ジャパンマニュアルアワード 2019
（旧名称 日本マニュアルコンテスト）

― 応募前のＱ＆Ａ ―






どのような賞がありますか。
1 色のマニュアルは不利でしょうか。
コストをかけられないマニュアルを応募しても意味がありますか。
どんな基準で評価されますか。

主催： 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会
運営： ジャパンマニュアルアワード 2019 実行委員会
後援： 消費者庁および国民生活センター（予定）

Q： 応募条件の期間に販売しているけど、発売開始が 5 年前です。この
マニュアルは対象外ですか。
A： 2019 年 4 月に販売中であれば、販売実績に関わらずそのマニュアルは応募で
きます。発売開始が何時でもかまいません。

Q： 当社が扱う製品またはサービスの業界で過去に受賞したケースが
ありますか。家電業界のような華やかなマニュアルは作っていない
ので受賞できないと思っています。
A： 本書後半の受賞一覧をご覧ください。貴社の業界の会社が受賞しているかもし
れません。

Q： マニュアルを 5 部も用意できません。
A： 部数を用意できない場合には、ユーザーに渡る提供形態と同じもの 1 部 と
PDF でも応募できます。
詳しくは募集案内にある応募用紙の (5/6) ページをご覧ください。

Q： どちらの部門なのかわかりません。
A： 迷ったら、テクニカルコミュニケーター協会 ジャパンマニュアルアワード 2019
実行委員会にお気軽にご相談くだい。
TEL： 03-3368-4607
FAX： 03-3368-5087
https://www.jtca.org/postmail.html

Q： 紙マニュアルと電子マニュアルを合わせて応募できますか。
A： 一般部門と産業部門のどちらの部門でも応募できます。 今年は媒体による部
門や応募枠の違いはありません。
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Q： 応募を考えている製品は、資料だけでは理解してもらうのが難しい
かもしれません。
A： 2015 年マニュアル オブ ザ イヤー のノミネート作品になった Panasonic IC レ
コーダー RR-CS300 UD 音声マニュアルではデモンストレーションの日を用意し
ました。説明したいことをご連絡いただければ対応いたします。

Q： どんな基準で評価されるのですか。
A： 基本は IEC82079-1 をベースとしていますが、日本のマニュアルに適するように
一部を変更したり、部門によって重視する項目を変えています。部門による不利
はありません。

Q： どんな賞がありますか。
A： 基本は優秀賞とマニュアル オブ ザ イヤー です。また、１作品として応募いた
だいた複数のマニュアルの内１つでも優れたマニュアルがあればその単体だけ
に出される賞や、それ以外に優れたところがあれば出される賞が多数あります。
賞の名前は内容や評価ポイントに応じて付けられます。
以下は今までに出された賞の例です。
現場で使いやすいで賞：
屋外で使用する測量機の携帯用マニュアルで、ポケットに入るサイズと雨に強い材質が評
価されました。
じょうずに入れま賞：
システムキッチンのマニュアルで説明が収納と整理という観点でうまくグルーピングされ、イ
ラストを使ってわかりやすく説明していることが評価されました。
コストパフォーマンス賞：
社内制作に徹して低コストで抑えたにもかかわらず簡潔で美しいページデザインとなってい
ることが評価されました。
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Q： 多言語併記のマニュアルでも応募できますか。
A： はい、応募できます。ただし、日本語のみが審査対象です。

Q： 1 色のマニュアルは不利でしょうか。
A： 過去の受賞マニュアルを見てみると、受賞のポイントが「色」ではないことがわか
ります。むしろ、画面で見るマニュアルも含めて、色の使いかたが適切でないこ
とで受賞を逃したり、評価を下げるマニュアルが多くあります。「色を使う」という
ことは、それだけ、なぜ色を使うのか、何にどう色を使って、何を伝えたいのか、
きちんとした情報設計が必要です。
色を使う≠わかりやすい
だから、1 色のマニュアルは不利ではありません。

Q： コストをかけられないマニュアルを応募して意味がありますか。
A： 「コストがかけられないから、いいマニュアルができない…」 いいえ、そんなこと
はありません。派手でなくても、特別なことをしていなくても、きちんと作りこめ
ば、本イベントでは評価されます。業務用や産業用のマニュアルでも、素晴らし
いマニュアルはたくさんあります。高く評価され、お手本として TC シンポジウム
で展示されています。過去には内製で 1 色のマニュアルが優秀賞を取ったもの
があります。
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受賞会社一覧（社名は受賞時のもの）
下記は 2007 年以前の優秀賞以上を受賞した会社、次ページから 2008 年以降の全受賞作品と応
募会社を記載
※社名は五十音順
株式会社インフォ・クリエイツ

株式会社ナナオ

エスペック株式会社

日本アイ・ビー・エム株式会社

NEC パーソナルプロダクツ株式会社

日本光電企画センタ株式会社

NEC メディアプロダクツ株式会社

株式会社日本デジタル研究所

オムロンヘルスケア株式会社

日本電気株式会社

オリエンタルモーター株式会社

日本ビクター株式会社

カシオ計算機株式会社

日本電気ホームエレクトロニクス株式会社

株式会社キーエンス

株式会社パイオニアメディアクリエイツ

菊水電子株式会社

株式会社バス・コーポレーション

キヤノン株式会社

パナソニックコミュニケーションズ株式会社

三和印刷工業株式会社

株式会社バンダイ

シスメックス株式会社

株式会社日立情映テック

株式会社島津製作所

株式会社日立テクニカルコミュニケーションズ

シャープ株式会社

富士写真フイルム株式会社

株式会社ジャストシステム

富士ゼロックス株式会社

セイコーエプソン株式会社

富士ゼロックスエンジニアリング株式会社

株式会社創英

富士通株式会社

株式会社ソキア

ブラザー工業株式会社

ソニーイーエムシーエス株式会社

松下エコシステムズ株式会社

ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーション

松下精工株式会社

ズ株式会社

松下通信工業株式会社

ソニー株式会社

松下電器産業株式会社

タイガー魔法瓶株式会社

松下電工株式会社

タバイエスペック株式会社

三菱電機株式会社

株式会社テックコミュニケーションズ

ヤマハ株式会社

テルモ株式会社

米沢日本電気株式会社

株式会社東芝

株式会社リコー

株式会社トプコン

ローランド株式

トヨタ自動車株式会社
トレンドマイクロ株式会社
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部門優良賞

部門優良賞

電子マニュアル部門

Webマニュアル部門

企画賞

実行委員特別賞

発 行： 本マニュアルコンテスト2009 実行委員会
発行日： 2009年8月

最終審査委員特別賞

部門優良賞

シートマニュアル/
パッケージマニュアル部門

受賞名
安全に注目しま賞
絵で十分わかるで賞
市販できるで賞
組合わせてわかりやすいで賞
明日も楽しみで賞
該当なし

部門優良賞

部門優良賞

部門最優秀賞
部門優秀賞

部門優良賞

部門優良賞

部門優秀賞

受賞名
部門最優秀賞

冊子マニュアル
活用マニュアル第2部門

冊子マニュアル
活用マニュアル第1部門

冊子マニュアル
操作マニュアル第2部門

冊子マニュアル
操作マニュアル第1部門

部門

マニュアル オブ ザ イヤー 2009
Odysseyオーナーズマニュアル

お問い合わせ：日本マニュアルコンテスト事務局
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-22-15 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会内
TEL：03-3368-4607 FAX：03-3368-5087
http://www.jtca.org/tc_award/index.html

応募会社
リンナイ株式会社
株式会社島津製作所
株式会社ＩＮＡＸ・トステム株式会社
パナソニック株式会社 AVCネットワークス社
ソニー株式会社

オムロンヘルスケア株式会社
オムロンヘルスケア株式会社
日本ビクター株式会社
ダイキン工業株式会社 滋賀製作所
パナソニック コミュニケーションズ株式会社
株式会社島津製作所
株式会社ビクセン
富士ゼロックスエンジニアリング株式会社
株式会社ニコン

オムロン電気治療器 HV-F5000/F5200 かんたん操作ガイド
オムロンデジタル自動血圧計 スポットアームHEM-1020 クイックマニュアル
『Xiview』LT-42WX７０ スタートアップシート
ダイキンエコキュート 「かんたん説明ガイド」取扱説明書
パーソナルファクス付テレビドアホン VL-SWN355KL 簡単ガイド
島津エネルギー分散型蛍光X線分析装置 EDX-GP 簡単操作ガイド
天体望遠鏡 ポルタⅡA80Mf 動画マニュアル
かんたんインストールナビ
ニコンDigitutor
マニュアル名称
ガスファンヒーター（家庭用） RC-H4003N 取扱説明書
島津エネルギー分散型蛍光X線分析装置 EDX-GP 取扱説明書 操作編
システムバスルーム お手入れガイド
テレビ（ビエラ）のリモコンで操作するWEBマニュアル「ネットで使い方ガイド」
使い方発見！<ブラビア>

東芝メディカルシステムズ株式会社

応募会社
本田技研工業株式会社
ソニーイーエムシーエス株式会社 東海テック
リンナイ株式会社
キヤノン株式会社
パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社
オムロンヘルスケア株式会社
オムロンヘルスケア株式会社
キヤノン株式会社
東芝ドキュメンツ株式会社
日立アプライアンス株式会社
日立アプライアンス株式会社
セイコーエプソン株式会社
セイコーエプソン株式会社
株式会社島津製作所
株式会社ＩＮＡＸ・トステム株式会社
株式会社ニコン
ソニー株式会社
株式会社ニコン
富士ゼロックス株式会社
富士ゼロックスエンジニアリング株式会社

超音波診断装置 Viamo クイックガイド

マニュアル名称
Odysseyオーナーズマニュアル
デジタルスチルカメラ DSC-T77 取扱説明書
ガスファンヒーター（家庭用） RC-H4003N 取扱説明書
Canon SELPHY CP780 プリンターユーザーガイド
取扱説明書 P-04A/P-05A
オムロンデジタル自動血圧計 スポットアーム HEM-1020 取扱説明書
オムロン歩数計 Walking style HJ-302
HD ビデオカメラ iVIS HF20 使用説明書
東芝IHクッキングヒーター 取扱説明書 BHP-V731S/V631S
日立ドラム式洗濯乾燥機BD-V2100/V3100 取扱説明書
日立IHクッキングヒーター 取扱説明書・料理集
EPSON LP-S4200シリーズ/LP-S3500シリーズ 取扱説明書1 操作編
EPSON ES-D400 準備ガイド
島津エネルギー分散型蛍光X線分析装置 EDX-GP 取扱説明書 操作編
システムバスルーム お手入れガイド
Capture NX2 クイックスタートガイド
地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ ブラビアリンク接続・設定ガイド
ニコンデジタル一眼レフカメラ D5000 簡単スタートガイド
GoingGreen
はじめてのDocuWorks 7

本田技研工業株式会社

デザイン賞

企画賞

受賞名
見れば撮れるで賞

部門優良賞

部門最優秀賞

部門優良賞

部門優良賞

発 行：日本マニュアルコンテスト2010 実行委員会
発行日：2010年8月

最終審査委員特別賞

画面で見るマニュアル
Webマニュアル／
組み込みマニュアル部門

画面で見るマニュアル
電子マニュアル部門

シートマニュアル／
パッケージマニュアル部門

部門優秀賞

部門優良賞

部門最優秀賞

部門優秀賞
部門優良賞

冊子マニュアル
活用マニュアル第1部門

冊子マニュアル
活用マニュアル第2部門

部門優良賞

部門優良賞

受賞名
部門最優秀賞
部門優秀賞

冊子マニュアル
操作マニュアル第2部門

冊子マニュアル
操作マニュアル第1部門

部門

応募会社
株式会社ニコン
セイコーエプソン株式会社
パナソニック株式会社 AVCネットワークス社
オムロン ヘルスケア株式会社

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社
ソニー株式会社
ソニーイーエムシーエス株式会社 東海テック
株式会社ニコン
日本ビクター株式会社

お問い合わせ：日本マニュアルコンテスト事務局
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-22-15 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会内
TEL：03-3368-4607 FAX：03-3368-5087
http://www.jtca.org/tc_award/index.html

マニュアル名称
ニコン デジタル一眼レフカメラ D3000 ガイドモード
PX-F10000 PX-F8000 セットアップガイド
コンシェルジュ型FAQ搭載 ビエラで見るWebマニュアル「ネットで使い方ガイド」
オムロン自動血圧計 HEM-7430 取扱説明書 正確な測定のために

ニコン デジタル一眼レフカメラ D3000 ガイドモード
JVC ハイビジョンメモリームービー GZ-HM570 Webユーザーガイド

PMB オンラインヘルプ

コンシェルジュ型FAQ搭載 ビエラで見るWebマニュアル「ネットで使い方ガイド」

キヤノン株式会社

株式会社バンダイ
オムロン ヘルスケア株式会社
ソニー株式会社
シーシーエス株式会社
パナソニック株式会社

1/48 スケール「メガサイズモデル ガンダム」
オムロン歩数計 Walking style HJ-203
NW-Aシリーズかんたんスタートガイド
LED薄型ライン照明
ブルーレイディスクレコーダー DMR-BW880/780/680 かんたん操作ガイド
imageRUNNER ADVANCE 6075/6065/6055 e-マニュアル

フジ印刷株式会社

キヤノン株式会社

応募会社
パナソニック株式会社
オムロン ヘルスケア株式会社
パナソニック株式会社
キヤノン株式会社
日立工機株式会社
オムロン ヘルスケア株式会社
岡村印刷工業株式会社
パナソニック電工クリエイツ株式会社
パナソニック株式会社
ローランド ディー．ジー．株式会社
株式会社日立製作所
ローランド株式会社
東芝テック画像情報システム株式会社

パナソニック株式会社 AVCネットワークス社

中小企業のための分析機器利用マニュアル

マニュアル名称
マイコン電気圧力なべ取扱説明書
オムロン 音波式電動歯ブラシ メディクリーン HT-B550 HT-B551 取扱説明書
パナソニック ヒートポンプ給湯機 取扱説明書
HDビデオカメラ iVIS HF S21 使用説明書
日立コードレスクリーナ FR7D
オムロン自動血圧計 HEM-7430 取扱説明書 正確な測定のために
リンナイ グリル付きガステーブルコンロ ハオS660VGAS(CS) 取扱説明書
一般家庭用 脱毛器 ソイエ 取扱説明書
IHホットプレート 取扱説明書＆Cooking
VS-640 ユーザーズマニュアル
基本の流れで運用開始！ JP1/Desktop Navigation スターターガイド
シンセサイザー Lucina AX-09 クイック・ガイド
東芝デジタル複写機 クイックスタートガイド
imageRUNNER ADVANCE C5051/C5051F/C5045/C5045F
C5035/C5035F/C5030/C5030F こんなことができます

マニュアル オブ ザ イヤー 2010
コンシェルジュ型FAQ搭載 ビエラで見るWebマニュアル「ネットで使い方ガイド」

発 行：日本マニュアルコンテスト2011 実行委員会
発行日：2011年8月23日

デザイン賞

企画賞

最終審査委員特別賞

ソニー株式会社
ダイキン工業株式会社

ブルーレイディスク／DVDレコーダー らくらくスタートガイド
ダイキン エコキュート 取扱説明書

お問い合わせ：日本マニュアルコンテスト事務局
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-22-15 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会内
TEL：03-3368-4607 FAX：03-3368-5087
http://www.jtca.org/tc̲award/index.html

ソニー株式会社

日産自動車株式会社

ソニー株式会社

応募会社

ソニー株式会社

NW-Sシリーズ “ウォークマン”ケータイかんたんガイド

LEAF 簡単早わかりガイド

私も乗れそうで賞

マニュアル名称
NW-Sシリーズ “ウォークマン”ケータイかんたんガイド

NEX-5/NEX-3 撮影アドバイス

ソニー株式会社

マニュアルをケータイしま賞

部門優良賞

画面で見るマニュアル 第２部門

受賞名

部門優良賞

株式会社 島津製作所

ソニー株式会社

走査型プローブ顕微鏡 SPM-9700 観察ガイド

部門優良賞

日産自動車株式会社
東芝ホームアプライアンス株式会社

MPES-2D3D1 ヘルプ

電気洗濯機/電気洗濯乾燥機 据付説明書

部門優秀賞

ソニー株式会社

NW-Sシリーズ “ウォークマン”ケータイかんたんガイド

ブルーレイディスク／DVDレコーダー らくらくスタートガイド
LEAF 簡単早わかりガイド

画面で見るマニュアル 第１部門

キヤノン株式会社

JP1×仮想化 読んで体験！仮想環境の運用管理 JP1 Version 9 おためしマニュアル 株式会社 日立製作所

HDビデオカメラ XF100 / XF105 使用説明書

株式会社 島津製作所

ＴＯＴＯ株式会社
パナソニック電工クリエイツ株式会社

ココチーノ美泡湯セレクション ココチーノＳクラス バスルーム取扱説明書
磁気探知器 MB101 取扱説明書

東芝ホームアプライアンス株式会社

ウォシュレット ネオレストハイブリッドシリーズ 取扱説明書

キヤノン株式会社

Canon PowerShot SX230 HS
東芝冷凍冷蔵庫 家庭用 GR-D62F 取扱説明書

カシオ計算機株式会社

5141(OC)P*JA

応募会社
ダイキン工業株式会社

マニュアル名称

ダイキン工業株式会社
ダイキン エコキュート 取扱説明書

部門優良賞

受賞名

部門優秀賞

部門優良賞

部門優秀賞

部門優良賞

部門優秀賞

シートマニュアル／パッケージマニュアル部門 該当作なし

冊子マニュアル 活用マニュアル第２部門

冊子マニュアル 活用マニュアル第１部門

冊子マニュアル 操作マニュアル第２部門

冊子マニュアル 操作マニュアル第１部門

部門

ダイキン エコキュート 取扱説明書

マニュアル オブ ザ イヤー 2011

ダイキンエアコン「ラクエア」取扱説明書

株式会社ピクセラ

PRODIA 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ PRD-LK112シリーズ 取扱説明書

JP1/Cm2/Network Node Manager i 今日から使えるNNMi おためしマニュアル

該当作なし

キヤノン株式会社

imageRUNNER ADVANCE 4045/4045F/4035/4035F/4025/4025F 使いこなしガイド

お問い合わせ：日本マニュアルコンテスト事務局
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-22-15 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会内
TEL：03-3368-4607 FAX：03-3368-5087
http://www.jtca.org/tc_award/index.html

株式会社ノーリツ

株式会社ガスター

ガスふろ給湯器 取扱説明書「おふろのはてな」

給湯暖房用熱源機 取扱説明書 リモコン編 IBR-A12A-CV他

株式会社ＰＭＣ

株式会社ノーリツ

AVアンプ 「VSA-922」 取説連動

ガスふろ給湯器 取扱説明書「おふろのはてな」

企画奨励賞

ソフトバンクモバイル株式会社

応募会社
株式会社ガスター

ＴＯＴＯ株式会社

使い方ガイド

マニュアル名称

ソフトバンクモバイル株式会社

給湯暖房用熱源機 取扱説明書 リモコン編 IBR-A12A-CV他

使い方ガイド

株式会社JVCケンウッド

株式会社ニコン

ワイヤレスネットワークの接続手順
JVCビデオカメラ GZ-E265 スマートユーザーガイド

株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント

ソニー株式会社

東芝テック画像情報システム株式会社

株式会社日立製作所

PlayStation®Vita クイックスタートガイド

ヘッドマウントディスプレイ スタートガイド

該当作なし

東芝デジタル複写機 e-STUDIO256/356/456 かんたん操作ガイド

キヤノン株式会社

パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社

住宅用太陽光発電システム マルチストリング型パワーコンディショナ 取扱説明書

HDビデオカメラ EOS C300 / EOS C300 PL 使用説明書

パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社

目に優しいで賞

マニュアル オブ
ザ イヤー ノミネート

ノミネート作

株式会社ガスター

ＴＯＴＯ株式会社

EV・PHEV充電用 充電スタンド パブリックエリア向け Mode3 取扱説明書

ウォシュレット ネオレスト・アプリコット 取扱説明書

ノミネート作

ダイキン工業株式会社

応募会社

給湯暖房用熱源機 取扱説明書 リモコン編 IBR-A12A-BCGISV他

ダイキンエアコン「ラクエア」取扱説明書

株式会社ガスター

ウォシュレット ネオレスト・アプリコット 取扱説明書

発行：日本マニュアルコンテスト 2012 実行委員会
発行日：2012年10月3日

デザイン奨励賞

デザイン賞

実行委員特別賞

企画賞

最終審査委員特別賞

マニュアル名称
給湯暖房用熱源機 取扱説明書 リモコン編 IBR-A12A-CV他

ノミネート作

マニュアル オブ
ザ イヤー ノミネート

ダイキン工業株式会社

安全賞

部門優良賞

画面で見るマニュアル第２部門

受賞名

部門優良賞

部門優良賞

部門優秀賞

部門優良賞

部門優良賞

部門優秀賞

部門優良賞

部門優秀賞

受賞名

画面で見るマニュアル第１部門

シートマニュアル／パッケージマニュアル部門

冊子マニュアル 活用マニュアル第２部門

冊子マニュアル 活用マニュアル第１部門

冊子マニュアル 操作マニュアル第２部門

冊子マニュアル 操作マニュアル第１部門

部門

今年は下記のノミネート作3点の中から京都会場での最終審査を経て選ばれました。

マニュアル オブ ザ イヤー 2012

受賞名

株式会社 島津製作所
三菱電機株式会社

食品放射能検査装置 SFRS 取扱説明書
家庭用ヒートポンプ給湯機用 据付工事説明書

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 取扱説明書
システムバスルーム サザナＨＤ／マンションリモデルバスルームＷＦ/ＷＴ 取扱説明書
U Walker ユーウォーカー TW-300（ロレータ） 取扱説明書

安全賞

デザイン賞

デザイン奨励賞

タカノ株式会社

ＴＯＴＯ株式会社

パナソニック株式会社

キヤノン株式会社

タカノ株式会社

お問い合わせ：日本マニュアルコンテスト事務局
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-22-15 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会内
TEL：03-3368-4607 FAX：03-3368-5087
http://www.jtca.org/tc_award/index.html

HDビデオカメラ iVlS HF R42 クイックガイド

発行：日本マニュアルコンテスト 2013 実行委員会
発行日：2013年8月27日

U Walker ユーウォーカー TW-300（ロレータ） 取扱説明書

応募会社

ソニー株式会社

Xperia™ Tablet S

マニュアル名称

菊水電子工業株式会社

交流電源 PCR-LEシリーズ 取扱説明書

該当作なし

株式会社ＪＶＣケンウッド

パナソニック株式会社

家庭用燃料電池コージェネレーションシステム 取扱説明書

JVCコンパクトコンポーネントシステム EX-N5 ネットワーク設定の簡単操作ガイド

ソニー株式会社
ＴＯＴＯ株式会社

ウォシュレットＫＦ・ＫＭ 取扱説明書（施工説明書付）

実行委員特別賞

マニュアル オブ
ザ イヤー ノミネート

ノミネート作

応募会社
キヤノン株式会社

ＴＯＴＯ株式会社

ＴＯＴＯ株式会社

FM/AMラジオ 取扱説明書

HDビデオカメラ iVlS HF R42 クイックガイド

ノミネート作

マニュアル名称
システムバスルーム サザナＨＤ／マンションリモデルバスルームＷＦ/ＷＴ 取扱説明書

ノミネート作

マニュアル オブ
ザ イヤー ノミネート

最終審査委員特別賞「高齢者にやさしくしま賞」

総合部門

部門優秀賞

部門優秀賞

電子マニュアル第１部門

電子マニュアル第２部門

部門優良賞

部門優良賞

部門優秀賞

受賞名

紙マニュアル第２部門

紙マニュアル第１部門

部門

今年は下記のノミネート作3点の中から最終審査を経て選ばれました。

システムバスルーム サザナＨＤ／マンションリモデルバスルームＷＦ/ＷＴ 取扱説明書

マニュアル オブ ザ イヤー 2013

発行： 日本マニュアルコンテスト 2014 実行委員会
発行日： 2014 年 10 月 16 日

奨励賞

企画賞
安全賞
デザイン賞

実行委員特別賞

部門優良賞

総合部門

受賞名

部門優良賞

部門優良賞

部門優秀賞

部門優良賞

部門優良賞

部門優秀賞

部門最優秀賞

受賞名

電子マニュアル 別画面表示部門

電子マニュアル 本体表示部門

紙マニュアル 産業部門

紙マニュアル 業務部門

紙マニュアル 一般部門

部門

ノミネート作

ノミネート作

ノミネート作

ノミネート作
ノミネート作

マニュアルオブザイヤー
ノミネート作

マニュアル名

株式会社堀場製作所
株式会社ダイヘン

パナソニック株式会社
パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社
ＹＫＫ ＡＰ株式会社
日産自動車株式会社

応募会社

株式会社ＰＦＵ
株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント
キヤノン株式会社

キヤノン株式会社
キヤノン株式会社

日産自動車株式会社
ＹＫＫ ＡＰ株式会社
パナソニック株式会社
パナソニック株式会社
日立アプライアンス株式会社
パナソニック株式会社
パナソニック株式会社
パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社
株式会社ニコン
パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社
東芝テック画像情報システム株式会社
ＴＯＴＯ株式会社
オムロン株式会社
オージー技研株式会社
コニカミノルタ株式会社

応募会社

ＹＫＫ ＡＰ株式会社

お問い合わせ： 日本マニュアルコンテスト 事務局
〒169-0074 東京都新宿区北新宿 4-22-15 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会内
Tel：（03）3368-4607
http://www.jtca.org/tc_award/index.html

Wi-Fi® かんたんガイド
パワーステーション（5.5kW）（屋側用）取扱説明書
お施主様向け取扱説明書 使い方＆お手入れガイドブック 窓・ドア編
日産 LEAF 取扱説明書
該当作なし
自動血球計数 CRP 測定装置 LC-667CRP
CO2/MAG 溶接電源 Welbee Inverter M350 取扱説明書

マニュアル名

日産 LEAF 取扱説明書
お施主様向け取扱説明書 使い方＆お手入れガイドブック 窓・ドア編
ルームエアコン取扱説明書 CS-DX224C
可変圧力 ＩＨジャー炊飯器
日立冷凍冷蔵庫 家庭用 R-X6700D/R-X6200D 取扱説明書
Wi-Fi® かんたんガイド
デジタルカメラ DMC-GM1K 取扱説明書
取扱説明書 バスルーム Oflora FZ
デジタル一眼レフカメラ D7100 使用説明書
パワーステーション（5.5kW）（屋側用）取扱説明書
東芝消色装置 Loops RD30 ユーザーガイド
ピュアレスト QR 施工説明書
KP48R/KP59R ソーラーパワーコンディショナ 施工マニュアル
昇降式介護浴槽 Giusto
AeroDR SYSTEM 取扱説明書
該当作なし
HD ビデオカメラ iVIS mini 使用説明書
Satera MF8570Cdw/MF8530Cdn/MF8280Cw/MF8230Cn
電子マニュアル
ScanSnap SV600 かんたんガイド
PlayStation®4 パッケージ/マニュアル
LBP6040/6030 電子マニュアル/はじめにお読みください

今年は下記のノミネート作 5 点の中から京都会場での最終審査を経て選ばれました。

マニュアル オブ ザ イヤー 2014
お施主様向け取扱説明書 使い方＆お手入れガイドブック 窓・ドア編

MAZDA ROADSTER 電子取扱説明書

受賞名

部門優良賞

ノミネート作

ノミネート作
ノミネート作

ノミネート作
ノミネート作

マニュアルオブザイヤー
ノミネート作

発行： 日本マニュアルコンテスト 2015 実行委員会
発行日： 2015年10月7日

奨励賞

安全賞
デザイン賞

企画賞

最終審査委員特別賞

総合部門

電子マニュアル部門

紙マニュアル 産業部門

部門優良賞

紙マニュアル 業務部門

部門優秀賞
部門優良賞
部門優秀賞
部門優良賞

部門優良賞

受賞名

紙マニュアル 一般部門

応募部門

マニュアル名称

マツダエース株式会社
ソニー株式会社
パナソニック株式会社 アプライアンス社
ＴＯＴＯ株式会社
マツダエース株式会社
ＴＯＴＯ株式会社
アズビル株式会社
パナソニック溶接システム株式会社
株式会社JVCケンウッド

応募会社

パナソニック株式会社
アイホン株式会社
パナソニック株式会社 アプライアンス社 エアコン事業部
ＴＯＴＯ株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社
三菱電機ホーム機器株式会社
ピジョン株式会社
パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社
パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社
大建工業株式会社
グローリー株式会社
ＴＯＴＯ株式会社
キヤノンアネルバ株式会社
株式会社堀場製作所
マツダエース株式会社
パナソニック株式会社 アプライアンス社
本田技研工業株式会社
ソニー株式会社
ソニー株式会社

応募会社

マツダエース株式会社

お問い合わせ：
日本マニュアルコンテスト 事務局
〒169-0074
東京都新宿区北新宿4-22-15 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会内
Tel：（03）3368-4607
http://www.jtca.org/tc_award/index.html

MAZDA ROADSTER 電子取扱説明書
Smart Tennis Sensor（スマートテニスセンサー） SSE-TN1 取扱情報コンテンツ一式
Panasonic ICレコーダー RR-CS300 UD音声マニュアル
ウォシュレット一体形便器 ネオレスト施工説明書
MAZDA ROADSTER 電子取扱説明書
レストパル 取扱説明書
高精度位置計測センサK1Gシリーズユーザーズマニュアル
フルデジタルCO2/MAG溶接電源 YD-350VR1
KENWOOD コンパクトHi-Fiシステム U-K575 Webユーザーガイド

マニュアル名称

冷凍冷蔵庫 NR-JD5100S 取扱説明書
DASH WISM7 住宅情報盤 取扱説明書
ルームエアコン取扱説明書 CS-225CFR
ネオレスト ハイブリッドシリーズ AH・RH 取扱説明書
三菱衣類乾燥除湿機
三菱IHクッキングヒーター（家庭用） CS-PT34Hシリーズ 取扱説明書
ピジョン さく乳器 電動 First Class 取扱説明書
取扱説明書 The シャワー
温水洗浄一体型便器 新型アラウーノ 取扱説明書
おもいやりシリーズ ひきドア 施工説明書 右開き仕様（Ｒ）
RBS-10H5 紙幣硬貨入出金機 取扱説明書
ウォシュレット一体形便器 ネオレスト施工説明書
キャパシタンスゲージ取扱説明書
自動血球計数 CRP 測定装置 LC-767CRP 簡易取扱説明書
MAZDA ROADSTER 電子取扱説明書
Panasonic ICレコーダー RR-CS300 UD音声マニュアル
S660 オーナーズマニュアル
Smart Tennis Sensor（スマートテニスセンサー） SSE-TN1 取扱情報コンテンツ一式
Smart B-Trainer SSE-BTR1 取扱情報コンテンツ一式

今年は下記のノミネート作5点の中から京都会場での最終審査を経て選ばれました。

マニュアル オブ ザ イヤー 2015

マニュアル オブ ザ イヤー 2016

部門優良賞

総合部門

キヤノン株式会社
東芝メディカルシステムズ株式会社
株式会社 堀場製作所
株式会社 三井住友銀行

Canon PIXUS MG7730 取扱説明書 安全・重要事項ガイド、設置マニュアル（本体編・接続編）、基本操作マニュアル

乳房X線撮影装置 MGU-1000D オペレーションガイド（撮影編）

微量サンプリングpHモニターUP-100 取扱説明書

＜法人向けインターネットバンキング＞パソコンバンクWeb21 かんたんガイド

発行： 日本マニュアルコンテスト 2016 実行委員会
発行日： 2016年10月5日

お問い合わせ：
日本マニュアルコンテスト 事務局
〒169-0074
東京都新宿区北新宿4-22-15 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会内
Tel：（03）3368-4607
http://www.jtca.org/tc_award/index.html

パナソニック株式会社
ＴＯＴＯ株式会社

ホテル向け／パブリック向けウォシュレット ラベル

安全賞

奨励賞

パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社

可変圧力IHジャー炊飯器 取扱説明書

ホテル向け／パブリック向けウォシュレット ラベル

施工説明書 機能屋根システム

ソニーマーケティング株式会社
ＴＯＴＯ株式会社

グラスサウンドスピーカー LSPX-S1 スタートガイド

パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社

施工説明書 内装ドア スチール控え壁ユニット

応募会社

ソニーマーケティング株式会社

ポータブル超短焦点プロジェクター LSPX-P1 取扱情報一式

マニュアル名称

ヤマハ株式会社

パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社

施工説明書 内装ドア スチール控え壁ユニット

リコークリエイティブサービス株式会社

ＴＯＴＯ株式会社

ホテル向けウォシュレット 施工説明書

RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004 ｼﾘｰｽﾞ ユーザーガイド

ＴＯＴＯ株式会社

ベッセル式洗面器 施工説明書

PA2120 取扱説明書

パナソニック株式会社

ＴＯＴＯ株式会社

ホテル向け／パブリック向けウォシュレット ラベル

三菱電機株式会社

ソニーマーケティング株式会社

グラスサウンドスピーカー LSPX-S1 スタートガイド

三菱ルームエアコン 霧ヶ峰FLシリーズ 取扱説明書

アイホン株式会社

JQ-12取扱説明書

冷凍冷蔵庫NR-F681WPV 使いこなしガイド

パナソニック株式会社

可変圧力IHジャー炊飯器 取扱説明書

ノミネート作

ＴＯＴＯ株式会社

バスルーム サザナ プレミアムHG / HS マンションリモデル WG / WT 取扱説明書

応募会社

ノミネート作

マニュアル名称

ノミネート作

マニュアルオブザイヤー
ノミネート作

TＯTＯ株式会社

企画賞

実行委員特別賞

最終審査委員特別賞（一目でわかるで賞）

受賞名

部門優良賞

部門優良賞

部門優秀賞

受賞名

業務 紙マニュアル部門

一般 紙マニュアル部門

応募部門

今年は下記のノミネート作3点の中から京都会場での最終審査を経て選ばれました。

バスルーム サザナ プレミアムHG / HS マンションリモデル WG / WT 取扱説明書

株式会社 堀場製作所

エネファーム（家庭用燃料電池コージェネレーションシステム）工事説明書

複合形カルシウムイオン選択性電極 取扱説明書

発行： 日本マニュアルコンテスト 2017 実行委員会
発行日： 2017年10月4日

奨励賞

安全賞

企画賞

東芝メディカルシステムズ株式会社
菊水電子工業株式会社
東芝メディカルシステムズ株式会社

蛋白質分析装置 Rapiim Eye 10 取扱説明書

電子負荷装置 PLZ-5Wシリーズ ユーザーズマニュアル

蛋白質分析装置 Rapiim Eye 10 取扱説明書

お問い合わせ：
日本マニュアルコンテスト 事務局
〒169-0074
東京都新宿区北新宿4-22-15 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会内
Tel：（03）3368-4607
http://www.jtca.org/tc_award/index.html

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
パナソニック株式会社

IHクッキングヒーター 取扱説明書

応募会社

PlayStation®VR クイックスタートガイド／装着ガイド／取扱説明書

ネスレ日本株式会社
パナソニック株式会社

パナソニックドラム式電気洗濯機乾燥機 取扱説明書

マニュアル名称

ヤマハ株式会社
パナソニック株式会社

パワーアンプリファイアー MA2030a PA2030a 取扱説明書

パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社

施工説明書 アラウーノ専用手洗い（キャビネットタイプ）

ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ i (アイ) 取扱説明書

ノミネート作

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
ネスレ日本株式会社

ヤマハ発動機株式会社

軽量型電動車いすJWアクティブPLUS+ 車いす用電動ユニットJWX-1PLUS+ 取扱説明書

ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ i (アイ) 取扱説明書

ヤマハ株式会社

ネットワークCDレシーバー CRX-N470 取扱説明書

PlayStation®VR クイックスタートガイド／装着ガイド／取扱説明書

パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社

洗面化粧台 ウツクシーズ 取扱説明書（総合編）

実行委員特別賞

受賞名

部門優良賞

部門優秀賞

部門優良賞

ノミネート作

ノミネート作

部門優良賞

マツダエース株式会社
ネスレ日本株式会社

ノミネート作

ネスカフェ ゴールドブレンド アイスコーヒーサーバー 取扱説明書

パナソニック株式会社

IHクッキングヒーター 取扱説明書

応募会社

MAZDA CX-5 電子取扱説明書

ソニーマーケティング株式会社

ICレコーダー ICD-UX560F/565F 取扱説明書

マニュアル名称

ノミネート作

マニュアルオブザイヤー
ノミネート作

部門最優秀賞

部門優良賞

部門優秀賞

受賞名

パナソニック株式会社

最終審査委員特別賞（スマホでホッとするで賞）

産業部門

業務 個別部門

一般 総合部門

一般 個別部門

応募部門

今年は下記のノミネート作5点の中から京都会場での最終審査を経て選ばれました。

エネファーム（家庭用燃料電池コージェネレーションシステム）工事説明書

マニュアル オブ ザ イヤー 2017

部門優良賞

部門優良賞

部門優良賞

一般部門 電子

業務部門 紙

産業部門

日置電機株式会社
株式会社ミツトヨ

MR6000, MR6000-01 メモリハイコーダ クイックスタートマニュアル
レーザスキャンマイクロメータ（多機能操作表示部）ユーザーズマニュアル

ソニーマーケティング株式会社
パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社
株式会社ＪＶＣケンウッド・公共産業システム
リコークリエイティブサービス株式会社
日置電機株式会社
株式会社ミツトヨ

aiboとの暮らしのはじめかた
取扱説明書 バスルーム L-CLASS
フルデジタル会議システム PM-5000シリーズ 取扱説明書
RICOH Ri 100 基本操作とメンテナンスの方法
SM7420 超絶縁計 取扱説明書
表示用地震計 セットアップマニュアル

お問い合わせ： 日本マニュアルコンテスト 事務局
〒169-0074 東京都新宿区北新宿4-22-15 一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会内
Tel：（03）3368-4607
http://www.jtca.org/tc_award/index.html

ネポン株式会社

ネポン株式会社

施設園芸用温風暖房機 取扱説明書・工事説明書・サポートガイド 3種

応募会社

施設園芸用温風暖房機 取扱説明書・工事説明書・サポートガイド 3種

ＴＯＴＯ株式会社

ネオレストNX 取扱説明書

マニュアル名称

YKK AP株式会社

組立・施工・メンテナンス業者様向け メンテナンスマニュアル エピソードNEO

ノミネート作

ネポン株式会社

施設園芸用温風暖房機 取扱説明書・工事説明書・サポートガイド 3種

カシオ計算機株式会社

ソニーマーケティング株式会社

電子辞書 XD-Z4800 Web取扱説明書

ＴＯＴＯ株式会社

ウォシュレットＫＦ・ＫＭ 取扱説明書

三菱電機株式会社

家庭用自然冷媒CO2ヒートポンプ給湯機 取扱説明書

応募会社

toio 使いかたガイド

オリンパス株式会社
三菱電機株式会社

デジタルカメラOLYMPUS PEN E-PL9取扱説明書
バス乾燥・暖房・換気システム 取扱説明書

マニュアル名称

ネポン株式会社

ノミネート作

ノミネート作

マニュアルオブザイヤー
ノミネート作

発行： 日本マニュアルコンテスト 2018 実行委員会
発行日： 2018年 10月 3日

奨励賞

安全賞

実行委員特別賞

部門優良賞

一般部門 紙

受賞名

部門優良賞

受賞名

一般部門 総合

応募部門

施設園芸用温風暖房機 取扱説明書・工事説明書・サポートガイド 3種

マニュアル オブ ザ イヤー 2018

