
Press / Photographer Registration（プレス／フォトグラファー登録）手順について 

 

本ドキュメントは、プレスおよびフォトグラファー関係者様向けの登録申請マニュアルになります。 

 

注意点：本申請によるレジスター登録が完了した場合でも、出展ブランドからの招待状が無い場合はショーに

参加することはできません。ご注意ください。 

 

ユーザー登録および来場者情報の入力・申請は、以下の手順に沿って行ってください。 

日本のメディアの方は、日本語での入力をお願いいたします。 

 

1. 登録済みの方 

過去シーズンで既に登録済の方はトップ画面右下の[Have an account? Sign in]のからお入りください。 

 

 
 

2.申請者情報の入力・申し込み ②申請（Register）開始の箇所にお進みください。 

 

  

 



1.ユーザー登録 

初めての方は申請の前にユーザー登録が必要です。下記手順に従い、登録してください。 

①メールアドレス、パスワードの入力 

[Email Address]（メールアドレス） [Password] （パスワード）[Confirm Password]（確認用）を入力し、

[Register]をクリックしてください。 

※登録すると Privacy Policy に同意して頂いたことになります。 

 

【画像１．トップ画面（登録画面）】 

 
 

※入力したメールアドレス宛に「仮登録完了のお知らせ」メールが送信されます。 

※メールが届かない場合は、トラブルシューティングの「メールの受信について」をご確認ください。 

 

②本登録（アクティベート） 

「仮登録完了のお知らせ」メール本文に記載の本登録用リンクをクリックすると、本登録が完了し、登録完了

をお知らせするページが表示されます。 

※入力したメールアドレス宛に「本登録完了のお知らせ」メールが届きます。 

 

【仮登録お知らせメール/リンク箇所】 

 
以上で、ユーザー登録は完了となります。続いて申請者情報の入力に進みます。 

 

 



2.申請者情報の入力・申し込み 

①ログイン 

[Sign in]画面にて前の手順で登録したユーザー情報を入力し、ログインします。 

※登録完了画面より[Log in]をクリックして進みます 

 
 

【画像２．ログイン画面】 

 
  

 



 

②申請（Register）開始 

ログイン後のトップ画面に、申請受付期間中であれば対象のイベント名が表示されております。 

「Rakuten Fashion Week TOKYO ～ 」の右にある[Register]ボタンを押し申請に進みます。 

【画像３．ログイン後トップ画面】 

 
③会社（所属組織）情報を入力（Company Information） 

まず、パス発行を希望される方が所属する会社（組織）を入力してください。 

【画像４．所属会社（組織）情報の入力】 

 



 
［or enter company details manually］をチェックし、会社（組織）の情報を入力してください。 

住所情報は、コレクションのご案内をお送りする際に使用される可能性があります。正確にご入力ください。 

※日本のメディアの方は、日本語での入力をお願いいたします。 

 

 

こちらは使用しません。 



【入力項目は以下になります。※は必須項目です】 

Name※・・・会社/組織/屋号など（フリーランスの方も必ずご入力ください） 

Circulation・・・部数 

Address 1※ ・・・町名番地 

Address 2 ・・・ビル名、階数 

City※ ・・・市長区村 

State/Province/Region・・・都道府県 

Postal Code※ ・・・郵便番号 

Country※ ・・・国（日本の場合は Japan） 

Company Type※ ・・・大分類 

Company Subtype・・・中分類 

Fax Number ・・・FAX 番号 

Country Code ・・・国番号（日本の場合は 81） 

Phone Number※ ・・・電話番号 

Extension ・・・内線番号 

 

④申請者情報の入力（Registrant Details） 

次に、申請される方の情報を入力してください。 

ご本人以外の申請も可能です。また、同じ会社に所属されている方であれば、複数の方を同時に申請可能で

す。 

 

【入力項目は以下になります。※は必須項目です】 

Attendee First Name※・・・名前 

Attendee Last Name※・・・名字 

Attendee Job Title・・・ご役職 

Email※・・・メールアドレス 

Confirm Email※・・・確認用メールアドレス 

Attendee Telephone・・・電話番号 

Fax・・・FAX 番号 

Credential Type※・・・パスカードの種類を選択してください 

滞在中の住所を追加したい場合は「Yes」を選択することで、入力することが可能です。 

  



【図 5．申請者情報の入力例】 

 
  



⑤写真および制作実績 

次に、申請者の顔写真（上半身）を登録して下さい。 

2020 S/S シーズンより、申請される方全員に顔写真の登録をお願いしております。 

続いて制作実績の情報をご入力ください。フリーランスおよび媒体に所属していないかたで、媒体からの取材

者である承認レターをお持ちで無いかたは、制作実績または掲載予定媒体の情報をご入力ください。 

（過去に手掛けられた掲載記事のリンク、データ、掲載予定媒体のリンクを最大で 3 点)  

※work sample または承認レターのどちらかは必ずアップロードをお願いします。 

もしアップロードがない場合は、承認を見送る可能性がございます。 

続けて複数の申請者を登録する場合は［Add Another Attendee］を、申し込みに進む場合は［Continue］をク

リックしてください。前のページに戻る場合は[Back]をクリックしてください。 

 

【図６．顔写真および制作実績の入力画面】 

  
 

 

 



⑥申請依頼の手続き 

申請する内容の入力が完了すると、作成済の申請者一覧が表示されます。 

※この時点では、まだ申請は完了しておりません。ご注意ください。 

 

【図７．入力済申請者一覧】 

 
 

申請者情報の確認、編集を行う場合は[Edit]をクリックすると入力画面に戻ります。[Delete]をクリックすると

申請者を削除します。 

 

入力内容の確認が終了しましたら、[Submit Registration]をクリックし、申請を行います。 

申請受付完了画面が表示されます。 

【図 8．申し込み完了のステータス】 

 
  

 

 

 



３．申請状況の確認 

ログイン後トップ画面には、申請済みの一覧（Your Registrations）か表示されます。 

所属する会社（組織）が異なる来場者を代わりに申請する場合は、新たに[Register]をクリックして来場者の情

報を入力してください。 

 

申請状況の確認は、【Your Registrations】下の該当の申請内容の[Details]をクリックしてください。 

【画像 9．受付完了画面】 

 
 

申請者の進捗状況が確認できます。各 Status の状況は以下の通りです。 

[Submitted]・・・お申込み完了 

[Need Photo]・・・顔写真が無い（または不備）があります 

[Missing Work]・・・制作実績をご確認ください 

[Other Problem]・・・その他の問題がございます（※お知らせメールをご確認ください） 

[Denied]・・・却下 

[Approved]・・・承認完了 

※Status が更新されると、申請者のメールアドレスにお知らせメールが届きます。 

 

会期中、申請者のパスを受け取るためには、[Approved（承認）]になっている必要があります。 

不足している情報を編集・追加する場合は Status 横の[Resume]をクリックして行ってください。 

  

 



【画像 10．Status 更新時のお知らせメールの例】 

顔写真が不足している場合 

 
制作実績が不足している場合 

 
  



その他申請内容に不備がある場合 

 
申請が却下された場合 

 
 

情報を訂正・編集する場合は再度ログインし、該当する申請内容の[Detail]をクリックし、申請者の Status 横

の[Resume]をクリックして行ってください。 

  



トラブルシューティング 

【メールの受信に関して】 

Q：システムからのお知らせメールが届きません。 

A：プレス・フォトグラファー申請手続きのメールは｢jfwpress@jfw.jp｣からお送りしております。 

｢jfwpress@jfw.jp｣からのメールを受信できるように設定をお願い致します。 

 

ご利用者様のメールの設定によっては「仮登録完了」や｢申請完了｣のメールを受信できない場合があります。

あらかじめご自身の PC・携帯電話およびスマートフォンのメール設定のご確認をお願いいたします。 

 

・URL 付きメール規制の設定がされている 

・パソコンからのメール規制の設定がされている 

・なりすまし規制の設定がされている 

・｢jfwpress@jfw.jp｣のアドレス指定受信、またはドメイン指定受信の設定をしていない 

※携帯電話およびスマートフォンではご購入時の次点で上記のような設定がされている場合がありますので必

ずメール受信設定のご確認をお願いいたします。 

 

ドメイン／メールアドレスの指定受信を設定する場合 

ドメイン指定受信の場合は｢@jfw.jp｣を、メールアドレス指定受信の場合は｢jfwpress@jfw.jp｣を追加してくださ

い。 

※ご利用の携帯会社や機種によって設定方法が異なります。詳しくは各携帯会社にお問い合わせください。 

 

■ docomo 

「受信するメールの設定」で「登録済メールアドレス・ドメイン」に当サイトのドメインまたはメールアドレ

スを追加してください。 

【docomo 公式サイト】 受信／拒否設定 

■ au 

受信リスト設定に、当サイトのドメインまたはメールアドレスを追加してください。 

【au 公式サイト】受信リスト設定 

■ SoftBank 

受信許可リスト設定に、当サイトのドメインまたはメールアドレスを追加してください。 

【SoftBank 公式サイト】 受信許可リスト設定 

 

迷惑メールフィルターの設定を解除する場合 

ドメイン／メールアドレスの指定受信を設定しない場合は、下記を設定してください。 

 

■ docomo 

「受信する相手を選択」でパソコンメールを「受信する」に設定してください。 

「受信する相手を選択」でなりすましメールを「全て拒否する」以外に設定してください。 

【docomo 公式サイト】 受信／拒否設定 

 

■ au 

URL リンクを含むメールの受信を許可してください。 (URL リンク／HTML メール規制) 

パソコンからのメールを受信できるようにしてください。 (事業者毎に受信を設定) 

https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/domain/index.html
https://www.au.com/support/service/mobile/trouble/mail/email/filter/detail/domain/
https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/mms/whiteblack/
https://www.nttdocomo.co.jp/info/spam_mail/domain/index.html


【au 公式サイト】迷惑メールフィルター機能 

■ SoftBank 

URL リンクを含むメールの受信を許可してください。 (URL リンク付きメール拒否設定) 

パソコンからのメールを受信できるようにしてください。 (受信許可・拒否設定) 

【SoftBank 公式サイト】 迷惑メールブロック設定方法 

 

上記を設定しても解決されない場合、お手数ですがお問い合わせ先までご連絡ください。 

【ユーザー登録に関して】 

Q：メールアドレス、パスワードを入力して[Register]を押したところ、既にユーザー登録済のエラーが表示さ

れた。 

A：既にユーザー登録済のメールアドレスのようです。もしパスワードを忘れた場合は、ログイン画面の下にな

る[Reset password]をクリックしてください。パスワードリセットのメールに従ってリセットしてください。 

 

Q：仮登録メール内のリンクの期限が過ぎてしまった。 

A：ログイン画面の下にある[Resend activation email]をクリックすると、本登録用のメールが再送されます。 

 

【来場者情報の入力について】 

Q：会社情報の新規入力時にエラーが表示される 

A：新規の会社情報入力時、以下は必須項目になります。 

Address1・・・番地以降 

City・・・市長区村 

Postal Code・・・郵便番号 

Country・・・国 

Company Type・・：大分類 

Phone Number・・・電話番号（ハイフン無し） 

【申請状況の確認】 

Q：申請状況のステータスが[Need Photo]になっている。どうすれば良いでしょうか？ 

A：[Need Photo]顔写真（上半身）が保存されていません。ログインし、申請内容の[Details]をクリックし、

対象となる来場者の[Resume]をクリックし、顔写真を追加してください。 

その他のステータスとして 

[Missing Work]・・・制作実績が不足しています 

[Denied]・・・却下 

[Approved]・・・承認済 

がございます。 

いずれのステータスが更新された際は、来場者のメールアドレスにご案内メールが送信されますので合わせて

ご確認ください。 

 

【お問い合わせ先】 

レジスターに関するお問合せ先 

メール support@launchmetrics.jp 

電話 03-3281-0051 

 

一般社団法人 日本ファッション・ウィーク推進機構 

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/forestalling/mail/anti-spam/fillter/
https://www.softbank.jp/mobile/support/mail/antispam/mms/whiteblack/


プレス / フォトグラファー担当： jfwpress@jfw.jp 

バイヤー担当： buyer@jfw.jp 


