
お問い合せ先 info@cce-web.jp

10/7fri･8sat

AM 10:00      PM6:00

審査員／河西 智彦氏
愛媛県美術館 新館 特別展示室1・2・3

今年はリアル+オンラインの
　　　　ハイブリッド開催! !

会員外
の方も

応募で
きます

！

CCE
AWARD
2022
※8日（土）はPM4:00まで

※コロナなどの理由により、リアル開催を中止する場合は、
　約 2週間前にアナウンスさせていただきます。
　なお、リアル開催中止時でもオンラインで開催のため、返金は行いません。



CCE AWARD
CCE AWARDとは
愛媛および近県のクリエーター同士が互いの制作物を審査し、刺激しあう公開審査会。

CCE会員をはじめとするプロのクリエーターを対象にしたプロフェッショナル部門と、
学生を対象にしたネクストジェネレーション「学生公募」部門を設けています。

①投票ポイント

②審査員・CCE会員・一般来場者の投票できる部門

審査員　　 3点　

CCE会員　 1点　

一般来場者 1点

〈ベストワーク賞〉

●部門賞（全10部門から各部門１作品）

●グランプリ　　: 全応募作品の中から1作品

●審査員賞　　 : ネクストジェネレーション「学生公募」部門全応募作品の中から1作品

■ 審査員・CCE会員の投票で決定

　 プロフェッショナル部門

■ 審査員の投票で決定

■ 一般来場者の投票で決定

●ベスト フォトグラフ賞　　　: 全応募作品の中で最も優れた写真作品。

●ベスト イラストレーション賞  : 全応募作品の中で最も優れたイラスト・CG作品。

●ベスト コピー賞　　　　　 : 全応募作品の中で最も優れたコピー作品。

ネクストジェネレーション「学生公募」部門（県内の学生を対象とした部門）
●最優秀作品賞

●CCE賞　　　: 全応募作品の中から1作品

■ CCE会員の投票で決定

●県民審査賞     : プロフェッショナル部門全応募作品の中から上位3作品
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グランプリ 全応募作品の中から、審査員が選出した作品。

全応募作品の中から、CCE会員が選出した作品。CCE賞

部門賞 全10部門、各部門ごとに最高得票数を獲得した作品。

全応募作品の中で最も優れた写真作品。

全応募作品の中で最も優れたイラスト・CG作品。

全応募作品の中で最も優れたコピー作品。

※グランプリ・CCE賞
　作品を除く

ベスト フォトグラフ賞

ベスト イラストレーション賞

ベスト コピー賞

最優秀作品賞 全応募作品の中から、最高得票数を獲得した作品。

全応募作品の中から、クライアントが選出した作品。

全応募作品の中から、審査員が選出した作品。

クライアント賞　

審査員賞

県民審査賞 全応募作品の中から、一般来場者が選出した上位3作品。

ネクストジェネレーション「学生公募」部門

プロフェッショナル部門
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応募規定

● 応募資格

　 応募作品のクリエーティブに関わった、愛媛県在住または中四国のクリエーター。（中四国外でも、愛媛に関わった仕事なら可）

● 対象制作物

　 2021年8月から2022年7月末日までの期間に仕事として発表、使用、掲載、放映されたもの。
　 × 競合コンペ不採用・プレゼンテーション用に制作された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）の了解を得ていないものは受付できません。

● 出品料の支払い方法（Peatix）　各部門の出品料を確認のうえ、

　下記URLより該当のチケットをご購入ください。
　https://cce-award2022.peatix.com/
　購入期限 : 9月22日(木)　　
　＊チケット購入にはPeatixのアカウント登録が必要です。

● 出品料の支払い方法（銀行振り込み）

　 下記口座にお振り込みください。

　 伊予銀行味生支店（店番139）　口座番号 ： 普通1335518　口座名 ： クリエーターズクラブ愛媛
　 振込時にATMなどから発行される「振込明細書」を必ず「作品応募用紙」に貼付してください。

　 ※振込手数料は、出品者がご負担ください。　 振込期限 ： 9月22日（木）

注意事項

● 審査会・展示終了後の制作物の取り扱い・返却について

　 出品作品の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。（それ以降は破棄します。）

　引き取り日時 ： 10月8日（土）16:00～16：30 公開審査会場 撤収時

● 諸権利について

　入賞作品は「CCE年鑑」に掲載されますが、「CCE年鑑」の編集著作権はクリエーターズクラブ愛媛に帰属し、

　有償頒布等による収益はクリエーターズクラブ愛媛の運営費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、年鑑・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、年鑑・ウェブサイトへの作品掲載にあたり、クリエーターズクラブ愛媛は
　一切の責任および支払義務を負いません。

ミ　ブ

銀行振込を利用した方は振込日に info@cce-web.jp までご連絡ください。

基本的に Peatix をご利用下さい。

※なお、リアル開催中止時でもオンラインで開催のため、返金は行いません。

※なお、リアル開催中止時でもオンラインで開催のため、返金は行いません。
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スケジュール
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エントリー期間 ：  8月26日（金）～9月16日（金）
出品を希望される方は、CCEのエントリー専用サイト https://entry.cce-web.jp

にアクセスし、「エントリーフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。

エントリー

10月7日（金）・8日（土） 10：00～18:00 ※8日（土）は16:00まで
※入場は30分前までとさせていただきます。 8日（土）16:00より撤収開始。

会場／愛媛県美術館 新館 特別展示室1・2・3
〒790-0007 愛媛県松山市堀之内

公開審査

●印刷物・プロダクト・Web　

コロナ感染対策のため、持ち込みは各自でお願いいたします。
10月6日（木）AM10時～PM２時の間で20分毎にご案内予定。

なお、詳細は、2週間前のリアル開催決定後にお知らせいたします。
※当日ご都合がつかない方や遠くの方で持ち込みが難しい方は、相談の上、下記窓口送付してください。

●テレビCM・ラジオCM・映像　

オンラインでの入稿になります。
詳しくは次のページの04-1・04-2を参照ください。

〈印刷物・プロダクト・Web 受付窓口〉

● （株）シンプル （担当 ： 正岡）

　 〒790-0833 愛媛県松山市祝谷2丁目10-12 エスポワール品川1F　TEL 089-909-8508

● 佐川印刷（株）（担当 ： 清家・末長・森井）

　 〒791-8018 松山市問屋町6番21号　TEL 089-925-7471

作品搬入
（リアル会場）

10月8日（土） 18：00～20:00  受付／17:30～

会場／サイボウズ　
〈参加費〉会員・非会員　無料  ※事前参加申込必要。詳細は https://cce-web.jp/
                                         ※コロナ禍の状況により変更になる場合があります。 

授賞パーティー

〈お問い合せ先〉 info@cce-web.jp

愛媛県松山市二番町 3-7-12 QUALITA MATSUYAMA 3 階（受付）

先着 40 名

受付期間 ： 9月16日（金）～9月22日（木）

受付期間 ： 8月26日（金）～9月16日（金）
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応募の手順
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❶ エントリー

エントリー専用サイト（CCEホームページ内）
 https://entry.cce-web.jp
にアクセスし、「エントリーフォーム」に必要事項を入力し、送信してください。

★エントリー受付期間／8月26日（金）～9月16日（金）

❷「作品応募用紙」の記入

エントリー専用サイトから「作品応募用紙」をダウンロード、プリントアウトし、必要事項をご記入ください。
「作品応募用紙」は応募作品1点につき1枚必要です。

応募作品（現物）と「作品応募用紙」は、各自持ち込みでお願いいたします。【印刷物・プロダクト】

【テレビCM・映像】

【Web】

基本的に Peatix をご利用下さい。

振込時に発行される「振込明細書」をコピーし、「作品応募用紙」に貼付してください。
その際、「残高」など不要な箇所は削除してください。
複数の作品を応募される場合は、それぞれの「作品応募用紙」に貼付をお願いします。
振込者と応募者の名前が違う場合は、振込金明細書添付スペースのチェック欄にチェックをお願いします。
※ネットバンキングを利用される方は、振り込み完了画面のプリントアウトを添付してください。

❺ 作品の搬入

❹ 「振込明細書」の添付

各部門の出品料を確認のうえ、Peatiｘまたは銀行振り込みにてお支払いください。
●Peatixはこちらより、該当のチケットをご購入ください。　https://cce-award2022.peatix.com/
●銀行振り込みは下記の口座にお振り込みください。

　伊予銀行味生支店（店番139）　口座番号 ： 普通1335518　口座名 ： クリエーターズクラブ愛媛
　振込時にATMなどから発行される「振込明細書」を必ず「作品応募用紙」に貼付してください。

※振込手数料は、出品者がご負担ください。　 振込期限 ： 9月22日（木）

❸ 出品料の振込（P02参照）

ミ　ブ

10 月 6 日（木）AM10 時～PM２時の間で 20 分毎にご案内予定。
※当日ご都合がつかない方や遠くの方で持ち込みが難しい方は、
　相談の上、作品受付窓口（P03）に９月 22 日までに郵送または持参してください。

※当日ご都合がつかない方は、相談の上、作品受付窓口
　（P03）に９月 22 日までに郵送または持参してください。

【注意】今回はハイ
ブリット開催の為、

全部門データのエン
トリーは 9月 16 日が

締切！

会場審査用はデータストレージサービスでアップロードしてエントリーフォームにてお知らせください。
オンライン審査用はYouTubeにアップロードしてURLをエントリーフォームにてお知らせください。
　【締切9月16日（金）】

エントリーフォームに作品が閲覧できるサイトのＵＲＬを記入。
その上で主要サイト画面のボード貼り（A3縦）と「作品応募用紙」を同封し、
各自持ち込みでお願いいたします。



CCE AWARD

■ジェネラルグラフィック部門　※データ名は「 data.pdf 」としてください。

今回、アワードは、リアルとオンラインでのハイブリッド開催になります。
よって、エントリー時にデジタルデータのご提出をお願いいたします。
エントリー後の対応はいたしかねますので、ご了承ください。

04-2

CCE AWARD 2022
オンライン審査への
ご協力依頼重要！

■ネクストジェネレーション「学生公募」部門　※データ名は「 data.pdf 」としてください。

■テレビCM・映像部門　
　→　　

■全部門共通　
サムネイル用に長辺640px以上でRGBモードのjpegデータをご用意いただき　　　　　　　
下記、部門ごとのデータとともにZIP形式で圧縮しエントリーからアップロードしてください。

■ポスター部門　※データ名は「 data.pdf」としてください。
■新聞広告・チラシ・雑誌広告部門　※データ名は「 data.pdf 」としてください。

■シンボル・ロゴ・タイポグラフィ部門　※データ名は「 data.pdf 」としてください。

■パッケージ部門　※データ名は「 data.pdf」としてください。

■プロダクト部門　※データ名は「 data.pdf」としてください。

■Web・インタラクティブメディア部門
　→　エントリー時にURLを記載ください。キャンペーンサイトなど現状公開されていない
　　　場合は限定公開などで審査員が閲覧できるURLをご準備ください。
　　

　→　エントリー時に低解像度PDFをアップロードしてください。
　　　必ず、1つのデータにまとめてください。

■環境・空間・サイン・ディスプレイ部門　※データ名は「 data.pdf 」としてください。

■ブランディング・プロモーション部門　※データ名は「 data.pdf 」としてください。
単品なら 1枚、シリーズなら複数枚という形で A4横の低解像度 PDF で 1つのファイルにまとめてください

会場審査用はデータストレージサービスでアップロードして
エントリーフォームにてお知らせください。
オンライン審査用はYouTubeにアップロードしてURLをエントリーフォームにてお知らせください。

会場審査用のデータ
と

オンライン審査用の
URL は

同時にエントリーし
てください。
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審査部門　　プロフェッショナル部門

　　　　　　　ネクストジェネレーション「学生公募」部門
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テレビCM・映像部門
テレビや劇場、イベントなどの公共でオンエアされた映像など。

ポスター部門
公共で掲示されたポスター。

新聞広告・チラシ・雑誌広告部門
新聞、雑誌、フリーペーパーなどの誌面に掲載された広告など。

ジェネラルグラフィック部門
書籍・雑誌・フリーペーパー・パンフレット・リーフレット・カレンダーなど。

シンボル・ロゴ・タイポグラフィ部門
シンボルマーク、ロゴ、タイポグラフィーのデザインなど。

パッケージ部門
バッケージ、包装紙、ショッピングバッグなどの包装ツールなど。

プロダクト部門
工業製品・工芸品など。

Web・インタラクティブメディア部門
PCサイト、携帯サイトなどのネット環境で展開したコンテンツなど。

環境・空間・サイン・ディスプレイ部門
店舗、施設、イベントなどにおける環境設計やサイン計画など。

ブランディング・プロモーション部門
広告・プロモーション、商品開発、ブランド構築、CI・VI計画、販促企画、イベント企画など

11 クライアント：愛媛オレンジバイキングス　テーマ：未定
※学生対象　※詳細はinfo@cce-web.jpまで
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❶ テレビCM・映像部門
テレビや劇場、イベントなどでオンエアされた映像など。

◎出品形態 ●単品 ： テレビCM・WebCMは120秒まで
　　　　映像は、3分以内（3分を超える作品は、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。
　　　　　（シリーズは、合計で3分以内に編集してください。）

◎出品料

◎出品方法

06

テレビCM・映像

●ファイル形式（基本は A 。難しければ B でも可。）

フォーマット Quick Time Move

16 : 9 

29.97

リニアPCM

48kHz

2ch

24bit

1920×1080（HD作品）

A
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

チャネル数

ビット数

フォーマット Quick Time Move or mpeg4

16 : 9

29.97

リニアPCM

48kHz

2ch

16bit

1920×1080（HD作品）

B
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

チャネル数

ビット数

会場審査用はデータストレージサービスでアップロードして

エントリーフォームにてお知らせください。

オンライン審査用はYouTubeにアップロードして

URLをエントリーフォームにてお知らせください。　【締切9月16日（金）】

単　　 品 会員1,000円／非会員2,000円

シリーズA

シリーズB

90秒以内

180秒以内　

会員2,000円／非会員4,000円

会員3,000円／非会員6,000円

今回ハイブリッド開催の為、単品、シリーズ A、シリーズ Bにおいて、
オンライン審査用に限り、秒数の制限を解除します。
ご希望の方は、会場審査用（秒数制限有り）と
オンライン審査用（秒数制限なし）の 2種類のデータをご用意ください。

会場審査用
のデータと

オンライン
審査用のU

RL は

同時にエン
トリーして

ください。



❷ ポスター部門
公共で掲示されたポスター。

◎出品形態 ●単品 ： 1枚のポスター

●シリーズ ： 複数枚のポスターが一連の流れ（同一テーマ、キャンペーンなど）で展開されたもの。
　　　　　 図柄の連続性にかかわらず断裁された印刷物1枚を1点と数えます。

◎出品料

CCE AWARD 07

◎出品アドバイス

《単品》 《シリーズ》

シリーズ：B0スペースを基準に出品料が異なります

応募用紙は                       添付してください　

応募用紙は貼らずに添付していますか。
応募用紙に振込明細書 (または振込を証明するもの )を貼りつけましたか。
出品料をもう一度ご確認ください ( 作品スペース等によって料金が異なります）。
巻きぐせはついていませんか。

作品の送付先 （希望者）/ P03 参照
作品の直接持ち込み /
10/6 （木） AM10時～PM２時（公開審査会場）
審査・展示終了後の引取り/ 
10/8 （土） PM 4 時～ PM4 時半（公開審査会場）
お問い合わせ先 / info@cce-web.jp

してください

送付してください
パネル貼り

のばして

必要に応じて

1456mm

B0 1030mm

単　　 品

シリーズA

シリーズB

　会員1,000円／非会員2,000円

1シリーズ　会員2,000円／非会員4,000円

1シリーズ　会員3,000円／非会員6,000円

B0スペースまで

上記を超える場合



CCE AWARD
❸ 新聞広告・チラシ・雑誌広告部門
新聞広告、雑誌広告、フリーペーパー広告

◎出品形態 ●単品 ： 1つの紙面・誌面内の1カ所に掲載された広告

●シリーズ ： 複数の広告が一連の流れ（同一テーマ、キャンペーン等）で展開されたもの。
※必ず台紙に貼って出品してください。

◎出品料
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◎出品アドバイス

《単品》 《シリーズ》

シリーズ：B0 サイズを基準に出品料が異なります

応募用紙は                       添付してください　

応募用紙は貼らずに添付していますか。
応募用紙に振込明細書 (または振込を証明するもの )を貼りつけましたか。
出品料をもう一度ご確認ください ( 作品サイズ等によって料金が異なります）。
ボード貼りしていますか。

作品の送付先 （希望者）/ P03 参照
作品の直接持ち込み /
10/6 （木） AM10時～PM２時（公開審査会場）
審査・展示終了後の引取り/ 
10/8 （土） PM 4 時～ PM4 時半（公開審査会場）
お問い合わせ先 / info@cce-web.jp

してください

してください

必要に応じて

1456mm

B0 1030mm

シリーズB

単　　 品

シリーズA

　会員1,000円／非会員2,000円

1シリーズ　会員2,000円／非会員4,000円

1シリーズ　会員3,000円／非会員6,000円

B0スペースまで

上記を超える場合



CCE AWARD
❹ ジェネラルグラフィック部門
書籍・雑誌・フリーペーパー・パンフレット・リーフレット・カレンダーなど。

◎出品形態 ●単品 ： 1つの作品

●シリーズ ： 複数の作品が一連の流れ（同一プロジェクト、キャンペーンなど）で展開されたもの。

◎出品料
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《単品》 《シリーズ》

応募用紙は                       添付してください　

応募用紙は貼らずに添付していますか。
応募用紙に振込明細書 (または振込を証明するもの )を貼りつけましたか。
出品料をもう一度ご確認ください ( 作品サイズ等によって料金が異なります）。
現物を提出していますか。

作品の送付先 （希望者）/ P03 参照
作品の直接持ち込み /
10/6 （木） AM10時～PM２時（公開審査会場）
審査・展示終了後の引取り/ 
10/8 （土） PM 4 時～ PM4 時半（公開審査会場）
お問い合わせ先 / info@cce-web.jp

を提出してください

※スペースの関係上重ねて
　展示する場合があります。

1030mm

B1 728
     mm

1030mm

B1 728
     mm

単　　 品

シリーズA

　会員1,000円／非会員2,000円B1スペースまで

1シリーズ　会員2,000円／非会員4,000円B1スペースまで



CCE AWARD
❺ シンボル・ロゴ・タイポグラフィ部門
シンボルマーク、ロゴ、タイポグラフィー、書体、フォントなど。

◎出品形態 ●単品 ： 単体のシンボル・ロゴ、1書体のフォントデザインなど

●シリーズ ： 単体の展開バリエーション（和文・英文など）
※必ず台紙に貼って出品してください。

◎出品料
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《単品》

応募用紙は                       添付してください　

応募用紙は貼らずに添付していますか。
応募用紙に振込明細書 (または振込を証明するもの )を貼りつけましたか。
出品料をもう一度ご確認ください ( 単品とシリーズで料金が異なります）。
ボード貼りしていますか。

作品の送付先 （希望者）/ P03 参照
作品の直接持ち込み /
10/6 （木） AM10時～PM２時（公開審査会場）
審査・展示終了後の引取り/ 
10/8 （土） PM 4 時～ PM4 時半（公開審査会場）
お問い合わせ先 / info@cce-web.jp

配置！サイズに

《シリーズ》

まで

してください

《単品》も

《シリーズ》も

420mm

A3 297mm

※上記 をよくお読みください

自由です

※注意事項 ： 書体デザイン、フォントデザインの場合は作品の特徴が分かるよう適当な文字数で構成。

単　　 品

シリーズA

　会員1,000円／非会員2,000円

会員2,000円／非会員4,000円

シリーズB

A3に１点のみ配置

A3×2枚まで

A3×3枚まで 会員3,000円／非会員6,000円



CCE AWARD
❻ パッケージ部門
バッケージ、包装紙、ショッピングバッグなどの包装ツールなど。

◎出品形態 ●単品 ：  1つの作品

●シリーズ ： 複数のアイテムが一連の流れ（同一プロジェクト、キャンペーン）で
　　　　　 展開されたもの。

◎出品料
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作品は原則として実物をそのまま提出。
生物や腐る可能性のあるもの、変色・変形・臭いを放つ可能性のあるもの等の展示はできませ
ん。食品サンプルや画像出力で対応するなど2日間の展示に耐えうる対策を行ってください。
土や液体など会場を汚す恐れのあるものも展示できません。

※注意事項 ： 

《単品》

1030mm

B1 728mm

シリーズ：B0 スペースを基準に出品料が異な
ります

単品：B1スペースを基準に
出品料が異なります

※上記 をよく
お読みください

《シリーズ》

応募用紙は                       添付してください　

応募用紙は貼らずに添付していますか。
応募用紙に振込明細書 (または振込を証明するもの )を貼りつけましたか。
出品料をもう一度ご確認ください ( 作品スペース等によって料金が異なります）。
現物を提出していますか。

作品の送付先 （希望者）/ P03 参照
作品の直接持ち込み /
10/6 （木） AM10時～PM２時（公開審査会場）
審査・展示終了後の引取り/ 
10/8 （土） PM 4 時～ PM4 時半（公開審査会場）
お問い合わせ先 / info@cce-web.jp

を提出してください

1456mm

B0 1030mm

単　品

シリーズA

　会員1,000円／非会員2,000円B1スペースまで

1シリーズ　会員2,000円／非会員4,000円

1シリーズ　会員3,000円／非会員6,000円

B0スペースまで

上記を超える場合シリーズB



CCE AWARD
❼ プロダクト部門
工業製品・工芸品など（プロトタイプは不可）。

◎出品形態 ●単品 ：  1つの製品

●シリーズ ： 多数の製品が一連の流れ（同一プロジェクト、キャンペーン等）で
　　　　　 展開されたもの。

◎出品料
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作品は原則として実物をそのまま提出。
生物や腐る可能性のあるもの、変色・変形・臭いを放つ可能性のあるもの等の展示はできませ
ん。食品サンプルや画像出力で対応するなど2日間の展示に耐えうる対策を行ってください。
土や液体など会場を汚す恐れのあるものも展示できません。

※注意事項 ： 

シリーズ：B0 スペースを基準に出品料
が異なります

単品：B1スペースを基準に
出品料が異なります

《単品》 《シリーズ》

応募用紙は                       添付してください　

応募用紙は貼らずに添付していますか。
応募用紙に振込明細書 (または振込を証明するもの )を貼りつけましたか。
出品料をもう一度ご確認ください ( 作品スペース等によって料金が異なります）。
現物を提出していますか。

作品の送付先 （希望者）/ P03 参照
作品の直接持ち込み /
10/6 （木） AM10時～PM２時（公開審査会場）
審査・展示終了後の引取り/ 
10/8 （土） PM 4 時～ PM4 時半（公開審査会場）
お問い合わせ先 / info@cce-web.jp

を提出してください

※上記 をよく
お読みください

1030mm

B1 728mm

1456mm

B0 1030mm

単　品

シリーズA

シリーズB

　会員1,000円／非会員2,000円B1スペースまで

1シリーズ　会員2,000円／非会員4,000円

1シリーズ　会員3,000円／非会員6,000円

B0スペースまで

上記を超える場合



CCE AWARD
❽ Web・インタラクティブメディア部門
PC・スマホ・タブレットなどのWeb環境で展開したコンテンツなど。

◎出品形態 ●単品 ：  1つのウェブサイト、アプリケーション、デジタルコンテンツ

●シリーズ ： 複数のコンテンツ一連の流れ（同一プロジェクト、キャンペーンなど）で
　　　　　 展開されたもの。
※必ずパネルに貼って出品してください。

◎出品料

◎出品方法
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ウェブサイトの場合は事前にエントリーフォームからURLをお送りください。

アプリやデジタルコンテンツでウェブ上で参照できるものがある場合も

エントリーフォームからURLをお送りください。

エントリー専用サイト（CCEホームページ内）
http://entry.cce-web.jp

A3タテサイズでプレゼンテーションシートをパネル張りして出品してください。（P3参照）

Web・インタラクティブメディア部門の審査は事前審査です。
PC以外のデバイスが必要な作品については、ご自身でデバイスをご準備いただくことで

アワード当日に展示が可能です。

設営日（10月6日（木）AM10時～AM11時の間）に直接会場へ持ち込みも可。

◎審査方法 ●Web上に公開されているコンテンツは事前審査です。

　当日までに各自審査をお願いいたします。

❶

❷

❸

297mm

420
   mm

420mm

594
   mm

《単品》

《シリーズ》

応募用紙は                       添付してください　

応募用紙は貼らずに添付していますか。
応募用紙に振込明細書 (または振込を証明するもの )を貼りつけましたか。
出品料をもう一度ご確認ください。
パネル貼りしていますか。

作品の送付先 （希望者）/ P03 参照
作品の直接持ち込み /
10/6 （木） AM10時～PM２時（公開審査会場）
審査・展示終了後の引取り/ 
10/8 （土） PM 4 時～ PM4 時半（公開審査会場）
お問い合わせ先 / info@cce-web.jp

おススメ！
も内容の

固定！

単　品 　会員1,000円／非会員2,000円A3タテ（パネル貼り）

シリーズA 　会員2,000円／非会員4,000円A2タテ（パネル貼り）1枚

シリーズB 会員3,000円／非会員6,000円A2タテ（パネル貼り）2枚まで



CCE AWARD
❾ 環境・空間・サイン・ディスプレイ部門
店舗、施設、イベントなどにおける環境設計やサイン計画など。

◎出品形態 ●1つのプロジェクト（物件、会場、アイテム等）

※必ず台紙に貼って出品してください。

◎出品料
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※注意事項 ： 案件名、企画内容、PRポイントなども入れてください。
　　　　　　仕事の効果がわかるような複数の写真等を（B1台紙まで）に貼って提出。
　　　　　　（台紙内は何点配置しても可）
　　　　　　この部門に出品された作品であっても、他部門に重複して出品可能です。

シリーズ：B1サイズを基準に出品料が異なります

応募用紙は                       添付してください　

応募用紙は貼らずに添付していますか。
応募用紙に振込明細書 (または振込を証明するもの )を貼りつけましたか。
出品料をもう一度ご確認ください ( 作品サイズによって料金が異なります）。
パネル貼りしていますか。

作品の送付先 （希望者）/ P03 参照
作品の直接持ち込み /
10/6 （木） AM10時～PM２時（公開審査会場）
審査・展示終了後の引取り/ 
10/8 （土） PM 4 時～ PM4 時半（公開審査会場）
お問い合わせ先 / info@cce-web.jp

※上記 をよくお読みください

してください

 わかりやすい！
を並べると

1030mm

B1 728mm

単品 会員1,000円／非会員2,000円B1台紙まで



CCE AWARD
10 ブランディング・プロモーション部門
広告・プロモーション、商品開発、ブランド構築、CI・VI計画、販促企画、イベント企画など

◎出品形態 ●1つのプロジェクト

※必ず台紙に貼って出品してください。

◎出品料

◎出品例

◎案件名
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※注意事項 ： 案件名、企画内容、PRポイントなども入れてください。
　　　　　　仕事の効果がわかるような複数の写真等を（最大B0台紙まで）に貼って提出。
　　　　　　（台紙内は何点配置しても可）
　　　　　　この部門に出品された作品であっても、他部門に重複して出品可能です。

単品 会員1,000円／非会員2,000円B0台紙まで

 わかりやすい！
を並べると

応募用紙は貼らずに添付していますか。
応募用紙に振込明細書 (または振込を証明するもの )を貼りつけましたか。
出品料をもう一度ご確認ください。
パネル貼りしていますか。

作品の送付先 （希望者）/ P03 参照
作品の直接持ち込み /
10/6 （木） AM10時～PM２時（公開審査会場）
審査・展示終了後の引取り/ 
10/8 （土） PM 4 時～ PM4 時半（公開審査会場）
お問い合わせ先 / info@cce-web.jp

愛媛県パン協同組合「ひめの麦畑」

◎企画意図
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

◎PRポイント

ロゴ

テレビCM

パンフレットポスター ホームページ

CM

CM

CM

CM

1456mm

B0 1030mm

してください

応募用紙は                       添付してください　



CCE AWARD 2022 応募用紙

審査部門

作品名

Web・インタラクティブ部門は
URLを明記 http://

名　前
ふりが な

（会社名・学校名）

※表彰状にそのまま反映されます。
　お間違えのないようにご注意ください。

所　属

電　話

職　種 名　前

E-mail

応募者

制作
クリエーター

クライアント

掲載日または使用開始日

□ テレビCM・ラジオCM・映像部門
□ ポスター部門
□ 新聞広告・チラシ・雑誌広告部門
□ ジェネラルグラフィック部門
□ シンボル・ロゴ・タイポグラフィ部門
□ ネクストジェネレーション部門

□ パッケージ部門

□ プロダクト部門

□ web・インタラクティブメディア部門

□ 環境・空間・サイン・ディスプレイ部門

□ ブランディング・プロモーション部門
※エントリーした部門に
　１つチェックしてください。

※会員・非会員にチェックしてください。

 この用紙は出品物と一緒に同封してください。　 出品物の裏に貼らないでください。

★

★

★ ★

★

★

★

★は必須項目です。記入漏れがあると無効になります。
【ご注意】※出品作品は「制作者の作品」である前に「クライアントからオーダーされた仕事」である、ということを前提に出品してください。
※出品作品については、出品者が全ての関係者から出品の許諾を受けてください。※クライアントへの許可など出品者の責任に於いて行ってください。
出品許諾によるトラブルなどについてはクリエーターズクラブ愛媛は一切の責任を負いません。

制作者の職種、名前を
ご記入ください。
職種例：クリエーティブディレクター

アートディレクター
プランナー
コピーライター
デザイナー
フォトグラファー
イラストレーター
など

作
品
No. ※事務局記入欄

※個人情報は本イベントのみで使用し、クリエーターズクラブ愛媛が責任をもって管理します。

シリーズ作品（展開バリエーション含む）はココもチェック→ □

□会員 □非会員

※作品ごとに応募用紙をご用意ください。

●応募資格／応募作品のクリエーティブに関わった、愛媛県在住または中四国のクリエーター。（中四国外でも、愛媛に関わった仕事なら可）

お手数ですがココに
銀行振込が確認できる、
振込金明細書を添付ください。

※コピーでも可
※残高など不要箇所は削除してください。

振込者と応募者の名前が違う場合は
以下のチェック欄に
チェックをしてください。

Peatixでの入金は
ココにチェックをいれてください。

振込金明細書
添付スペース★

□

□


