低メモリー容量などを記入してください。 

                                                                                        

注意 

・ インストールするものは、アンインストールプログラムを添付するか、または方法がわかること 

・ ウイルスチェック済みのものを提出すること 

 

 

◆製品実機の用意  

下記の場合は、製品実機を確認して評価することを推奨しています。  

・ 画面で見るマニュアルで、製品組み込みマニュアルの場合または製品との連動がある場合 

・ 産業部門の場合 

□ 製品を協会事務局に送付 

製品送付を希望する場合は、送付前に「ジャパンマニュアルアワード 2020 実行委員会」までご相談ください。 

■ 訪問での審査を希望 

  予定の住所  ○○県○○市○○○○5-55-5 ○○○○株式会社 ○○○○部            

希望日を 5 月中旬から 6 月上旬で数日あげてください  5/20 午後、5/21～5/23            

ジャパンマニュアルアワード 2020 実行委員会から調整のご連絡をさせていただきます。 

□ 製品の用意は無い 

  

  

いずれかを選択 



以下はジャパンマニュアルアワード 2020 実行委員会が記入 

― 受付月日 2020 年   月   日 

 

ジャパンマニュアルアワード 2020 応募用紙（記入例） 

                                    (6 / 6） 

 

◆管理情報 

製品名称 （1/6）ページの 製品名称（一般名称、型番、等を含む） を記入してください。 

オフィス複合機 AX シリーズ AX-F7011 （仮想） 

マニュアル発行年月 2019  年 10 月    主とするマニュアルの発行年月を記入してください。 

応募会社名 正式な会社名を全角・半角・スペースの区別ができるよう記入してください。 

○○○○株式会社 

所属 ○○○○部○○○課○○○グループ 

応募担当者名 （よみがな）  ○○○○○○   （ ○○○○○○○○ ） 

制作 □自社 ■自社＋協力会社 （協力会社名： 株式会社△△△△△△      ） 

商品の発売元 弊社 

連絡先 

 住所 

〒 ○○○-○○○○ 

住所 ○○県○○市○○○○1-11-1 

電話 ○○○－○○○○－○○○○ 

FAX    －    －     

E-mail ○○○○＠○○○○    

業種 ■メーカー   □マニュアル制作会社   □フリー   □商社／販売会社 

□その他（                        ） 

応募者が著作権者を代表する方でない場合、著作権者の出品承諾 

 

 

 

 

 

                                         印    

 

 

 

 


