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本マニュアル上の注意点

 制作扱い広告会社、媒体扱い広告会社、進行部門(局搬入担当)と、
役割が３つに分かれていることを前提にしたマニュアルです。

 会社によっては、以下の場合があるかと思います。

 制作扱い・媒体扱いと進行担当が同じ場合

 制作扱いと媒体扱いが同じ場合

 媒体扱いと進行担当が同じ場合

 進行部門(局搬入担当)とは、ＣＭ素材やＣＭ連絡表、ＣＭスケジュール表を
放送局に送る作業を行っている担当部署のことを指します。
自社内がほとんどですが、他社に依頼する場合もあります。

 画面やメールサンプル等は、マニュアル発行時点のもので、
変更になっている場合があります。
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オンライン運用（送稿）のフロー
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制作会社・ポスプロ制作扱い広告会社

媒体扱い広告会社(営業) 媒体扱い広告会社(進行)
＜進行部門(局搬入担当)＞

広告主

素材搬入事業者 システム

送受信
サーバ

放送局

制作①
制作発注

制作② 制作依頼
ディレクション

制作⑤
CM素材を
アップロード

送稿①
素材指定・送稿指示

送稿②
進行部門(局搬入担
当)の指定

送稿③ 送稿先放送局を
指定し、送稿指示

送稿④
送稿局内ストレージに送稿

システム連携
で搬入指示

CMDeCoに搬入

制作④
メタ承認

制作③
メタ入力

システム連携で
メタ登録

CMDeCo内の業務CMDeCo外の業務

制作⑥
媒体扱い広告会社指定

メール通知

搬入
サーバ
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媒体担当者
指定通知メール

媒体扱い広告会社（営業）と進行部門(局搬入担当)の作業フロー概要
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広告主
媒体扱い
広告会社
（営業）

②送稿先
放送局指定

③送稿指示

進行部門
(局搬入
担当)

CMDeCo 放送局

在局確認

④搬入指示

⑤搬入

割付作業

【重要】進行作業を
最終的に行う

広告会社を指定

システム以外の作業

システム作業

システムによる自動処理

素材搬入
事業者
システム

⑥送稿

制作扱い
広告会社

①進行部門指定

媒体担当者
指定

スケジュール表、
CM連絡表送付

素材指定
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媒体扱い広告会社（営業）向け

6



㈱広告EDIセンター
Confidential

媒体扱い広告会社（営業） 担当者が行う作業

7

1. 進行部門(局搬入担当)の指定・解除

2. 媒体担当者の追加・削除

CM素材の選択 進行部門(局搬入担当)の指定・解除

送稿指示画面に進行部門(局搬入担当)
としてログイン

CM素材情報を参照

媒体担当者の追加・削除

CM素材情報を参照

CM素材の選択

送稿搬入状態を確認

送稿搬入状態を確認

進行担当を指定します。
もしくは指定されていた会社を解除します。
※自社の場合がほとんどです。

CM素材単位に、媒体扱い広告会社の
担当者を追加・削除します。
制作扱い広告会社からの指定に対して
追加・削除したい際に利用します。

CM素材交換メタデータの内容や
CM素材の映像を確認できます。

放送局別に、送稿搬入状態などが
確認できます。

3. 媒体担当者の差し替え 媒体担当者の差し替え

変更予約一覧担当者の異動などで、広告主単位で
媒体扱い広告会社の担当者を一括で
変更したい際に利用します。

媒体担当者の差し替え処理状態を確認したり、
一度処理を予約したものを取り消したりできます。
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進行部門(局搬入担当)の指定 作業フロー
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素材搬入事業者
システム

媒体担当者指定通知メールを受信

ログイン

CM素材を検索

進行部門(局搬入担当)を指定

制作扱い広告会社が
広告主に指定された

媒体扱い広告会社(担当者)を指定

※設定した進行部門(局搬入担当)を
次回から初期表示することできます。

CM素材情報を参照

オプション

複数素材選択可
１素材のみ

CMDeCoから媒体担当者
メールアドレス宛
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媒体扱い広告会社指定と進行部門(局搬入担当)指定 パターン例
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Ａ Ａ Ａ

Ｂ Ａ Ａ

Ａ Ａ ＣＣ

通常
パターン

廻しがある
パターン

制作扱い
広告会社

媒体扱い
広告会社2

進行部門
(局搬入担当)

媒体扱い
広告会社1

媒体扱い広告会社指定 進行部門(局搬入担当)指定

Ａ Ａ ＤＢ

【重要】進行作業を
最終的に行う

広告会社を指定
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ログイン

 初回ログイン時は、この画面からパスワード変更画面に遷移します。パスワードに変更し、パスワード変更後は一旦ログアウトしてください。

 パスワードを忘れた場合は、「パスワードを忘れた場合」リンクを押下してください。

 パスワードを3回間違えるとロックされます。「パスワードを忘れた場合」リンクを押下して、パスワードを再設定してください。

 パスワードの有効期間は30日です。期限切れの場合、 「パスワードを忘れた場合」リンクを押下して、パスワードを再設定してください。

① メールアドレスを入力

② パスワードを入力

※ 初回ログイン時は、媒体担当者指定通知
メールに記載の仮パスワードを入力

③ 【ログイン】ボタンを押下

①
②

③
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1. 進行部門(局搬入担当)の指定

 進行部門(局搬入担当)とは、CM素材やCMスケジュール表、CM連絡表を放送局へ送る作業を行う会社のことです。

 多くの場合は、自社になります。

進行を担当する広告会社を
指定します。
もしくは指定されていた会社を
解除します。

※自社の場合がほとんどです。

① 【進行部門(局搬入担当)の指定・解除】ボ
タンを
押下

①
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1. 進行部門(局搬入担当)の指定（CM素材の選択）

 検索条件について、「進行部門(局搬入担当)の指定状況」の初期値は「未」です。

 CM素材は複数選択可能です。

① 検索条件を入力し、【検索】ボタンを押下

② 検索結果から、CM素材を選択

③ 【進行担当広告会社の指定・解除】
ボタンを押下

②

③

①
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1. 進行部門(局搬入担当)の指定（会社の追加前）

① 【進行部門(局搬入担当)を追加】ボタンを
押下
→会社選択画面が立ち上がる

①
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1. 進行部門(局搬入担当)の指定（会社の選択）

 進行部門(局搬入担当)は複数選択可能です。

 通常は自社を選択することになります。

① 検索条件を入力し、【検索】ボタンを押下

② 進行を担当する会社（・支社）を選択

③ 【追加】ボタンを押下
→元画面に戻る

①

②

③
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テスト広告会社

テスト広告会社

テスト広告会社

9992

9992

9992

9992
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1. 進行部門(局搬入担当)の指定（会社の追加後）

 進行部門(局搬入担当)の解除を行った後も、【進行部門(局搬入担当)として指定】ボタンを押下してください。

 次回以降、この画面に遷移した際に今回選択した会社（・支社）をデフォルト表示したい場合は、【デフォルトとして設定】を押下してください。

 進行部門(局搬入担当)として引き続き作業を行う場合は、【送稿指示画面に進行部門(局搬入担当)としてログイン】を押下してください。

 代表メールアドレスは変更することができます。（直接進行担当者のメールアドレスを入れたりできます）

① 【進行部門(局搬入担当)として指定】ボタ
ンを押下
→ 進行部門(局搬入担当)の代表メール
アドレスに

指定された旨が通知されます。

② 【戻る】ボタンを押下し、「CM素材の選択」
画面に戻る

①

②
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@testad.co.jp  

テスト広告会社 @testad.co.jp  

テスト広告会社
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2. 媒体担当者の指定

CM素材単位に、媒体扱い広告
会社の担当者を追加・削除します。
制作扱い広告会社からの指定に
対して追加・削除したい際に利用
します。

① 【媒体担当者の追加・削除】ボタンを押下

①
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2. 媒体担当者の追加・削除（CM素材の選択）

 検索条件について、「進行部門(局搬入担当)の指定状況」の初期値は「未」です。

 CM素材は複数選択可能です。

① 検索条件を入力し、【検索】ボタンを押下

② 検索結果から、CM素材を選択

（媒体担当者を追加する場合）

③ 【媒体担当者の追加】ボタンを押下

（媒体担当者を削除する場合）

③ 【媒体担当者の削除】ボタンを押下②

③

①
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2. 媒体担当者の追加

 複数人登録したい場合、【行を追加】ボタンを押下してください。入力欄を追加されます。

 不要な入力欄を消す場合、【削除】ボタンを押下してください。

① 媒体担当者氏名と
媒体担当者メールアドレスを入力

② 【媒体担当者を追加】ボタンを押下

③ 【戻る】ボタンを押下し、「CM素材の選択」
画面に戻る

①
②

③
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2. 媒体担当者の削除

 媒体担当者が一人の場合、削除できません。媒体担当者の追加を行ってから、この作業を行ってください。

① 削除したい媒体担当者を選択

② 【媒体担当者を削除】ボタンを押下

③ 【戻る】ボタンを押下し、「CM素材の選択」
画面に戻る

①
②

③
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広告 太郎 kokoku.taro@cmdeco.jp

Tanto.A@cmdeco.jp
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3. 媒体担当者の差し替え

担当者の異動などで、広告主単位で
媒体扱い広告会社の担当者を一括で
変更したい際に利用します。

① 【媒体担当者の差し替え】ボタンを押下
①
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3. 媒体担当者の差し替え

① 検索条件を入力し、【検索】ボタンを押下

② 差し替え対象とする広告主を１つ選択

③ 変更元となる媒体担当者を選択するため、
【媒体担当者を選択】ボタンを押下
→選択画面が立ち上がる

①

②

③
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3. 媒体担当者の差し替え（媒体担当者の選択）

 検索対象は、ログイン者と同じ会社（同じ広告事業者コード）であり、
かつ、媒体担当者の差し替え画面で選択した広告主のCM素材を一つ以上担当している担当者です。

① メールアドレスを入力し、【検索】ボタンを
押下

② 変更したい担当者を選択

③ 【選択】ボタンを押下
→元の画面に戻る

①

②

③
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3. 媒体担当者の差し替え

 媒体担当者の差し替えは、翌日に反映されます。

 同じ広告主で複数名差し替えたい場合、この作業を繰り返し行ってください。

 変更予約の状態を確認したい、もしくは予約を取り消したい場合、【変更予約一覧】ボタンを押下してください。 → 次ページを参照のこと

① 変更先の媒体担当者氏名と
メールアドレスを入力

② 【素材に紐づく媒体担当者を変更（予約）】
ボタンを押下

③ 【戻る】ボタンを押下し、「CM素材の選択」
画面に戻る

①

②

③
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3. 媒体担当者差し替え予約の取り消し

 ステータスについて、

① 予約を取り消したいものを選択

② 【媒体担当者変更の予約を取り消し】
ボタンを押下

画面差替予定

24

①

②

ステータス 状態

未処理 予約が完了し、その日の夜間バッチがまだ実行されていない状態

エラー 夜間バッチが実行され、何かしらのエラーが発生した状態
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Op1. CM素材情報の参照（ＣＭ素材の選択）

 選択できるCM素材は１つです。複数選択している場合、【CM素材情報を参照】ボタンは押下できません。

① メニューにある
【進行部門(局搬入担当)の指定・解除】、
もしくは【媒体担当者の追加・削除】ボタン
を押下

② 検索条件を入力し、【検索】ボタンを押下

③ CM素材を１つ選択

④ 【CM素材情報を参照】ボタンを押下

③

④

②

25
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Op1. CM素材情報の参照

CM素材交換メタデータの内容や
CM素材の映像などを確認できます。

① 表示したい項目について、【開く】ボタンを
押下

①

26
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Op1. CM素材情報の参照

 ファイル規格（コード）はCM素材交換メタデータではありません。（将来拡張のための項目）

 「広告事業者名」は「CCCに登録されている広告主名」、「ユーザーエリア３」は「ラウドネス値」と表現しています。

この例では、CM素材交換メタデータが
表示されています。

※非表示にする場合は、【閉じる】ボタンを
押下

27
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Op1. CM素材情報の参照

 CMメタデータのステータス

I. メタ承認番号

 CMメタデータのステータスで、メタデータ承認
済かオンライン認証済（放送局へ送稿指示可
能状態）かを確認できます。

II. 素材搬入事業者

 事業者名やオンライン認証された日時が確認
できます。

III. メタデータ履歴

 承認者と承認日時、削除承認者と削除承認
日時が確認できます。

IV. 媒体扱い広告会社

 会社名と担当者が確認できます。

 媒体扱い広告会社が指定した進行部門(局搬
入担当)を確認できます。

V. プロキシAV視聴

 CM素材を視聴できます。

メタステータス 内容
CMメタ承認済
（媒体扱い未指定）

CMメタデータが承認されているが、
媒体扱い広告会社が指定されていない状態

CMメタ承認済
（媒体扱い指定済）

CMメタデータが承認され、
媒体扱い広告会社が指定されている状態

オンライン認証済
（媒体扱い未指定）

CMメタデータが承認されかつオンライン認証も済んでいるが、
媒体扱い広告会社が指定されていない状態

オンライン認証済
CMメタが承認されかつオンライン認証も済んでおり、
媒体扱い広告会社が指定されている状態

28

テスト広告会社(9993)   

(tanto.A@tested.co.jp)                                                

テスト搬入事業者(9999)   

テスト広告会社(test_cmdeco@tested.co.jp)                                                
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Op2. 送稿搬入状態の確認

① CM素材情報の画面まで遷移

② 【送稿搬入状態を確認】を押下②
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Op2. 送稿搬入状態の確認

放送局別に、素材搬入事業者の
搬入サーバーからCMDeCoの
送受信サーバーへ搬入状態、
CMDeCoの送受信サーバーから
放送局内ストレージへの送稿状態
などを確認できます。

① 最新状態に更新したい場合、
【最新の状態に更新】ボタンを押下

ステータスについて

①

30

搬入ステータス 内容

搬入指示未
送稿先予定局として選択されているが、
送稿指示を行っていない状態

搬入指示済 素材搬入事業者の搬入サーバーへ搬入指示した状態

搬入中
素材搬入事業者の搬入サーバーからCMDeCoの送受信サーバーに
搬入している状態

搬入済 CMDeCoの送受信サーバーに搬入が完了した状態

搬入中止済
送稿中止指示により、素材搬入事業者の搬入サーバーへの
搬入を中止した状態

搬入指示エラー
素材搬入事業者の搬入サーバーへの搬入指示中に
何らかのエラーが発生している状態

搬入エラー
素材搬入事業者の搬入サーバーからCMDeCoの送受信サーバー
に搬入している間に、何らかのエラーが発生している状態

搬入中止エラー
送稿中止指示により、素材搬入事業者の搬入サーバーへ
の中止指示中に、何らかのエラーが発生している状態

送稿ステータス 内容
未送稿 送受信サーバから放送局内ストレージへの送稿をしていない状態
送稿待ち 送受信サーバから放送局内ストレージへの送稿を待っている状態
送稿中 送受信サーバから放送局内ストレージへ送稿している状態
送稿中止 送受信サーバから放送局内ストレージへの送稿を中止した状態
送稿済 送受信サーバから放送局内ストレージへの送稿が完了した状態

送稿エラー 送受信サーバから放送局内ストレージへの送稿が失敗した状態
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Op2. 送稿搬入状態の確認（項目一覧）

31

エリア 系列
放送局
略称

放送局名
貴方が送稿(搬入)

指示した日時
搬入

ステータス
搬入

完了日時

素材を搬入した
進行部門(局搬入担

当)会社名

素材を搬入した
進行部門(局搬入担当)支

社名

送稿
ステータス

送稿
完了日時

送稿先
放送局名称

貴方が送稿中止
指示した日時

素材削除
完了日時

素材を削除した
進行部門(局搬入担当)

会社名

素材を削除した
進行部門(局搬入担当)

支社名

再搬入 返却状況

再搬入の場合
「○」を表示

返却とは放送局設備からCM素材が消去されたことをいう
放送局が返却通知をCMDeCoに行えばその日を表示

他の会社が搬入していた場合、
その会社名を表示

すでに搬入されていた場合、
指示日時と完了日時は逆転

放送局が送受信サーバーからＣＭ素材を
取得する場合で放送局が送稿完了を
通知しない場合、「送稿待ち」のまま
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Op3. 進行部門(局搬入担当)としてログイン

① 進行部門(局搬入担当)の指定後にそのま
ま進行部門(局搬入担当)として作業をし
たい場合、
進行部門(局搬入担当)の指定・解除の画
面にある、【送稿指示に進行担当広告会
社として
ログイン】ボタンを押下

①

32

@testad.co.jp  

テスト広告会社 @testad.co.jp  

テスト広告会社
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Op3. 進行部門(局搬入担当)としてログイン

① 本社、支社に分かれている場合、
広告会社支社をプルダウンから選択

② パスワードを入力

③ 【ログイン】ボタンを押下
→進行部門(局搬入担当)のメニューに遷
移

①
②

③

33

テスト広告会社
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メールサンプル（媒体担当者指定のお知らせ）

34

件名
【CMDeCo】媒体担当者指定のお知らせ【10桁CMコード：999A=000252】
送信元アドレス

noreply_cmdeco@ad-edi.com
送信先
指定された媒体担当者のメールアドレス

本文

【CMDeCo】媒体担当者指定のお知らせ

下記のCMについて、貴方が媒体扱い広告会社担当に指定されました。
URLよりログインし、内容を確認のうえ、進行部門(局搬入担当)を指定してください。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－
10桁CMコード： 999A=000252
CM素材名：テスト素材
素材広告主名：テスト広告主
制作扱い広告会社名：テスト制作広告会社
URL：https://www.cmdeco.jp/
ログインID：XXXX@ad-edi.com
仮パスワード：XXXX
－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ご不明な点がございましたら、下記サポートデスクまでご連絡ください。

なお、本メールはお知らせ専用です。
本メールにはご返信いただけませんのでご了承ください。
------------------------------------------------------------
本メールに関する問い合わせ（CMDeCoサポートデスク）
E-Mail：support_cmdeco@ad-edi.com
------------------------------------------------------------
株式会社 広告EDIセンター https://ad-edi.com

初回登録時
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進行部門(局搬入担当)向け

35
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進行部門(局搬入担当) 担当者が行う作業

36

1. 送稿指示

2. 再送稿指示

3. 送稿中止指示

CM素材の選択 送稿予定放送局の選択

送 稿

CM素材情報を参照

再 送 稿

CM素材情報を参照

CM素材の選択

送稿搬入状態を確認

送稿搬入状態を確認

送稿先放送局を指定し、送稿を指示します。

一度送稿したことがあるCM素材を
再度送稿する際に利用します。
広告主もしくは放送局の要請に基づき、
CM素材を再度送稿する際にも利用します。

事情により送稿を中止する場合、
誤って送稿指示したCM素材の送稿を
中止する場合に利用します。

CM素材交換メタデータの内容や
CM素材の映像を確認できます。

放送局別に、送稿搬入状態などが
確認できます。

送 稿 中 止

CM素材情報を参照

CM素材の選択

送稿搬入状態を確認
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進行部門(局搬入担当) 担当者が行う作業

37

4. 進行作業実績出力 進行作業実績出力

ログインしたＩＤに紐づいているＣＭ素材について、
進行作業（送稿指示、再送稿指示）を
実施したログが出力できます。
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送稿指示 作業フロー

38

※進行担当に指定され、
かつオンライン認証が完了
すると、放送局へ送稿指示
ができます。

進行担当指定
通知メールを受信

媒体扱い広告会社担当者が
進行担当を指定

CMDeCoから代表メールアドレス宛

制作扱い広告会社（制作会社・ポスプロ）が
ＣＭ素材を搬入サーバーにアップし、

オンライン認証手続きを実施

オンライン認証完了
通知メールを受信

素材搬入事業者
システム

認証ＯＫ
CMDeCoから代表メールアドレス宛
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送稿指示 作業フロー
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送稿先放送局を指定

送稿指示

ＣＭ素材を検索

１素材のみ

送稿搬入状態を一覧で随時確認

１素材のみ

ログイン

作業者名を入力
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ログイン

 会社・支社IDについて、広告事業者コード（4桁）に数字2桁を後ろにつけたIDとなります。
会社で１IDの場合、広告事業者コード（4桁）に「00」をつけたIDとなります。

 パスワードを3回間違えると、アカウント管理者にメール通知されます。アカウント管理者は不正侵入でないかを確認してください。

 パスワードの有効期間は30日です。アカウント管理者が変更してください。

① 会社IDを入力

※ 支社まで単位を小さくしている場合は、
支社IDを入力

② パスワードを入力

③ 【ログイン】ボタンを押下

①
②

③

40
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ログイン（作業者名の入力）

 障害調査の際に、誰が操作をしたかを確認するために入力していただいています。

① ログイン後に氏名を入力

①

41
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1. 送稿指示

送稿先放送局を指定し、
送稿指示します。

① 【送稿指示】ボタンを押下

①

42
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1. 送稿指示（CM素材の選択）

 検索条件について、送稿状況の初期値は「未」です。

① 検索条件を入力し、【検索】ボタンを押下

② 検索結果から、CM素材を１つ選択

③ 【送稿予定放送局を選択へ】
ボタンを押下

②

③

①

43
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1. 送稿指示（送稿予定放送局の選択）

 送稿可能な放送局のみ表示されます。

 放送局を押下することで、選択したり解除したりできます。

 地区や系列のボタンを押下すると、選択したり解除したりできます。

① 送稿予定の放送局を選択

② 【送稿予定放送局として指定】ボタンを
押下

②

①

44
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1. 送稿指示（送稿する放送局の指定と送稿）

 送稿（予定）放送局のみが表示されます。

 送稿指示後、放送局の下に送稿指示日が表示されます。

 送稿予定放送局を追加したい場合、【送稿予定放送局を選択】を選択ボタンを押下してください。

① 送稿する放送局が選択されていることを
確認し、【送稿】ボタンを押下

※送稿搬入状態を確認したい場合は、
【送稿搬入状態を確認】ボタンを押下

②

①

45
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1. 送稿指示（送稿搬入状態の確認）

 既に送受信サーバーにCM素材がある場合、再度搬入事業者の搬入サーバーから送受信サーバーへは搬入されません。

① 最新状態に更新したい場合、
【最新の状態に更新】ボタンを押下

ステータスについて
①

46

搬入ステータス 内容

搬入指示未
送稿先予定局として選択されているが、
送稿指示を行っていない状態

搬入指示済 素材搬入事業者の搬入サーバーへ搬入指示した状態

搬入中
素材搬入事業者の搬入サーバーからCMDeCoの送受信サーバーに
搬入している状態

搬入済 CMDeCoの送受信サーバーに搬入が完了した状態

搬入中止済
送稿中止指示により、素材搬入事業者の搬入サーバーへの
搬入を中止した状態

搬入指示エラー
素材搬入事業者の搬入サーバーへの搬入指示中に
何らかのエラーが発生している状態

搬入エラー
素材搬入事業者の搬入サーバーからCMDeCoの送受信サーバー
に搬入している間に、何らかのエラーが発生している状態

搬入中止エラー
送稿中止指示により、素材搬入事業者の搬入サーバーへ
の中止指示中に、何らかのエラーが発生している状態

送稿ステータス 内容
未送稿 送受信サーバから放送局内ストレージへの送稿をしていない状態
送稿待ち 送受信サーバから放送局内ストレージへの送稿を待っている状態
送稿中 送受信サーバから放送局内ストレージへ送稿している状態
送稿中止 送受信サーバから放送局内ストレージへの送稿を中止した状態
送稿済 送受信サーバから放送局内ストレージへの送稿が完了した状態

送稿エラー 送受信サーバから放送局内ストレージへの送稿が失敗した状態
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1. 送稿指示（送稿搬入状態の確認＜項目一覧＞）

47

エリア 系列
放送局
略称

放送局名
貴方が送稿(搬入)

指示した日時
搬入

ステータス
搬入

完了日時

素材を搬入した
進行部門(局搬入担

当)

素材を搬入した
進行部門(局搬入担当)支

社

送稿
ステータス

送稿
完了日時

送稿先
放送局名称

貴方が送稿中止
指示した日時

素材削除
完了日時

素材を削除した
進行部門(局搬入担当)

素材を削除した
進行部門(局搬入担当)支社

再搬入 返却状況

再搬入の場合
「○」を表示

返却とは放送局設備からCM素材が消去されたことをいう
放送局が返却通知をすればその日時を表示

他の会社が搬入していた場合、
その会社名を表示

すでに搬入されていた場合、
指示日時と完了日時は逆転。

放送局が送受信サーバーからＣＭ素材を
取得する場合で放送局が送稿完了を
通知しない場合、「未送稿」のまま
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2. 再送稿指示

自社で一度送稿したことがあるCM素材
を再度送稿する際に利用します。
広告主もしくは放送局の要請に
基づき、CM素材を再度送稿する際に
も利用します。

① 【再送稿指示】ボタンを押下

①

48
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2. 再送稿指示（CM素材の選択）

① 検索条件を入力し、【検索】ボタンを押下

② 検索結果から、CM素材を１つ選択

③ 【再送稿する放送局の選択へ】ボタンを
押下

②

③

①

49
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2. 再送稿指示（再送稿する放送局の指定と再送稿）

 送稿したことがある放送局のみ表示されます。

 放送局の下にある日付は、直近の送稿指示日です。

 すでに送受信サーバーにCM素材がある場合、放送局内ストレージに再度送稿を実施します。

 送受信サーバーにCM素材がない場合、搬入サーバーから搬入を受けて、放送局内ストレージに再度送稿を実施します。

① 再送稿したい放送局を選択

② 【再送稿】ボタンを押下

②

①

50
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3. 送稿中止指示

事情により送稿を中止する場合、
誤って送稿指示したCM素材の
送稿を中止する場合に利用します。

① 【送稿中止指示】ボタンを押下

①

51



㈱広告EDIセンター
Confidential

3. 送稿中止指示（CM素材の選択）

① 検索条件を入力し、【検索】ボタンを押下

② 検索結果から、CM素材を１つ選択

③ 【送稿中止する放送局の選択へ】ボタンを
押下

②

③

①

52
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3. 送稿中止指示（送稿中止する放送局の指定と送稿中止）

 送稿したことがある放送局のみが表示されます。

 放送局の下にある日付は、直近の送稿指示日です。

 ＣＭ素材を送受信サーバへ搬入中の場合、搬入を中止します。

 ＣＭ素材を放送局内ストレージに送稿中の場合、送稿を中止します。

 関係するすべての進行部門(局搬入担当)が送稿中止にした場合、送受信サーバにあるＣＭ素材を削除します。

① 送稿中止したい放送局を選択

② 【送稿中止】ボタンを押下

53

②

①
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4. 進行作業実績出力

54

自社（支社までＩＤが分かれている
場合、支社）が進行作業（送稿指
示、再送稿指示）を実施したログが
出力できます。

① 【進行作業実績出力】を押下。

①
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4. 進行作業実績出力

55

 出力されるＣＳＶファイルをそのままＥＸＣＥＬで開くと、例えば広告事業者コードが「0004」の場合、「4」と表示されます。

① 検索条件を入力

② 【進行作業実績出力】ボタンを押下

→ ＣＳＶファイルが出力される

②

①
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Op1. CM素材情報の参照（CM素材の選択）

① 検索条件を入力し、【検索】ボタンを押下

② CM素材を１つ選択

③ 【CM素材情報を参照】ボタンを押下

②

③

①

56
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Op1. CM素材情報の参照

CM素材交換メタデータの内容や
CM素材の映像などを確認できます。

① 表示したい項目について、【開く】ボタンを
押下

①

57
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Op1. CM素材情報の参照

 ファイル規格（コード）はCM素材交換メタデータではありません。（将来拡張のための項目）

 「広告事業者名」は「CCCに登録されている広告主名」、「ユーザーエリア３」は「ラウドネス値」と表現しています。

この例では、CM素材交換メタデータが
表示されています。

※非表示にする場合は、【閉じる】ボタンを
押下

58
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Op1. CM素材情報の参照

 CMメタデータのステータス

I. メタ承認番号

 CMメタデータのステータスで、メタデータ承認
済かオンライン認証済（放送局へ送稿指示可
能状態）かを確認できます。

II. 素材搬入事業者

 事業者名やオンライン認証されて日時が確認
できます。

III. メタデータ履歴

 承認者と承認日時、削除承認者と削除承認
日時が確認できます。

IV. 媒体扱い広告会社

 会社名と担当者が確認できます。

 媒体扱い広告会社が指定した進行部門(局搬
入担当)を確認できます。

V. プロキシAV視聴

 CM素材を視聴できます。

テスト広告会社(test_cmdeco@tested.co.jp)                                                

メタステータス 内容
CMメタ承認済
（媒体扱い未指定）

CMメタデータが承認されているが、
媒体扱い広告会社が指定されていない状態

CMメタ承認済
（媒体扱い指定済）

CMメタデータが承認され、
媒体扱い広告会社が指定されている状態

オンライン認証済
（媒体扱い未指定）

CMメタデータが承認されかつオンライン認証も済んでいるが、
媒体扱い広告会社が指定されていない状態

オンライン認証済
CMメタが承認されかつオンライン認証も済んでおり、
媒体扱い広告会社が指定されている状態
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テスト広告会社(9993)   

(tanto.A@tested.co.jp)                                                

テスト搬入事業者(9999)   
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メールサンプル（オンライン認証完了のおしらせ）
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件名
【CMDeCo】オンライン認証完了のお知らせ【10桁CMコード：999A=000252】
送信元アドレス

noreply_cmdeco@ad-edi.com
送信先アドレス
進行部門(局搬入担当)の代表メールアドレス
媒体担当者のメールアドレス

本文

【CMDeCo】オンライン認証完了のお知らせ

下記のCMについて、素材のインジェストが完了し、
オンライン認証が完了しました。

CM素材情報画面でのプロキシAV視聴が可能となりました。

まだ進行部門(局搬入担当)の指定を行っていない場合、
媒体扱い（営業）担当者が指定を行ってください。

指定されている場合、進行担当からの送稿指示が可能です。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－
10桁CMコード： 999A=000252
CM素材名：テスト素材
素材広告主名：テスト広告主
制作扱い広告会社名：テスト制作広告会社
URL：https://www.cmdeco.jp/
－－－－－－－－－－－－－－－－－－

※事前に進行部門(局搬入担当)に指定されていないと、
このメールは進行部門(局搬入担当)の代表メールアドレスには届きません。

ご不明な点がございましたら、下記サポートデスクまでご連絡ください。

なお、本メールはお知らせ専用です。
本メールにはご返信いただけませんのでご了承ください。
------------------------------------------------------------
本メールに関する問い合わせ（CMDeCoサポートデスク）
E-Mail：support_cmdeco@ad-edi.com
------------------------------------------------------------
株式会社 広告EDIセンター https://ad-edi.com
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メールサンプル（進行担当指定のお知らせ）
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件名
【CMDeCo】進行担当指定のお知らせ【10桁CMコード：999A=000252】
送信元アドレス

noreply_cmdeco@ad-edi.com
送信先アドレス
進行部門(局搬入担当)の代表メールアドレス

本文

【CMDeCo】進行担当指定のお知らせ

下記のCMについて、御社が進行担当に指定されました。

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

進行部門(局搬入担当)：テスト広告会社
10桁CMコード：999A=000252
CM素材名：テスト素材
素材広告主名：テスト広告主
媒体担当者：XXX@XXX.XXX.XXX
URL：https://www.cmdeco.jp/

－－－－－－－－－－－－－－－－－－

ご不明な点がございましたら、下記サポートデスクまでご連絡ください。

なお、本メールはお知らせ専用です。
本メールにはご返信いただけませんのでご了承ください。
------------------------------------------------------------
本メールに関する問い合わせ（CMDeCoサポートデスク）
E-Mail：support_cmdeco@ad-edi.com
------------------------------------------------------------
株式会社 広告EDIセンター https://ad-edi.com
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アカウント管理者向け

62
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アカウント管理者が行う仕事
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1. アカウント管理者の追加・変更 アカウント管理者の一覧 アカウント管理者の追加

2. 進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削除

会社登録情報を変更する場合に利用します。
本社のほかに、支社でも進行作業を行っており、
本社・支社を分けたい場合に利用します。
進行部門(局搬入担当)のパスワード変更、初期化する際
に利用します。

自分以外にアカウント管理者を追加・削除したい場合、
自分以外のアカウント管理者情報を変更したい際に利用します。

アカウント管理者の削除

アカウント管理者情報を変更

広告会社一覧 支社の追加

支社の削除

登録情報の変更

表示順の変更

パスワードの初期化

パスワードの変更
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アカウント管理者が行う仕事
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3. 媒体担当者の削除と復活

4. 媒体担当者の差し替え

媒体担当者（削除・復活）

媒体担当者の差し替え

変更予約一覧担当者の異動などで、広告主単位で
媒体扱い広告会社の担当者を一括で
変更したい際に利用します。

媒体担当者の差し替え処理状態を確認したり、
一度処理を予約したものを取り消したりできます。

退社したなど不要となったユーザーを削除します。
利用不可になったユーザーを復活させます。

5. ＣＭ素材照会 ＣＭ素材情報

媒体担当者に指定されている、
もしくは進行部門(局搬入担当)に指定されている
ＣＭ素材情報を参照できます。
（自社内での問い合わせ対応で利用します。）

6. 進行作業実績出力 進行作業実績出力

自社が進行部門(局搬入担当)となっているＣＭ素材について、
進行作業（送稿指示、再送稿指示）を実施したログが
出力できます。
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1. アカウント管理者の追加・変更
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自分以外にアカウント管理者を
追加・削除したい場合、
自分以外のアカウント管理者情報
を変更したい場合に利用します。

① 【アカウント管理者の追加・変更】ボタンを
押下

①
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1. アカウント管理者の追加・変更（アカウント管理者の追加）
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 ログインユーザ（自身）以外のアカウント管理者が一覧で表示されます。

① 【アカウント管理者を追加】ボタンを押下

広告 次郎 jiro.kokoku@tested.co.jp テスト広告会社

①

jiro.kokoku.@testad.co.jp  テスト広告会社広告 次郎
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1. アカウント管理者の追加・変更（アカウント管理者の追加）

67

① 追加したい管理者名とメールアドレスを
入力

② 管理対象広告会社を選択
※通常は１社です。

ログインユーザが複数会社のアカウント
管理者の場合、複数社一覧に表示
されます。

③ 【アカウント管理者を追加】ボタンを押下

④ 追加したアカウント管理者に、
登録お知らせメールが届きます。

テスト広告会社9993

②

①

③
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1. アカウント管理者の追加・変更（アカウント管理者の削除）
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① 削除した管理者を選択

② 【アカウント管理者を削除】ボタンを押下

広告 次郎 jiro.kokoku@tested.co.jp テスト広告会社

②

①
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1. アカウント管理者の追加・変更（アカウント管理者情報の変更）
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氏名を変更したい場合に利用します。

① 担当となる管理者を選択

② 【アカウント管理者情報を変更】ボタンを
押下

広告 次郎 jiro.kokoku@tested.co.jp テスト広告会社

②

①
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1. アカウント管理者の追加・変更（アカウント管理者情報の変更）

70

 改姓等で氏名とメールアドレスを同時に変えたい場合は、一旦アカウント管理者の削除を行った上で、アカウント管理者の追加を行ってください。

① 変更する管理者名を入力

② 管理対象広告会社を選択
※通常は１社です。

ログインユーザが複数会社のアカウント
管理者の場合、複数社一覧に表示
されます。

③ 【アカウント管理者情報を変更】ボタンを
押下

テスト広告会社9993

①

②

①

jiro.kokoku.@testad.co.jp  
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2. 進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削除

71

会社登録情報を変更する場合に
利用します。
本社のほかに、支社でも進行作業
を行っており、本社・支社を分けた
い場合に利用します。
パスワードの初期化・変更にも利用
します。

① 【進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削
除】
ボタンを押下

①
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2. 進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削除（支社の追加）

72

 初期では会社が１つ登録され、進行可能な状態で登録されています。

 （本）支社を追加する場合に、支社の追加をします。

① 会社を選択

② 【支社を追加】ボタンを押下

テスト広告会社9993

Taro.kokoku@tested.co.jp

taro.kokoku@tested.・・ 可

①

②
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2. 進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削除（支社の追加）
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（メール送信について）

 オンライン認証完了のお知らせ ・・・ ＣＭ素材が素材搬入事業者の搬入サーバーにアップされ、オンライン認証という手続きをし、認証完了した場合に
代表メールアドレスにその旨メール通知されます。
（進行担当に指定されていれば、この時点から送稿指示可能になります。)

 進行担当指定のお知らせ ・・・ 媒体扱い広告会社担当から進行部門(局搬入担当)指定された際に、代表メールアドレスにその旨メール通知されます。

① 登録情報を入力

1. 支社名を入力
進行部門(局搬入担当)指定時に表示される
初期メールアドレスである、代表メールアドレス
を入力
（空欄でも構いません）

2. ドメインチェック用アドレスを入力
※代表メールアドレスを指定しない場合は

必須です
※@を最初に入れます

3. ログインパスワードを入力

4. メール送信の可否を設定
※基本的に「可」

② 【支社を登録】ボタンを押下

テスト広告会社

②

①
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2. 進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削除（支社の削除）

74

① 削除したい支社を選択

② 【支社を削除】ボタンを押下

①

②

taro.kokoku@tested.co.jpテスト広告会社

テスト広告会社

テスト広告会社

テスト広告会社

@tested.co.jp

@tested.co…

@tested.co…
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2. 進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削除（登録内容の変更）

75

① 登録内容をしたい会社（支社）を選択

② 【登録内容を変更】ボタンを押下

テスト広告会社9993

Taro.kokoku@tested.co.jp

taro.kokoku@tested.… 可

①

②
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2. 進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削除（登録内容の変更）

76

 代表メールアドレスを入力している場合、【登録内容を変更】ボタンを押下後に、
ドメインチェック用アドレスが自動的に登録されます。

例は会社の情報登録変更についてです。

① 変更したい項目について変更

② 【登録内容を変更】ボタンを押下
テスト広告会社

①

②

taro.kokoku@tested.co.jp

@tested.co.jp
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2. 進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削除（表示順の変更）

77

① どこか一行を選択

② 【表示順を変更】ボタンを押下

①

②

テスト広告会社

テスト広告会社

テスト広告会社

テスト広告会社

taro.kokoku@tested.co.jp

@tested.co.jp

@tested.co…

@tested.co…
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2. 進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削除（表示順の変更）

78

① 表示順欄に数字を入力
※番号は重複しないように注意

② 【表示順を変更】ボタンを押下
①

②

テスト広告会社

テスト広告会社

テスト広告会社

テスト広告会社
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2. 進行部門(局搬入担当)の追加・変更・削除（パスワードの初期化、変更）

79

① パスワードを初期化もしくは変更したい
会社、支社を選択

② パスワードを忘れてしまった場合は、
【パスワードを初期化】ボタンを押下

定期的にパスワード変更をする場合は、
【パスワードを変更】ボタンを押下①

②

taro.kokoku@tested.co.jpテスト広告会社

テスト広告会社

テスト広告会社

テスト広告会社

@tested.co.jp

@tested.co…

@tested.co…
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3. 媒体担当者の削除と復活

80

退社したなど不要となった
ユーザーを削除します。
利用不可になったユーザーを
復活させます。

① 【媒体担当者の削除と復活】ボタンを押下

①
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3. 媒体担当者の削除と復活（媒体担当者の削除）

81

 復活の場合、一覧に表示される状態が「無効」になっています。
復活させたい場合は、【媒体担当者を復活】ボタンを押下してください。

① 削除したい媒体担当者のメールアドレスを
入力

② 【確認】ボタンを押下

③ 確認結果が表示されます。
有効な状態で削除しても問題なければ、
【媒体担当者を削除】ボタンを押下

①

②

③
jiro.kokoku@tested.co.jpテスト広告会社
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4. 媒体担当者の差し替え

82

担当者の異動などで、広告主単位
で媒体扱い広告会社の担当者を
一括で変更したい際に利用します。

① 【媒体担当者の削除と復活】ボタンを押下
①
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4. 媒体担当者の差し替え

83

 媒体担当者の差し替えは、翌日に反映されます。

 同じ広告主で複数名差し替えたい場合、この作業を繰り返し行ってください。

 変更予約の状態を確認したい、もしくは予約を取り消したい場合、【変更予約一覧】ボタンを押下してください。

① 検索条件を入力

1. 広告会社をプルダウンを選択

2. 広告主コード、もしくは広告主名
（部分一致）を入力

② 【検索】ボタンを押下

③ 差し替え対象となる広告主を選択

④ 変更元の媒体担当者を選択

※選択画面が開くので、検索条件を入力し、
媒体担当者を選択してください。

⑤ 変更先の媒体担当者氏名と
メールアドレスを入力

⑥ 【素材に紐づく媒体担当者を変更（予約）】
ボタンを押下

③

②

④ ⑤

⑥
jiro.kokoku.@testad.co.jp  
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5. ＣＭ素材照会

84

媒体担当者に指定されている、
もしくは進行部門(局搬入担当)に
指定されているＣＭ素材情報を参
照できます。
（自社内での問い合わせ対応で
利用します。）

① 【CM素材照会】ボタンを押下

①
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5. ＣＭ素材照会

85

 【送稿状態を確認】ボタンを押下することで、当該CM素材について放送局別送稿状態が確認できます。

① 10桁CMコードを入力し、【検索】ボタンを
押下

② 検索結果を表示
①

②
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6. 進行作業実績出力

86

自社で進行作業（送稿指示、再送
稿指示）を実施したログが出力でき
ます。

① 【進行作業実績出力】を押下。

①
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6. 進行作業実績出力

87

 出力されるＣＳＶファイルをそのままＥＸＣＥＬで開くと、例えば広告事業者コードが「0004」の場合、「4」と表示されます。

① 検索条件を入力

② 【進行作業実績出力】ボタンを押下

→ ＣＳＶファイルが出力される

②

①
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問い合わせ先

申込に関する問い合わせ先
 (株)広告EDIセンター CMDeCo担当

TEL   ： 03-5551-1212
E-mail： cm-online@ad-edi.com

操作方法に関する問い合わせ先
 CMDeCoサポートデスク

TEL   ： 03-6316-4223
E-mail： support_cmdeco@ad-edi.com
サポート時間： 営業日9：00～18：00
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