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1"1!
一万人の建築家展のトップページ画
面を開きます。日本語の表示か英語
の表示どちらかを選びます。!
選ばれている方が文字が赤く表示!
されています。!

1-2!
右側!
『EXHIBITOR REGISTRATION』!
のボタンをクリックします。 �

アカウント登録をしよう!

1-3!
�登録情報の画面になります。!
※印の欄は、入力必須項目です。 �

1-4!
※印の項目すべてに入力が済んだら、!
「LEGAL INFORMATION」に同意します�を
クリックします。!
そうすると、下に「確認画面へ」というボタン
が表示されますのでボタンを押して、先に進
みます。 �

1.�

3�

言語を選んでください�

←クリック！ �



1-6!
登録ボタンをクリックすると、この画面に切り替わります。!
すぐ登録したメールアドレス宛に確認メールが自動配信されますので、メール
をご確認ください。!

1-5!
入力に誤りがなければ、”登録”ボタンを押して先に進みます。!
間違いがあれば、”戻る”ボタンをクリックして、前の画面から入力!
を修正してください。 �
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1-7!
登録の確認手続き�というメールが届きます。!
本文記載のURLをクリックしてください。!
※メーラーの設定によっては迷惑メールに混ざってしまう場合がございます。
メールは登録後すぐ送信されるので、もれなく確認してください。 �

1-8!
URLをクリックすると、こちらの画面が現れます。!
登録したメールアドレスとパスワードを入力し、”LOG IN”ボタンを押して
ください。!
ここで登録が完了となります。 �

5�

←このURLをクリック！�



6�

WEB EXHIBITIONに出展しよう �2.�
ログインしていない状況� ログイン状況�

2-1!
登録したメールアドレス、パスワードを記入し、“LOGIN”をクリックしてください。!
ログインすると上記のように画面代わります。!
下記EXHIBITOR PAGEをクリックしてください。 �

2-2!
上記のページに切り替わります。!
“WEB EXHIBITION”をクリックしてください。 �

↑クリック！ �

↑!
クリック！ �



ここをクリック！�

2-4!
上記の画面に切り替わります。!
こちらがWEB EXHIBITION登録ページとなります。!

作品写真をまずアップロードします。!
上記の大きな四角をクリックします。 �7�

↑!
クリック！ �

2-3!
上記のページに切り替わります。!
[EDIT]をクリックします。!



2-5!
“フォルダを選択”をクリックし任意の画像ファイルを選択してください。!
作品写真にかかるコピーライトがフリーの場合は、“アップロード”をクリックします。!

2-6!
コピーライトを記入する場合、コピーライト”EDIT”ボタンをクリックします。!
“著作権保持“ボタンをクリックします。 �

8�



2-7!
画面に現れる欄にコピーライトを記入してください。!
コピーライトにリンクしたいWEBSITEがあれば合わせて記し、!
”SUBMIT“�ボタンをクリックします。 �

2-8!
建築家顔写真を登録しましょう。!
上記の四角内をクリックします。 �

9�

クリック！ �



2-9!
�“フォルダを選択”ボタンをクリックし任意のファイルを選択します。!
“確定する”ボタンをクリックします。!

2-10!
作品情報を記入しましょう。!
それぞれの欄の”EDIT”ボタンをクリックしてゆきます。!
※印は入力必須項目になります。 �
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2-11�作品名称を記入してください。!
2-12�設計者を記入します。!
※日本語名称を記入した場合、日本語環境のWEBで表示されます。!
���日本語を記入しなかった場合は、英語のみ表記されます。!
記入後“SUBMIT”ボタンをクリックします。 �

11�

2-13�所在地を記入します。!
2-14�竣工年（西暦）を英数字で記入します。!
2-15�作品の用途を選びます。!
2-16�出展者が作品とどう関わったかを表記します。!

記入又は該当するものを選び、“SUBMIT”ボタンをクリックします。 �



2-18!
出展に際してのメッセージを記入しましょう。!
メッセージ欄の四角内をクリックしてください。!

2-17!
表示する作品について更なる特記事項がある場合、!
備考欄に全角の場合は70文字、半角英字の場合は140文字以内で!
記入してください。!
Ex.ローカルアーキテクト、共同事業名など!

クリック！ �
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2-19!
出展にあたってのメッセージを全角70文字、半角英字の場合は!
140文字以内で記入してください。!
このメッセージはPOSTER EXHIBITIONのポスターにも表示される!
ものになりますので、是非一言メッセージを添えてください。!

2-20!
以上ですべての項目が記載されていることになります。!
※印の項目が記載されていないと、上記の四角内が「公開する為に必須項
目をすべて記入してください」と表示されます。!
※印の項目を再度確認してください。 �
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2-21!
必須事項がすべて記入されると、「現在あなたの展示データは非公開で
す・・・公開する」とかわります。!
こちらをクリックいただくと、出展データがWEBSITEにすぐ反映されます。!
これでWEB EXHIBITION出展が完了となります。 �

14�

TOPページ及び“EXHIBITOR INDEX”(出展建築家一覧）ページにて問題
なく表示されているかご確認ください。 �

クリック！ �



“EXHIBITOR INDEX”(出展建築家一覧）の次に、!
建築家毎の詳細ページにおいても問題なく記載されているかご確認ください。!

問題があった場合は、再度“EXHIBITOR PAGE”にアクセスし、!
編集したい項目を記入し直してください。!

ここでWEB EXHIBITIONの出展は終了になります。 �
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WEB EXHIBITION内の[ADD ARCHITECT]をクリックします。!

←�クリック！ �

[ADD ARCHITECT]をクリックした数、新しく追加できるパネルが上記のように
現れます。!
各[EDIT]をクリックし、他の建築家の出展データをアップロードするだけです。!
※データのアップロード方法はP7~を参照!

個人で複数名の登録を行う場合 �2-option.�

一人で複数名登録等を行えるようになりました。!
企業の方や団体で登録されたい方は、是非新システムでの登録を進め
てみてください。!
管理者様用の一万人展アカウントを取得することをお勧めします。!
※アカウント作成方法はP3~を参照!

16�



17�

POSTER EXHIBITIONに登録しよう �3.�

3-1!
EXHIBITOR PAGE内の”POSTER EXHIBITION”をクリックします。 �

↑!
クリック！ �

• POSTER EXHIBITIONに出展すると、UIA2011東京大会が開催される2
011年9月26日から、大会のメイン会場である東京国際フォーラムを始め、
日本国内各所で繰り広げられる“一万人の世界建築展�POSTER 
EXHIBITION”で展示されます。!

• POSTER EXHIBITIONはWEB EXHIBITIONでアップロードされたデー
タからポスターを作成します。!
• Paypal決済後は作品画像の差し替えやキャンセルはできません。!

• 出展は、一人一点￥3，000"です!

多くの皆様からのご出展をお待ちしております！!
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3-2!
上記の画面に切り替わります。!
[PREVIEW]をクリックし、ポスター詳細を確認します。!

←�クリック！ �

3-3!
印刷されるポスターのプレビューが表示されます。!
掲載内容を確認してください。!

修正する場合はweb exhibitionに戻り、登録内容を修正してください。!



3-4!
POSTER EXHIBITIONのTOPページに戻ります。!
出展する建築家にチェックを入れ、[REGISTER]をクリックします。!

↑チェックを入れる！�
←�クリック！ �

3-5!
上記のページに切り替わります。!

POSTER EXHIBITIONは、一点￥3，000"の出展料が必要です。!
記載内容を確認し、[CHECK OUT]をクリックします。!

Paypal決済後は作品画像の差し替えやキャンセルはできません。!
きちんと内容を確認してから行ってください。!

←�クリック！ �
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3-6!
上記のPaypalページに切り替わります。!
必要事項を記入し“続行”をクリックします。!

3-7!
記載内容に間違いがなければ“今すぐ支払う”をクリックします。!

20�



3-8!
これで支払いが終了です。!

3-9!
確認メールが登録したメールアドレス宛に届きます。!

以上でPOSTER EXHIBITIONの出展登録が終了です。!
ご出展ありがとうございました！!21�
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まとめてポスター出展料を支払う場合�3-option.�

出展者はWEB EXHIBITION内の[この建築家パネルの管理を委託する]をクリッ
クします。!

←クリック！ �

ポスター出展料をまとめて支払い出来るようになりました。!
企業の方や団体でお支払いされたい方は、是非新システムをご利用ください。!

管理者様用の一万人展アカウントを取得することをお勧めします。!
※アカウント作成方法はP3~を参照!

委託する管理者の方が一万人展で登録しているメールアドレスを記入し、!
[委託する]をクリックします。!

画面が[この建築家パネルはXXさんに管理を委託しています]に変われば完了で
す。!

↑クリック！ �



出展者から委託されると、WEB EXHIBITION内で、!
委託されている建築家名が上記のように表記されます。!

POSTER EXHIBITIONページに移ります。!
※POSTER EXHIBITIONに出展するためには、WEB EXHIBITIONで公開され
ている必要があります。!

23�



出展料を支払う建築家にチェックを入れ、[REGISTER]をクリックします。!

記載内容（出展建築家名、合計金額など）を確認し、!
[CHECK OUT]をクリックします。!

上記のようなPaypalページに移ります。!
金額を確認し、必要事項を記入して支払いを済ませてください。!

24�


