
グラントワ・カンタート Ｗｅｂによる詳細申込マニュアル 

【申込画面編】 
 

 このマニュアルは、グラントワ・カンタート参加団体担当者向けに、詳細申込等の手順を説明したもの
です。Webシステムの利用登録や全体の流れについては【概要編】をご覧ください。 

メインメニュー 
イベント参加申込 

メインメニュー 
イベント参加申込 

・【つなぐ】フレンドシップ コーラスコ
ンサート（【つなぐ】コンサート）に参
加される場合はこちらのボタンを押
して開始します。 
・ 【交流会】の参加申込みもこちらで
出来ます。 交流会のみで【つなぐ】
コンサートに参加されない場合は事
務局にご一報ください。 

・【あゆむ】コンクールに参加される場
合はこちらのボタンを押して開始しま
す。 
・こちらでの【交流会】の参加申込み
はできません。 

メ モ 
申込入力を始める前に、団体紹介文や
出演者名簿などの用意が必要になりま
す。ファイル様式は、グラントワホーム
ページからダウンロードできますので内
容記載を終えた後に行ってください。 



◆申込内容入力（基本情報～代表者 【あゆむ】コンクールの場合） 
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［団体名］ 
・団体の正式名称を入力します。 
・既に登録済の団体名称があると、新規に登録するこ
とができません。この場合、ログイン後、該当の団体
を検索し、担当者として申請を行います。 

［団体略称］ 
・システム内で認識しやすい
ように略称を入力します。 

［出演部門］ 
・出演区分（一般団体or学生団体）
を指定します。 この指定で参加料が
変わります。 

［参加催事］ 
・参加予定の催事を選択します。 
・【つなぐ】コンサート及び交流
会の参加者は、別途【つなぐ】コ
ンサートでの入力が必要になり
ます。 

［代表者氏名］ 
・団体の代表者、責任者の氏名を入力し
ます。 

メ モ 
「基本情報」～「連絡担当者」までは、 
事前登録された会員基本情報を 
参照して初期表示されます。  

 



◆申込内容入力（基本情報～代表者 【つなぐ】コンサートの場合） 
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［団体名］ 
・団体の正式名称を入力します。 
・既に登録済の団体名称があると、新規に登録するこ
とができません。この場合、ログイン後、該当の団体
を検索し、担当者として申請を行います。 

［団体略称］ 
・システム内で認識しやすい
ように略称を入力します。 

［出演部門］ 
・出演区分（一般団体or学生団体）
を指定します。 この指定で参加料が
変わります。 

［交流会］ 
・未定でも入力して下さい。追って、必
ず修正期日までに修正して下さい。振
込後の人数減による返金は致しかね
ますのでご注意下さい。 
・参加人数は、大人と高校生以下とで
分けて入力します。 

メ モ 
「基本情報」～「連絡担当者」までは、 
事前登録された会員基本情報を 
参照して初期表示されます。  

 

［交流会団体PR］ 
・未定であっても入力します。 



◆申込内容入力（連絡担当者） 
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［氏名］ 
・団体の正式名称を入力します。 
・既に登録済の団体名称があると、新規に登
録することができません。この場合、ログイン後、
該当の団体を検索し、担当者として申請を行
います。 

・チエックを入れると、
氏名を複写します。 

［住所区分］ 
・連絡先となる住所について、自宅
か学校・勤務先かを選択します。 

［住所］ 
・都道府県、市区町村名、丁目・番地は
分けて入力します。 

［連絡先］ 
・電話番号（携帯電話番号でも可）を入力
します。 

［住所］ 
学校名やアパート・マンション名号室を
含め正確に入力します。 

［携帯電話］ 
・上記以外で、連絡のつく電話番号を入
力します。 

［メールアドレス］ 
・担当者が確認できるメールアドレスを入
力します。 
・原則、申込み時に記入頂いたメールア
ドレスを入力ください。 

メ モ 
郵便番号を入力すると 

該当の住所を自動表示します。          
  

 



◆申込内容入力（課題曲・自由曲） 
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[課題曲]（【あゆむ】コンクールのみ表示） 
・クリックして課題曲を選択します。（今回
の課題曲1つしかありません） 

［曲集名］ 
・組曲などは、組曲名を入力します。 
・演奏形態や副題も含めて入力します。 
・主題名はカッコ「 」で括ること。 
・引用を表す“ から”は自動編集する
ので不要です。 

［著作者(作詩・訳詩・作曲・編曲）］ 
・原則として楽譜表記に準じます。自由曲各
曲の著作者が同じであっても、省略せず必
ず同じ表記で入力します。 
・姓と名の間は空白を入力します。 

［演奏時間］ 
・１曲の演奏時間を秒単位で入力します。 
・ゼロ秒の場合でも０を入力します。 

［自由曲］ 
・複数の曲を入力することができます。（「自由曲を追加する」(黄）ボタン） 
・演奏順に入力します。 
・組曲など同じ曲集から複数曲を入力する場合も分けて入力します。 

［曲名］ 
・１曲の曲名を入力します。 
・英文字表記の場合は原則半角小文
字(頭文字のみ大文字)にします。 

［著作者(作詩・訳詩・作曲・編曲）］英字表記 
・英字表記の場合、”Firstname Lastname”の
形式で入力します。（ハンガリー圏であっても
同様です。） 
・必要に応じて読みがな（カナ）を入力します。 
・ラテン、キリル文字も入力できます。（パソコ
ンの文字変換システムによる） 

この項目は入力の必要はありません。 
省略して構いません。 

［無伴奏］ 
・無伴奏曲の場合
にチェックします。 

［自由曲欄の追加］ 
・自由曲を追加する場合はこの
ボタンをクリックします。 



◆申込内容入力（自由曲 ２曲目以降） 
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［引用の表記］ 
・作詩者、作曲者などが不詳の場合や、民族歌など
の場合は、作詩者、または作曲者の欄に全角のカッ
コ「（ ）」をつけて入力します。これによりカッコ
「（ ）」内の表記が優先されます。 
 例 （アイルランド民謡）  （作詩不詳） 
・「和歌」「俳句」「謠曲」などの作者を表記する場合
も全角のカッコ「（ ）」をつけて下記例のように入力
します。 
 例 （和歌／光孝天皇） （俳句／松尾芭蕉） 

この項目は入力の必要はありません。 
省略して構いません。 

［曲コピー］ 
・入力した自由曲内容をコピーできます。 
・曲名のみコピーしませんので、入力します。 

［自由曲欄の削除］ 
・自由曲の入力欄を削除するときにクリックします。 
・途中の入力欄は削除できません。必ず最後の入
力欄から削除してください。 

メ モ 
・ルビを振る場合は、直後に（ルビ 
○○）とカッコ付けとともに入力します。 
・特殊な漢字（外字）などどうしても入力
できない文字は、該当文字を■と入力し、
直後に（■の文字表記の説明）として入
力します。 



◆申込内容入力（演奏時間～参加人数） 
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［合計演奏時間］ 
・【あゆむ】コンクールの場合は、課題曲
の始まりから自由曲の終わりまで、曲間を
含んだ時間を入力します。 
・【つなぐ】コンサートの場合は、自由曲の
曲間を含んだ時間を入力します。 
・ゼロ秒の場合でも０を入力します。 

［出演人数］ 
・同時に歌唱する最大人数
を入力します。 

［制限演奏時間］ 
・自由曲の制限時間です。 
・自由曲の合計時間がこれを上回る
とエラーとなります。 

［演奏者］ 
・ピアニスト以外の演奏
者があればその人数。 

この項目は入力の 
必要はありません。 

メ モ 
指揮者やピアニスト氏名の入力は 
忘れがちですので、注意しましょう。        

  

 

［出演者］ 
・参加人数に入力したら、指揮者、ピアニ
スト、演奏者のお名前を入力する必要が
あります。 
・「○○を追加する」(水色)ボタンを押すと、
入力欄を表示します。 
・参加人数と入力が合わない場合は申
込確認時にエラーとなります。 

［その他］ 
・引率者など。 

［参加人数］ 
・合唱団員の他、指揮者やピア
ニスト、帯同者も含めた参加人
数を表示します。 



◆申込内容入力（演奏者名） 
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［指揮を追加する］ 
・指揮者を追加するときはク
リックします。新たな入力欄
が表示されます。 

・チエックを入れると、連
絡者氏名を複写します。 

［ピアノを削除する］ 
・ピアニスト入力欄を削除
するときはクリックします。 

［演奏楽器］ 
・リストから楽器を選択しま
す。 

［その他演奏楽器］ 
・リスト以外の楽器名を入
力します。 



◆申込内容入力（セッティング情報～入金情報） 
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［出演人数］ 
・同時に歌唱する最大人数
を入力します。 

［譜面台］ 
・演奏者がいる場合など必
要台数を記入します。 

［椅子］ 
・演奏者がいる場合など必要台数
を記入します。 
・椅子の仕様などは特記事項に
記入します。 

［団体参加料］ 
・演奏区分によって自動計算しま
す。 
・個人参加料はありません。 

メ モ 
舞台セッティングに関する情報は、入
力最後の「利用者情報」にもあります。 
詳細のセッティングについては、 

「舞台セッティング図面」を添付します。 
        
  

 



◆申込内容入力（利用者情報 【あゆむ】コンクールの場合） 
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［出演人数］ 
・同時に歌唱する最大人数
を入力します。 
［出演人数］ 
・同時に歌唱する最大人数
を入力します。 

［ファイル選択］ 
・ドラッグ＆ドロップはできません。 
・必ず「ファイル選択」ボタンお押
して、該当ファイルを選択します。 
・大きなサイズのファイル（５MB以
上）は添付しないでください。 

［ピアノ配置］ 
・ピアノ配置が特別な場合は、この
画面の少し上の「セッティング情
報」にある「演奏特記事項」に記入
します。 

メ モ 
出演者名簿や舞台セッティング図面 

等ファイル様式は、グラントワホーム
ページからダウンロードできます。 
添付ファイル名には団体名を 
記載するようお願いいたします。        

  

 

メ モ 
“必須入力項目”は、まだ内容が決定
していなくても、現時点での情報を入
力しておく必要があります。（エラーと
なります。）その後、グラントワ・カン
タートホームページに記載の修正期
日までに必ず修正して下さい。        

  

 



◆申込内容入力（利用者情報 【つなぐ】コンサートの場合） 
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［ファイル選択］ 
・ドラッグ＆ドロップはできません。 
・必ず「ファイル選択」ボタンお押
して、該当ファイルを選択します。 
・大きなサイズのファイル（５MB以
上）は添付しないでください。 

［ピアノ配置］ 
・ピアノ配置が特別な場合は、この
画面の少し上の「セッティング情
報」にある「演奏特記事項」に記入
します。 

メ モ 
出演者名簿や舞台セッティング図面 

等ファイル様式は、グラントワホーム
ページからダウンロードできます。 
添付ファイル名には団体名を 
記載するようお願いいたします。        

  

 

メ モ 
“必須入力項目”は、まだ内容が決定
していなくても、現時点での情報を入
力しておく必要があります。（エラーと
なります。）その後、グラントワ・カン
タートホームページに記載の修正期
日までに必ず修正して下さい。       

  

 

［オーケストラピットの使用］ 
・オーケストラピット内の配置など
は、「舞台セッティング図面」に記
入してファイル添付します。 



◆申込内容入力（利用者情報 【つなぐ】コンサートの場合） 
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［日時の入力］ 
・項目下のアイコンをクリックすると入力ガ
イドが表示されます。 
・西暦年をクリックすると年月の選択がで
きる画面に切り替わります。 
・時計マークをクリックすると時刻が入力
できる画面に切り替わります。 

（つづき） 

［備考・連絡事項］ 
・実行委員会に伝えたい内容がありました
らここに入力します。 

※エラーの確認と対応 

エラー表示例 

［確認する］ 
・全て入力したら、「確認する」ボタンを押し
て、エラーが無いか確認します。 

［エラー表示］ 
・エラーになった項目を表示します。右側のサ
ブメニューまたはスクロールして該当項目を
表示し、正しい内容を入力します。 
・エラー内容を訂正後、最下の「もう一度確認
する」ボタンを押して確認します。 
・申込内容確認画面が表示されたら成功です。 



【サポート】 

 このサービスに関するご質問や不具合などは、グラントワを通して対応させていただきます。 

 ※ご質問の際には、下記の内容を整理し、グラントワにメールでお問い合わせ下さい。
メールアドレス： cantat@grandtoit.jp 

グラントワ グラントワ 
合唱団 
担当者 
合唱団 
担当者 

技術 
サポート 
技術 
サポート 
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メール 
電話等 

 ・お問い合わせ頂く場合は、つぎの点を簡潔に記載ください。 
 
  表題：○○の設定方法について（質問）    ※質問、不具合、要望などがわかるように 

  内容： 
    ○○合唱団  担当○○        ※担当者がわかるように 

    会員申請画面の基本情報について    ※質問箇所や画面名がわかるように 

    ○○を追加したいのですが、 
    可能ですか。             ※質問内容は１件ごとに文にして 

    その方法を教えてください。 
 
 ・不具合の場合は、下記の点も簡潔に記載ください。 
    発生日時 
    発生パソコンのブラウザ名、バージョン 
    利用者のログインID、団体名 
    現象（可能であれば画面のスクリーンショット、写メ等を添付） 
    エラーの内容、試したこと、 
    運用への影響 等 

◆お問い合わせメールの書き方 


