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01-1 各画⾯と操作

画⾯

操作

ログイン

アカウント登録

申請書類提出
状況確認

マイページ
申請書類の提出状況を

確認できます。

お知らせお知らせ

お知らせの確認ができます。

アップロード申請書類アップロード

申請書類のアップロードができます。

URL発⾏関係者提出書類⽤URL発⾏

関係者提出書類を関係者にアップロードいただくための
URLを発⾏します。

アカウント
情報確認

個⼈設定

アカウント情報の確認・パスワードの変更ができます。
パスワード

変更
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01-2 画⾯概要

場所 機能 内容

ヘッダー

⾔語切替え 「⽇本語」と「English」の切替えができる。

通知 サイト内の通知が確認できる。通知が届くと右のようなマークがつく。

ヘルプ 「操作⼿順書」、「FAQ」、「問合わせ先」への移動ができる。

ユーザー設定 「個⼈設定」への移動、「ログアウト」ができる。

サイド
メニュー

上部 今いる階層が表⽰される。 ex) ホーム ＞ 申請書類⼀覧

下部 移動できる画⾯が表⽰される。

メイン 各機能 各画⾯の操作を⾏うことができる。

フッター

利⽤規約 利⽤規約の確認ができる。

個⼈情報の取扱い 個⼈情報の取扱いの確認ができる。

プライバシーポリシー プライバシーポリシーの確認ができる。

ヘッダー

サイド
メニュー メイン

フッター
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01-3 公募申請までの流れ

申請書類を作成する。

公募申請サイトのアカウント登録をする。

必要書類をアップロードする。
関係者提出書類がある場合はURLを発⾏し、関係者に提出を依頼する。

必要書類がすべてアップロードされたことを確認し、申請完了。

国際交流基⾦WEBサイトで公募プログラムの詳細を確認する。
https://www.jpf.go.jp/j/program/list.html

国際交流基⾦WEBサイトで
申請に必要なファイル(申請書・その他関連書類等)をダウンロードする。

募集要項確認

申請書類
ダウンロード

申請書類作成

アカウント登録

申請書類
アップロード

申請完了

公募申請サイト
での操作

https://www.jpf.go.jp/j/program/list.html
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STEP1 利⽤規約、個⼈情報取扱⽅針への同意

1. 公募申請サイトのURLにアクセスする。
https://www.apply.jpf.go.jp
2. ログイン画⾯が表⽰されるので、「アカウント作成」をクリックする。
3. 利⽤規約と個⼈情報取扱⽅針を確認し、同意する場合はそれぞれ

のチェックボックスをチェックし、「次へ」をクリックする。

02-1 アカウント登録

アカウント仮登録のメールアドレス⼊⼒画⾯に遷移する。

https://www.apply.jpf.go.jp/
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「アカウント仮登録完了」画⾯が表⽰され、仮登録メールアドレスに
本登録⽤URLが記載されたメールが届く。
※URLの有効期間は1時間のため、注意する。

STEP2 仮登録メール送信

メールアドレスを⼊⼒し、「送信」をクリックする。

02-1 アカウント登録
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STEP3 アカウント本登録

1. 仮登録完了メールに記載されたURLにアクセスし、アカウント情報を⼊
⼒および選択する。

2. 「確認」をクリックすると、登録内容が表⽰される。
3. 登録内容を確認し、「登録」をクリックする。

※登録内容を修正する場合は、「修正」をクリックする。

「アカウント本登録完了」画⾯が表⽰される。
登録完了メールのURLまたは「ログインへ」をクリックすると、「ログイン」
画⾯が表⽰される。

02-1 アカウント登録
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STEP4 ログイン

1. 公募申請サイトのURLにアクセスする。
https://www.apply.jpf.go.jp
2.  「ログイン」画⾯が表⽰されるので、ログイン情報を⼊⼒し、「ログイン」

をクリックする。

02-1 アカウント登録

「マイページ」画⾯が表⽰される。

https://www.apply.jpf.go.jp/
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STEP1 パスワード再発⾏メール送信

1. 公募申請者サイトのURLにアクセスする。
https://www.apply.jpf.go.jp
2. 「ログイン」画⾯が表⽰されるので、「パスワードを忘れた⽅」をクリック

する。
3. 「パスワード再発⾏メール送信」画⾯が表⽰されるので、登録メール

アドレスを⼊⼒し、「送信」をクリックする。

「パスワード再設定メール送信完了」画⾯が表⽰され、登録メール
アドレスに再設定⽤URLが記載されたメールが届く。
※URLの有効期間は1時間のため、注意する。

02-2 パスワードを忘れた場合

https://www.apply.jpf.go.jp/
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STEP2 パスワード再設定

1. メールに記載されたURLへアクセスする。「パスワード再設定」画⾯が
表⽰される。

2. 新しいパスワードを⼊⼒し、「再設定」をクリックする。

「パスワード再設定完了」画⾯が表⽰される。
新しく設定したパスワードでログインできる。

02-2 パスワードを忘れた場合
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03 申請書類アップロード

機能 内容

1 申請書類アップロード 公募プログラムへの申請書類をアップロードできる。

2 関係者提出書類⽤URL発⾏ 公募プログラムへの関係者提出書類⽤URLを発⾏できる。
発⾏したURLを関係者に送付し、書類をアップロードしてもらう。

3 提出状況の確認 申請書類の提出状況を確認できる。

提出済み

未提出

提出不要

申請書類の提出状況

※添付書類と関係者提出書類は
アイコンにカーソルを合わせると、
詳細が表⽰される。

マイページから申請書類をアップロードします。提出状況を確認できます。
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マイページの申請書類の提出状況が提出済みとなる。※メールでも提出完了が通知される。

STEP3 アップロード

1. 内容確認画⾯で、内容に問題がない場合は「アップロード」をクリック
する。
※修正が必要な場合は、「戻る」をクリックする。

2. 「アップロード完了」画⾯に遷移し、アップロードした内容が確認できる。

STEP2 プログラム・提出ファイルを選択

申請先のプログラムおよび提出するファイルを選択し、「確認」をクリックする。

STEP1 「申請書類アップロード」画⾯へアクセス

「申請書類アップロード」をクリックする。

03-1 申請書類アップロード

このページの操作は、すべての申請書類を作成し終わってから⾏ってください。申請書類を⼀度アップロードすると、追加や変更ができません。

※ファイルアップロードは、下記いずれかの⽅法で⾏うことができる。
l 「ファイルを選択」をクリックし、開いたエクスプローラーからファイルを選択する
（複数ファイルを選択する場合は、Ctrlキーを押しながらファイルを選択する）。

l ファイルを「ファイルを選択する」枠内までドラッグ＆ドロップする。
l 選択したファイルを空にしたい場合は、STEP1からやり直す。
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STEP3 URLの発⾏完了

URLが発⾏される。

STEP2 URLの発⾏

申請先のプログラム、区分を選択し、「発⾏」をクリックする。

STEP1 関係者提出書類⽤URL発⾏へアクセス

「関係者提出書類⽤URL発⾏」をクリックする。

04-1 関係者提出書類⽤URL発⾏

関係者提出書類が必要な公募プログラムに申請する場合、本画⾯から関係者提出書類⽤URLを発⾏します。

発⾏したURLを関係者に案内し、書類提出を依頼してください。
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STEP3 アップロード

1. 内容確認画⾯で、内容に問題がない場合は「アップロード」をクリック
する。
※修正が必要な場合は、「戻る」をクリックする。

2. 「アップロード完了」画⾯に遷移し、アップロードした内容が確認できる。

STEP2 提出ファイルの選択

提出ファイルを選択し、「確認」をクリックする。

STEP1 URLへアクセス

公募申請者から通知されたURLへアクセスする。
「書類アップロードページ」が表⽰される。

04-2 関係者提出書類アップロード

本画⾯は、関係者が提出書類のアップロードを⾏うための画⾯です。

申請者マイページの申請書類の関係者提出書類が提出済みとなる。※申請者にはメールで提出完了が通知される。

※ファイルアップロードは、下記いずれかの⽅法で⾏うことができる。
l 「ファイルを選択」をクリックし、開いたエクスプローラーからファイルを選択する
（複数ファイルを選択する場合は、Ctrlキーを押しながらファイルを選択する）。

l ファイルを「ファイルを選択する」枠内までドラッグ＆ドロップする。
l 選択したファイルを空にしたい場合は、STEP1からやり直す。
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05-1 お知らせ確認

マイページのお知らせリンクをクリックする。

お知らせ情報が表⽰される。
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05-2 アカウント情報の確認

1. ヘッダーのユーザー名の右にある「▼」をクリックし、リストから個⼈設定を
クリックする。

2. 「アカウント情報」をクリックする。

アカウント情報が表⽰される。

※アカウント情報を変更する必要がある場合、システム管理者までご連絡ください。
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「パスワードの変更が完了しました」というメッセージが表⽰される。

1. ヘッダーのユーザー名の右にある「▼」をクリックし、リストから個⼈設定を
クリックする。

2. 「パスワード変更」をクリックする。
3. 項⽬を⼊⼒し、「変更」をクリックする。

※パスワードは半⾓英数字記号（⼤⽂字を1⽂字以上）を含むこと。

05-3 パスワード変更
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05-4 ログアウト

ヘッダーのユーザー名の右にある「▼」をクリックし、リストから「ログアウト」を
クリックする。

ログイン画⾯が表⽰される。


