
 

 

別紙 

 

仕様書 

 

Ⅰ．件名 

 「nano tech 2019」への「SIP/革新的設計生産技術」ブースの出展及び公開シンポジウムの

開催に係る会場設営・運営業務 

 

 

Ⅱ．開催概要 

 発注者が出展する展示会の概要及び開催するイベントの概要は以下のとおり。 

 

 １． 「nano tech 2019」（以下「展示会」という。）への出展 

  （１） 展示会 

    ①出展名  ：SIP/革新的設計生産技術 

    ②出展場所 ：〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１−１ 

           東京ビッグサイト 東 4・5・6ホール 

    ③出展日  ：平成 31年 1月 30日（水）から平成 31年 2月 1日（金） 

    ④出展時間 ：各日 10時から 17時 

    ⑤出展面積 ：15小間（約 135㎡） 

  （２） 出展者セミナー 

    ①開催場所 ：展示会会場内メインシアター（オープン形式シアター100席） 

    ②開催日  ：平成 31年 1月 30日（水） 

    ③開催時間 ：13時から 13時 45分 

 

 ２． 「nano tech 2019」の「nano week 2019」内で公開シンポジウムの開催 

  （１） 開催名 ：「SIP革新的設計生産技術公開シンポジウム 2018」（以下「シンポジウ

ム」という。） 

  （２） 開催場所：〒135-0063 東京都江東区有明３丁目１１−１ 

           東京ビッグサイト 会議棟 6階 605・606会議室（控室 604会議室） 

  （３） 開催日 ：平成 31年 1月 30日（水） 

  （４） 開催時間：10時から 17時（9時 30分受付開始） 

 

 

Ⅲ．業務概要 

 受注者が実施する業務概要は以下のとおり。 

 

 １． 企画・設計等業務 

 ２． 備品・機材等の手配 

 ３． 運営マニュアル等作成業務 

 ４． 関係各者との連絡・調整等業務 



 

 

 ５． 会場設営及び撤去 

 ６． 運営等業務 

 ７． その他付帯業務 

 

 

Ⅳ．業務の詳細 

 受注者が実施する業務の詳細は以下のとおり。 

 

 １． 企画・設計等業務 

  以下により、展示会出展及びシンポジウムの企画・設計等を行うこと。 

 

  （１） 基本コンセプト等 

    基本コンセプト等は以下のとおり。 

    ① SIP/革新的設計生産技術プロジェクト（以下「プロジェクト」という。）の革新的

ものづくりに関する取組概要や技術的成果をデジタルサイネージ、展示物及びプレ

ゼンテーション等で紹介し、「Society5.0 時代を実現する革新的ものづくり」のテ

ーマのもと、「革新的ものづくりの普及展開」というメッセージを効果的に発信する

内容とすること。 

      展示会とシンポジウムを連携し、より相乗効果が生まれるようにすること。 

    ② SIP のシンボルマーク及びロゴを使用し、展示ブースでは、SIP/革新的設計生産

技術のブースであることを遠方からでも視認しやすくする等、ブースへの来場者を

増やすための効果的な装飾を行うこと。 

      シンポジウム会場では、SIP のシンボルマーク及びロゴとシンポジウムのタイト

ルをステージに表示して、SIP/革新的設計生産技術を来場者に印象付け、認知度の

向上を図ること。 

    ③ SIP のシンボルマーク及びロゴと課題名「革新的設計生産技術」及び課題のテー

マカラー（青緑）を活用し、統一的かつ効果的な演出を行うこと。 

    ④ 展示ブースは、白を基調とし、人を惹き付ける工夫を施したブースデザインとす

ること。 

    ⑤ シンポジウム会場は、サブモニターの設置等会場内の配置を工夫して、シンポジ

ウム来場者が講演に引き込まれるような効果的な会場設営とすること。 

 

  （２） 企画・設計 

    ① 展示会 

     展示ブースの企画・設計に係る仕様は以下のとおり。 

     (a)  基本設計 

      （ア） レイアウトの自由度が高い木工での造作を基本とし、やむを得ずシステ

ム・トラス等を使用する部分については、骨組みが見えない作りとするこ

と。 

      （イ） ブース内の床面全てに難燃性素材を用いたカーペットを敷設すること。 

          なお、カーペットの色は、ブースデザインに相応しい色とすること。 



 

 

      （ウ） ファサードは上限まで高く設置し、遠方からの視認性を確保すること。 

      （エ） メインサインには、SIP のシンボルマーク及びロゴと課題名「革新的設

計生産技術」を用い、照明等により視認性を高めること。 

      （オ） ブース全体が均一に明るく見えるような照明設備を整えること。原則と

して照明は間接式又は内照式とし、直接照明を避けること。 

      （カ） ブース全体の動線を考慮し、来場者をブース内に引き込み、全展示物を

効果的に見せるような配置であること。 

          特に「装置の稼働状態を示す動体展示」と「サンプルに触れて能動的に

体感する展示」を効果的に見せて、体験をしやすいように、必要な空間を

確保する等の工夫をすること。 

      （キ） 開放的で圧迫感を軽減したレイアウトとすること。 

      （ク） 受付を設置すること。 

      （ケ） 展示スペースを設けること。 

      （コ） ストックルームを設けること。 

     (b) 受付 

      （ア） ２．の（１）の①の備品を配置すること。 

      （イ） アンケート用紙の配布及び回収、リーフレット等の配付等が可能なスペ

ースを設けること。 

     (c) 展示スペース 

      （ア） ２．の（１）の②の備品・機材等を配置すること。 

      （イ） 43インチ以上のデジタルサイネージ 15台と 27インチ以上の展示物用

のディスプレイ 14台を展示し、必要な電源設備を整備すること。また、

発注者が用意する映像データについて、２．の（１）の②のオのモニター

で映し出すこと。 

      （ウ） 発注者が用意する各展示物を展示すること。各展示物の安全性を確保す

るための透明アクリルケース、ロープパーティション等を必要により設置

すること。透明アクリルケースを設置する場合は照明等の工夫を凝らすこ

と。また、各展示物は原則として展示台に設置することとし、直接床に設

置する場合は発注者の了承を得ること。 

          なお、展示台の下などに収納スペースを用意すること。 

      （エ） 各展示物のネームプレートを用意すること。 

          なお、各展示物の詳細については、発注者から別途指示する。   

     (d) ストックルーム 

      （ア） ２．の（１）の③の備品を配置すること。 

      （イ） 壁面を設置する際には、ブース側壁面に効果的な装飾を施す工夫をする

こと。 

      （ウ） 必要な電源設備を整備すること。 

      （エ） 施錠ができること。 

 

    ② 出展者セミナー 

     出展者セミナー会場の企画・設計に係る仕様は以下のとおり。 



 

 

     (a)  基本設計 

       展示会事務局が提供する会場で実施するため、ステージ上の配置をすること。 

     (b)  ステージ 

      （ア） 出展者セミナー開始 15分前までに２．の（２）のアの備品を配置するこ

と。 

      （イ） 対談の開始前に２．の（２）のイ及びウの備品を配置すること。 

 

    ③ シンポジウム 

     シンポジウム会場の企画・設計に係る仕様は以下のとおり。 

     (a)  基本設計 

      （ア） ２．の（３）の①の備品・機材等を配置すること。 

      （イ） 会場から貸与されるステージ（W900cm×D240cm×H20cm）を設置するこ

と。 

      （ウ） 会場から貸与される講演者演台、司会台及び司会者用椅子を配置するこ

と。 

      （エ） 会場から貸与されるタイムキープ係用机 1台及び椅子 3脚を配置するこ

と。 

      （オ） 会場前方に会場から貸与される机 42 台及び椅子 126 脚をスクール形式

で配置すること。後方に会場から貸与される椅子 174脚をシアター形式で、

来場者が十分な間隔を確保して着席できるように配置すること。 

      （カ） 会場の常設スクリーン及び LCDプロジェクターを投影可能な状態にする

こと。また、２．の（３）の①のイのサブモニターを設置すること。 

      （キ） 会場の音響機器及び音響ワゴン（CD プレーヤーを含む。）を使用可能な

状態にすること。 

      （ク） 会場で実施される「アイデアコンテスト表彰式」について、発注者が提

供する原案を基に演出を工夫すること。また、「アイデアコンテスト表彰式」

で使用する音楽を選定し、発注者の了承を得て音楽を用意し、演出にした

がって音楽を流すこと。 

      （ケ） 会場から貸与される講演者用卓上型マイクスタンド付き有線マイク 1

本、司会者用卓上型マイクスタンド付き有線マイク 1本、ワイヤレスマイ

ク 2本を設置すること。 

      （コ） 会場から貸与されるレーザーポインタ及び卓上ライト 2台を配置するこ

と。 

      （サ） ３．の（３）の⑥の看板等を設置すること。 

      （シ） 受付を設置すること。 

      （ス） 控室を設けること。 

     (b) 受付 

      （ア） ２．の（３）の②の備品を配置すること。 

      （イ） 会場から貸与される机 3台及び椅子 6脚を配置すること。 

      （ウ） アンケート用紙の配布及び回収、予稿集等の配付等が可能なスペースを

設けること。 



 

 

     (c) 控室 

      （ア） ２．の（３）の③の備品を配置すること。 

      （イ） 会場から貸与される机 8台及び椅子 20脚を配置すること。 

      （ウ） 会場から貸与される机 2台を荷物置き用として配置すること。 

      （エ） 会場から貸与されるハンガーラック 1台を配置すること。 

 

 ２． 備品・機材等の手配 

  以下の備品・機材等を手配すること。また、故障の可能性のある機材は予備を準備するな

ど、トラブルに対応できるようにすること。 

  （１） 展示会 

    ① 受付 

項番 項目 仕様 数量 

ア 受付用机 W120㎝×D45㎝程度 1台 

イ 受付用椅子 － 2脚 

ウ ボールペン 黒色 40本 

エ 記入用ボード 

（バインダー） 

A4サイズ 40個 

オ カタログスタンド A4 サイズのリーフレット等を 6 種類置けるこ

と。 

3台 

 

    ② 展示スペース 

項番 項目 仕様 数量 

ア ノート PC Windows7 以降の OSを搭載した PCであること。 

以下のソフトウェアが利用可能であること。 

（a） Microsoft Office （ Word 、Excel 、

PowerPoint を含む）の 2013 以降のバージ

ョン 

（b） PDF ファイル閲覧ソフトウェア 

（c） 動画再生ソフトウェア 

（d） インターネット閲覧用ソフトウェア 

動画のデータを保存できる HDD を備えること。

うち 1 台は全てのデジタルサイネージ用コンテ

ンツをバックアップとして保存できる 1TB 以上

の HDDを備えること。 

USB メモリが使用可能であること。 

ウのディスプレイ及びオの映像機器との接続が

可能であること。 

4台 

イ 通信回線 ベストエフォート型 100Mbps以上とし、PC接続

用のハブ又はルーター等を備えること。 

1本 

 



 

 

ウ ディスプレイ（展

示物用） 

27インチ以上であること。 

アのノート PC及び発注者が持ち込むノート PCと

の接続、PC映像出力が可能なこと。 

アのノート PC と接続するためのケーブルを含む

こと。 

14台 

エ ディスプレイ（デ

ジタルサイネージ

用） 

43インチ以上であること。 

アのノート PCとの接続、PC映像出力が可 

能なこと。 

USBメディアプレイヤーを内蔵すること。 

15台 

オ モニター 55インチ以上であること。 

アのノート PCとの接続、PC映像出力が可能なこ

と。 

1台 

カ 展示物保護用の布 白色 18枚 

キ ネームプレート 展示物名及び注意事項等を記載 40枚 

ク カタログスタンド A4 サイズのリーフレット等を 6 種類置けるこ

と。 

2台 

ケ カタログスタンド A4 サイズのリーフレット等を 3 種類置けるこ

と。 

12台 

 

    ③ ストックルーム 

項番 項目 仕様 数量 

ア 机 － 2台 

イ 椅子 － 4脚 

ウ ハンガーラック 15名用（ハンガー含む。） 1台 

エ 棚 W120cm×D45cm×H180cm程度 4段 2台 

オ 通信回線 ②のイに同じ。②のイと兼ねることも可とす

る。 

1本 

カ コンセント ノート PCを最大 4台利用できる電源を確保す

ること。 

4口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  （２） 出展者セミナー 

項番 項目 仕様 数量 

ア ノート PC Windows7 以降の OSを搭載した PCであること。 

以下のソフトウェアが利用可能であること。 

（a） Microsoft Office （ Word 、Excel 、

PowerPoint を含む）の 2013 以降のバージ

ョン 

（b） PDF ファイル閲覧ソフトウェア 

（c） 動画再生ソフトウェア 

講演のプレゼンテーションのデータを保存でき

る HDDを備えること。 

USB メモリが使用可能であること。 

会場のプロジェクターとの接続が可能であるこ

と。 

1台 

イ 対談用椅子 背もたれ付き 3脚 

ウ 講演者名表示板 講演者の氏名、所属を表示すること。 

縦 140 cm ×横 50 cm 程度、スタンド付き 

3枚 

 

  （３） シンポジウム 

    ① シンポジウム会場 

項番 項目 仕様 数量 

ア ノート PC Windows7 以降の OSを搭載した PCであること。 

以下のソフトウェアが利用可能であること。 

（a） Microsoft Office （ Word 、Excel 、

PowerPoint を含む）の 2013 以降のバージ

ョン 

（b） PDF ファイル閲覧ソフトウェア 

（c） 動画再生ソフトウェア 

講演のプレゼンテーションのデータを保存でき

る HDDを備えること。 

USB メモリが使用可能であること。 

会場のプロジェクター及びイのサブモニターと

の接続が同時にできること。 

1台 

イ サブモニター 50インチ以上であること。 

アのノート PCとの接続が可能であること。 

シンポジウム会場後方の来場者が会場のスクリ

ーンと同じ映像を見ることができること。 

2台 

 

ウ ストップウォッチ デジタル表示であること。 1個 

エ 卓上ベル ベル又はブザー 1個 

 



 

 

オ デジタル時計 ステージ上から残り時間が確認できる場所に設

置してステージ上から見えるサイズであるこ

と。残時間表示ができること。 

1個 

カ 表彰盆 A3の表彰状が入ること。 1枚 

キ 席札の貼り紙 内容については別途発注者の指示に基づき作成

すること。 

30枚 

 

    ② 受付 

項番 項目 仕様 数量 

ア ノート PC Windows7 以降の OSを搭載した PCであること。 

以下のソフトウェアが利用可能であること。 

（a） Microsoft Office （ Word 、Excel 、

PowerPoint を含む）の 2013 以降のバージ

ョン 

（b） PDF ファイル閲覧ソフトウェア 

（c） 動画再生ソフトウェア 

（d）インターネット閲覧用ソフトウェア 

USB メモリが使用可能であること。 

1台 

イ ボールペン 黒色 10本 

ウ 参加登録証受付箱 発注者があらかじめ参加登録を受け付けた参加

登録証（A4サイズ）が 50枚入ること。 

6箱 

エ 名刺入れ 参加未登録者用 2個 

オ アンケート用紙回

収箱 

A4サイズが 300枚入ること。 1個 

 

    ③ 控室 

項番 項目 仕様 数量 

ア 通信回線 ベストエフォート型 100Mbps以上とし、PC 接続

用のハブ又はルーター等を備えること。 

1本 

イ リボンバラ胸章 ― 4個 

 

 

 ３． 運営マニュアル等作成業務 

  以下を作成すること。 

 

  （１） 腕章（展示会及びシンポジウム共通） 

    腕章については、来場者が展示会及びシンポジウムにおいてプロジェクト関係者であ

ることを認識できるように、契約締結後速やかに、発注者が提供する SIPのシンボルマ

ーク及びロゴのデータを基にデザイン案を平成 31年 1月 16日(水)までに作成し、発注

者の了承を得たうえで下表の仕様により作成すること。また、展示会会場に 40個、シン



 

 

ポジウム会場に 10個を納入すること。 

       なお、展示会終了後、発注者の事務所に輸送し、発注者に引き渡すこと。 

項番 項目 仕様 

ア 寸法 縦9.5cm×横39cm程度 

イ 素材 ポリオレフィン系 

ウ 長さ調整 マジックテープ式 

エ 止め方 クリップタイプ 

オ 表示 差し込み式 

カ 記載内容  差し込み用紙にSIPのシンボルマーク及びロゴと「革新的

設計生産技術」を印刷すること。 

キ 数量 50個 

 

  （２） 展示会及び出展者セミナー 

    ① 設計図書 

     １．の企画・設計等業務において、施工図を含む設計図書を契約締結後速やかに発

注者に提示し、発注者の了承を得たうえで、下表の仕様により作成すること。 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4（冊子又はファイル綴じとすること。） 

イ 印刷 両面 4色刷り 

ウ 部数 1部 

 

    ② 運営マニュアル 

     関係者間での情報共有のため、実施体制等の内容を取りまとめた運営マニュアルを

契約締結後速やかに発注者に提示し、発注者の了承を得たうえで、下表の仕様により

作成すること。 

     なお、受注者が使用する分は別途用意すること。 

項番 項目 仕様 

ア 判型  A4 

イ 製本 平綴じ 

ウ 印刷 両面4色刷り 

エ 用紙 再生上質紙 44.5kg 

オ 記載内容  スケジュール、実施体制図、役割分担表、会場レイアウト

図、受付業務等 

カ 部数  10部 

 

    ③ 出展者セミナー司会進行用台本 

     出展者セミナーの司会進行に係る台本の原案を平成 30 年 12 月 20 日(木)までに提

示し、発注者の了承を得たうえで下表の仕様により作成すること。 

     なお、受注者が使用する分は必要な部数を別途用意すること。 

 



 

 

項番 項目 仕様 

ア 判型  A4 

イ 製本 平綴じ 

ウ 印刷 両面白黒 

エ 用紙 再生上質紙 44.5kg 

オ 部数  10部 

 

    ④ デジタルサイネージ 

     １．の（２）の①の(c)の（イ）のデジタルサイネージについて、契約締結後速やか

に、発注者が提供するデータを基にデザイン案を作成し、平成 31年 1月 16日(水)ま

でに発注者の了承を得たうえで下表の仕様により作成すること。 

     なお、動画のコンテンツについて、発注者が提供するデータを基に体裁を統一して

一体感を出すように編集すること。 

項番 項目 仕様 

ア サイズ 43インチ以上 

イ コンテンツ数 1台につき 5コンテンツ（動画を含む。）全 75コンテンツ 

ウ 台数 15台 

 

    ⑤ リーフレット 

     契約締結後速やかに、発注者が提供する原稿を基に日本語から英語への翻訳を行い、

ネイティブチェックを行ったうえで、発注者の了承を得ること。また、デザイン案を

作成し、平成 31年 1月 16日(水)までに発注者の了承を得たうえで下表の仕様により

日本語版及び英語版を作成すること。 

     なお、展示会終了後、残余が発生した場合は、発注者の事務所に輸送し、発注者に

引き渡すこと。 

項番 項目 仕様 

ア 判型  A4 

イ 種類 日本語 14種類 

英語  14種類 

ウ 印刷 両面 4色刷り 

エ 用紙 再生コート紙（マット系） 四六判 90kg 

オ 部数 （日本語）各 1,500枚 

（英語）  各 200枚 

 

    ⑥ ブースマップ 

     契約締結後速やかに、発注者が提供する原稿を基に日本語から英語への翻訳を行い、

発注者の了承を得ること。また、デザイン案を作成し、平成 31年 1月 16日(水)まで

に発注者の了承を得たうえで下表の仕様により日本語版及び英語版を作成すること。 

項番 項目 仕様 

ア 判型  A4 



 

 

イ 種類 日本語 1種類 

英語  1種類 

ウ 印刷 両面 4色刷り 

エ 用紙 再生コート紙（マット系） 四六判 90kg 

オ 部数 （日本語）10,000枚 

（英語）  500枚 

 

    ⑦ アンケート用紙 

     来場者の職種、展示物に対する理解度の把握、展示事業者の展示効果に係る意見の

把握等を行うため、アンケート項目について発注者との協議により原案を作成し、平

成 31年 1月 16日(水)までに発注者の了承を得たうえで、下表の仕様によりアンケー

ト用紙を作成すること。 

項番 項目 仕様 

ア 判型  A4 

イ 印刷 片面白黒 

ウ 用紙 再生上質紙 44.5kg 

エ 頁数 1頁 

オ 部数  来場者用   3,000枚 

展示事業者用  50枚 

 

    ⑧ 電子データ 

     作成物のうち、デジタルサイネージ、リーフレット及びブースマップについては

Adobe Illustrator又は Adobe Indesign（CS6.0バージョンで見ることができること。）

で、設計図書、運営マニュアル、出展者セミナー司会進行用台本及びアンケート用紙

については発注者が別途指示する形式で電子データを作成すること。 

 

  （３） シンポジウム 

    ① 設計図書 

     １．の企画・設計等業務において、施工図を含む設計図書を契約締結後速やかに発

注者に提示し、発注者の了承を得たうえで、下表の仕様により作成すること。 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4（冊子又はファイル綴じとすること。） 

イ 印刷 両面 4色刷り 

ウ 部数 1部 

 

    ② 運営マニュアル 

     関係者間での情報共有のため、実施体制等の内容を取りまとめた運営マニュアルを

契約締結後速やかに発注者に提示し、発注者の了承を得たうえで、下表の仕様により

作成すること。 

     なお、受注者が使用する分は別途用意すること。 



 

 

項番 項目 仕様 

ア 判型  A4 

イ 製本 平綴じ 

ウ 印刷 両面4色刷り 

エ 用紙 再生上質紙 44.5kg 

オ 記載内容  スケジュール、実施体制図、役割分担表、会場レイアウト

図、受付業務等 

カ 部数  10部 

 

    ③ 司会進行用台本 

     司会進行に係る台本の原案を平成 30 年 12 月 20 日(木)までに提示し、発注者の了

承を得たうえで下表の仕様により作成すること。 

     なお、受注者が使用する分は必要な部数を別途用意すること。 

項番 項目 仕様 

ア 判型  A4 

イ 製本 平綴じ 

ウ 印刷 両面白黒 

エ 用紙 再生上質紙 44.5kg 

オ 部数  10部 

 

    ④ 予稿集 

     契約締結後速やかに発注者が提供する情報に基づき予稿集の原案を提示し、発注者

の了承を得たうえで下表の仕様により作成すること。また、予稿集は、発注者の事務

所に 20 部を電子データとともに納入し、発注者の指示する SIP/革新的設計生産技術

プロジェクトの 12の研究テーマを実施する担当機関（以下「研究テーマ担当機関」と

いう。）（12 か所）及び内閣府担当者に発注者の指定する部数（各 10 部程度）を送付

し、残余をシンポジウム会場に納入すること。 

     なお、シンポジウム終了後、残余が発生した場合は、発注者の事務所に輸送し、発

注者に引き渡すこと。 

項番 項目 仕様 

ア 判型  A4 

イ 製本 無線綴じ 

ウ 印刷 両面白黒 

エ 用紙 表紙：色上質紙（色：鶯色 厚み：特厚口） 

本文：再生上質紙（色：白  厚み：44.5kg） 

オ 頁数 最大150頁 

カ 記載内容  プログラム、講演タイトル、講演者、講演概要、講演者情

報、頁番号等 

キ 部数 500部 

 



 

 

    ⑤ 開催案内チラシ 

     契約締結後速やかに発注者が提供する情報に基づき開催案内チラシの原案を提示し、

発注者の了承を得たうえで下表の仕様により作成すること。また、開催案内チラシは、

発注者の事務所に 100部を電子データとともに納入し、発注者の指示する各研究テー

マ担当機関（12か所）及び内閣府担当者に発注者の指定する部数（研究テーマ担当機

関各 20部程度、内閣府 100部）を送付し、残余をシンポジウム会場に納入すること。 

     なお、シンポジウム終了後、残余が発生した場合は、発注者の事務所に輸送し、発

注者に引き渡すこと。 

項番 項目 仕様 

ア 判型  A4 

イ 印刷 両面4色刷り 

ウ 用紙 再生コート紙 A列本版 57.5kg 

エ 頁数 2頁 

オ 記載内容  イベント名、開催場所、開催日時、プログラム、講演タイ

トル、講演者、講演概要、展示会概要等 

カ 部数 500 部 

 

    ⑥ 看板等 

     契約締結後速やかに発注者と詳細を調整し、発注者の了承を得たうえで下表の仕様

により看板等を作成すること。 

項番 項目 サイズ 記載内容 備考 数量 

ア 会場案内看板 縦 60 cm ×横 60 

cm 程度 

シンポジウム名

称等 

カラー、

スタンド

付き 

1 枚 

イ 入口案内看板 縦 140 cm ×横

50 cm 程度 

シンポジウム名

称等 

スタンド

付き 

2 枚 

ウ 受付看板 縦 140 cm ×横

50 cm 程度 

シンポジウム名

称等 

スタンド

付き 

1 枚 

エ 受付種別看板

（一般受付、登

録済） 

A3サイズ程度 一般受付用 

（参加登録済み） 

スタンド

付き 

1 枚 

オ 受付種別看板

（一般受付、未

登録） 

A3サイズ程度 一般受付用 

（参加未登録） 

スタンド

付き 

1 枚 

カ 受付種別看板 

（関係者受付） 

A3サイズ程度 関係者受付用 スタンド

付き 

1 枚 

 

 

 



 

 

キ ステージ用看板 縦 60 cm ×横

360 cm 

シンポジウム名

称、SIPのシンボ

ルマーク及びロ

ゴ等 

カラー、

展示会場

の自立看

板 E（カ

ラー）を

有償で使

用するこ

と。 

1 枚 

 

 

    ⑦ アンケート用紙 

     来場者の職種、シンポジウムの効果の把握等を行うため、アンケート項目について

発注者との協議により原案を作成し、平成 31年 1月 16日(水)までに発注者の了承を

得たうえで、下表の仕様によりアンケート用紙を作成すること。 

項番 項目 仕様 

ア 判型  A4 

イ 印刷 片面白黒 

ウ 用紙 再生上質紙 44.5kg 

エ 頁数 1頁 

オ 部数  300部 

 

    ⑧ 電子データ 

     作成物のうち、予稿集及び開催案内チラシについては Adobe Illustrator又は Adobe 

Indesign（CS6.0バージョンで見ることができること。）で、設計図書、運営マニュア

ル、司会進行用台本及びアンケート用紙については発注者が別途指示する形式で電子

データを作成すること。 

 

 ４． 関係各者との連絡・調整等業務 

  以下により、発注者はもとより展示会におけるプロジェクト関係者、研究テーマ担当機関、

出展者セミナー講演者、シンポジウム講演者及び展示会事務局との連絡・調整等業務を行う

こと。研究テーマ担当機関、出展者セミナー講演者及びシンポジウム講演者の情報は発注者

が別途提供する。 

  なお、問い合わせ等については、発注者にその内容を報告し、発注者の指示に基づいて対

応すること。 

 

  （１） 発注者及びプロジェクト関係者との連絡・調整 

    ３．の（２）の①及び３．の（３）の①の設計図書の作成にあたり、発注者及びプロ

ジェクト関係者と連絡・調整のうえ施工図等の作成を行うこと。また、開催当日までに、

必要なインフラの調整、搬入・搬出に必要な手配、会場を利用する場合の注意事項等を

連絡し、円滑に展示を実施することができるように、適宜対応すること。 

 



 

 

  （２） 研究テーマ担当機関との連絡・調整 

    ３．の（２）の④デジタルサイネージ及び⑤リーフレットの作成及び輸送に関する諸

業務を行うにあたり、研究テーマ担当機関と直接に連絡・調整の必要が生じた場合は、

発注者の了承を得て連絡・調整すること。 

 

  （３） 出展者セミナー講演者との連絡・調整 

    出展者セミナー講演者の招聘、所属・役職、氏名、写真等の情報の収集、連絡及び調

整を行うこと。 

    開催当日までに、プレゼンテーションに使用する機器の情報、会場を利用する場合の

注意事項等を連絡し、円滑なプレゼンテーションを実施することができるように、適宜

対応すること。 

 

  （４） シンポジウム講演者との連絡・調整 

    シンポジウム講演者との連絡及び調整を行うこと。 

    開催当日までに、プレゼンテーションに使用する機器の情報、会場を利用する場合の

注意事項等を連絡し、円滑なプレゼンテーションを実施することができるように、適宜

対応すること。 

 

  （５） 展示会事務局との連絡・調整 

    展示会事務局との連絡及び調整を密に行い、展示会及びシンポジウムを実施するにあ

たって円滑に準備、設営、実施、撤去が進められるように、適宜対応すること。 

 

 ５． 会場設営及び撤去 

  以下により、会場設営及び撤去を行うこと。 

 

  （１） 会場設営、機材の動作確認等の事前準備作業は、発注者及び会場の管理者と調整

のうえ、展示会については平成 31年 1月 29日（火）19時まで、シンポジウムにつ

いては平成 31年 1月 30日（水）9時 30分までに行うこと。 

      なお、事前準備作業には、デジタルサイネージが各コンテンツを正常に表示でき

るか動作確認すること、並びに発注者が提供する出展者セミナー及びシンポジウム

のプレゼンテーションに使用するデータを PCに格納し、正常なプレゼンテーション

が実施できるか動作確認することを含む。 

  （２） 機材及び備品等の撤去、廃棄物の処理、原状回復については、法令に基づき展示

会終了後速やかに実施すること。ただし、具体的な実施日時については、発注者と

調整のうえ決定すること。 

  （３） シンポジウム会場については、シンポジウム終了後速やかに原状回復を実施する

こと。 

  （４） 会場設営及び撤去にあたっては、展示会事務局が定める出展マニュアルを遵守す

ることとし、これらに記載の無い事項については、発注者と協議のうえ発注者の指

示に従うこと。 

  （５） 発注者が貸与する展示物及び資料等の発送、返送等の輸送に関する諸業務を行う



 

 

こと。輸送に際しては保険をかける等、展示物及び資料等の安全管理及び保障を行

うこと。 

 

 ６． 運営等業務 

  以下により、運営等業務を行うこと。 

 

  （１） 人員の手配 

    以下の人員を手配すること。人員の選定にあたっては、発注者の了承を得ること。 

    ① 展示会 

     (a) 全体責任者 

       本業務の運営・管理業務を統括する全体責任者を 1名配置すること。 

     (b) 会場受付スタッフ 

       来場者の誘引、受付、案内及び誘導、PR、リーフレット及びブースマップ等の

配布、アンケート用紙の配布及び回収等に従事するスタッフを開催期間中、常時

3名以上配置すること。 

       なお、少なくともうち 1名は英会話が出来る者（TOEIC700点相当以上）とする

こと。 

     (c) 運営スタッフ 

       来場者の誘引、受付、案内及び誘導の補助、来場者数のカウント、リーフレッ

ト及びブースマップ等の管理及び補充、アンケート用紙の管理、荷物の運搬、展

示物の安全管理等に従事するスタッフを開催期間中、常時 2名以上配置すること。 

       出展者セミナーの実施に係る準備、撤収等の作業に従事するスタッフを出展者

セミナー当日の必要な期間、1名配置すること。 

     (d) 出展者セミナー司会者 

       出展者セミナーの司会進行の業務に従事する人員を 1名配置すること。 

       なお、司会業務経験者であること。 

     (e) 写真撮影者 

       出展者セミナーの様子の写真撮影を行う専門の撮影技術を有する人員を出展者

セミナー当日の必要な期間、1名配置すること。 

 

    ② シンポジウム 

     (a) 全体責任者 

       本業務の運営・管理業務を統括する全体責任者を 1名配置すること。 

     (b) 受付スタッフ 

       来場者の受付、案内及び誘導、来場者の参加登録証の受領、予稿集の配布、シ

ンポジウム会場の来場者数のカウント、アンケート用紙の配布及び回収、予稿集

等の配布物の管理、運搬及び配布等の業務を行う人員を常時 3名以上配置するこ

と。 

     (c) 運営スタッフ 

       照明・音響・PC・機材等の運用・管理業務を行う人員をシンポジウム会場に常

時 1名以上配置すること。配置するスタッフは、照明・音響・PC・機材等の専門



 

 

知識・技術を有すること。 

     (d) 運営補助スタッフ 

       (b)の受付スタッフ及び(c)の運営スタッフの補助業務、シンポジウム会場にお

けるマイク受け渡し及び講演者の時間管理の業務を行い、また、「アイデアコンテ

スト表彰式」の補助業務を行う人員を 3名以上配置すること。 

       なお、業務に支障を及ぼさない限り①(c)の運営スタッフの出展者セミナー担

当との兼任も可とする。 

     (e) 設営スタッフ 

       シンポジウム会場等の設営及び原状回復業務を行う人員を 3名以上配置するこ

と。 

       なお、業務に支障を及ぼさない限り(b)の受付スタッフ、(c)の運営スタッフ及

び(d)の運営補助スタッフとの兼任も可とする。 

     (f) 司会者 

       司会進行・誘導等の業務に従事する人員を常時 1名配置すること。 

       なお、司会業務経験者であること。 

     (g) 写真撮影者 

       シンポジウムの様子等の写真撮影を行う専門の撮影技術を有する人員を 1名配

置すること。 

       なお、業務に支障を及ぼさない限り①(e)の写真撮影者との兼任も可とする。 

 

  （２） 運営業務 

    以下の運営業務を行うこと。 

    ① 展示会 

     (a) 全体責任者は、本業務の運営・管理業務を行うこと。開催時刻までに発注者及

びスタッフに運営マニュアルに基づき、内容の説明を実施すると共に全体の進

行管理及び全スタッフの統括を行うこと。 

     (b) 会場受付スタッフは、来場者の誘引、受付、案内及び誘導、PR、リーフレット

及びブースマップ等の配布、アンケート用紙の配布及び回収等を行うこと。 

     (c) 運営スタッフは、来場者の誘引、受付、案内及び誘導の補助、来場者数のカウ

ント、リーフレット及びブースマップ等の管理及び補充、アンケート用紙の管

理、荷物の運搬、展示物の安全管理等を行うこと。また、出展者セミナーの実

施に係る準備、撤収等の作業を行うこと。 

        なお、来場者のカウント方法については別途発注者が指定する方法で実施す

ることとし、来場者数は翌営業日に速報として発注者に報告すること。また、

受注者は、展示会終了後５営業日以内に速報としてアンケート結果の集計値を

発注者に報告すること。さらに、内容の分析を行い、報告書に記載すること。

回収したアンケート用紙については、報告書と共に発注者に引き渡すこと。 

     (d) 出展者セミナー司会者は、出展者セミナーの司会進行等の業務を行うこと。 

     (e) 写真撮影者は、フルサイズの撮像素子を搭載した一眼レフカメラで 20枚以上

撮影すること。出展者セミナーの様子の写真撮影を行うこと。出展者セミナー

講演者の全員を各 5枚以上撮影すること。会場を撮影する場合は、来場者の顔



 

 

が判別できないように撮影すること。 

 

    ② シンポジウム 

     (a) 全体責任者は、本業務の運営・管理業務を行うこと。開催時刻までに発注者及

びスタッフに運営マニュアルに基づき、内容の説明を実施すると共に全体の進

行管理及び全スタッフの統括を行うこと。 

     (b) 受付スタッフは、来場者の受付、案内及び誘導、来場者の参加登録証の受領、

予稿集の配布、シンポジウム会場の来場者数のカウント、アンケート用紙の配

布及び回収、予稿集等の配布物の管理、運搬及び配布等の業務を行うこと。 

        なお、来場者名簿を作成し提出すること。また、アンケートを集計・分析す

ること。受注者は、展示会終了後５営業日以内に速報としてアンケート結果の

集計値を発注者に報告すること。さらに、内容の分析を行い、報告書に記載す

ること。回収したアンケート用紙については、報告書とともに発注者に引き渡

すこと。 

     (c) 運営スタッフは、シンポジウム会場の照明・音響・PC・機材等の運用・管理業

務を行うこと。会場の音響機器を使って「アイデアコンテスト表彰式」で演出

に従ってシンポジウム会場内に受注者が用意した音楽を流すこと。 

     (d) 運営補助スタッフは、(b)の受付スタッフ及び(c)の運営スタッフの補助業務、

シンポジウム会場におけるマイク受け渡し及び講演者の時間管理業務を行い、

また、「アイデアコンテスト表彰式」の補助業務を行うこと。 

     (e) 設営スタッフは、シンポジウム会場等の設営及び原状回復業務を行うこと。発

注者の指示に基づき、席札等の貼り紙を座席に行うこと。席札等の詳細につい

ては発注者が別途指示する。 

     (f) 司会者は、シンポジウムの司会進行・誘導等の業務を行うこと。 

     (g) 写真撮影者は、フルサイズの撮像素子を搭載した一眼レフカメラで 100 枚以

上撮影すること。シンポジウムの様子等の写真撮影を行うこと。来賓挨拶者の

全員を各 5枚以上、シンポジウム講演者の全員を各 3枚以上撮影すること。会

場を撮影する場合は、来場者の顔が判別できないように撮影すること。 

 

 ７． その他付帯業務 

  その他 １．から６．に付帯する業務を行うこと。 

 

 

Ⅴ．報告書の作成 

 受注者は、展示会及びシンポジウム終了後、報告書を作成し、平成 31年 3月 1日（金）まで

に提出すること。報告書の要件は下表のとおり。 

 なお、報告書は、A4ファイルに綴じた形とし、紙媒体で 2部作成すること。また、電子デー

タを DVD-R等に記録したものも 1部作成すること。個々の電子データの形式は、発注者の指示

に従うこと。来場者から受領した名刺（A4 名刺フォルダ入り）、回収したアンケート用紙を添

付すること。 

 



 

 

項番 名称 

ア 設計図書（展示会） 

イ 運営マニュアル（展示会） 

ウ デジタルサイネージ、リーフレット及びブースマップの内容を縮小印刷したもの 

エ 司会進行用台本（出展者セミナー） 

オ アンケートの集計・分析結果（展示会）（回収したアンケート用紙を添付するこ

と。） 

カ 来場者名簿（展示会）（来場者数のカウントを含む。） 

キ 来場者から受領した名刺（A4名刺フォルダ入り）（展示会）（電子データ不要） 

ク 写真（出展者セミナー講演者の様子等）（10 枚程度を抜粋、電子データは全デー

タ） 

ケ 設計図書（シンポジウム） 

コ 運営マニュアル（シンポジウム） 

サ 予稿集 

シ 司会進行用台本（シンポジウム） 

ス 開催案内チラシ 

セ アンケートの集計・分析結果（シンポジウム）（回収したアンケート用紙を添付す

ること。） 

ソ 来場者名簿（シンポジウム）（来場者数のカウントを含む。） 

タ 来場者から受領した名刺（A4名刺フォルダ入り）（シンポジウム）（電子データ不

要） 

チ 写真（シンポジウム講演者の様子、シンポジウム会場の様子等）（20 枚程度を抜

粋、電子データは全データ） 

 

 

Ⅵ．納入物 

 本業務における納入物の名称、本仕様書上の掲載箇所、納入場所、日付は下表のとおり。 

項番 名称 掲載箇所 納入場所 日付 

ア 腕章 Ⅳ．の３．の

（１） 

展示会会場 平成 31年 1月 29日※3 

シンポジウム会場 平成 31年 1月 30日※3 

イ 設計図書 

（展示会） 

Ⅳ．の３．の

（２）の① 

発注者の事務所 平成 30年 12月 20日※1 

ウ 運営マニュアル 

（展示会） 

Ⅳ．の３．の

（２）の② 

発注者の事務所 平成 31年 1月 16日※1 

エ 出展者セミナー司

会進行用台本 

Ⅳ．の３．の

（２）の③ 

発注者の事務所 平成 31年 1月 16日※1 

オ デジタルサイネー

ジ 

Ⅳ．の３．の

（２）の④ 

展示会会場 平成 31年 1月 29日※3 

 



 

 

カ リーフレット Ⅳ．の３．の

（２）の⑤ 

展示会会場 平成 31年 1月 29日※3 

キ ブースマップ Ⅳ．の３．の

（２）の⑥ 

展示会会場 平成 31年 1月 29日※3 

ク アンケート用紙 

（展示会） 

Ⅳ．の３．の

（２）の⑦ 

展示会会場 平成 31年 1月 29日※3 

ケ 電子データ 

（展示会） 

Ⅳ．の３．の

（２）の⑧ 

発注者の事務所 平成 31年 3月 1日※1 

ただし、デジタルサイネ

ージ、リーフレット及び

ブースマップの電子デ

ータは、 

平成 31年 1月 16日※1 

コ アンケート結果

（速報値） 

（展示会） 

Ⅳ．の６．の

（２）の①の

(c) 

発注者の事務所 平成 31年 2月 8日※1 

サ 設計図書 

（シンポジウム） 

Ⅳ．の３．の

（３）の① 

発注者の事務所 平成 30年 12月 20日※1 

シ 運営マニュアル 

（シンポジウム） 

Ⅳ．の３．の

（３）の② 

発注者の事務所 平成 31年 1月 16日※1 

ス 司会進行用台本 Ⅳ．の３．の

（３）の③ 

発注者の事務所 平成 31年 1月 16日※1 

セ 予稿集 Ⅳ．の３．の

（３）の④ 

発注者の事務所 平成 31年 1月 16日※1 

各研究テーマ担当

機関及び内閣府 

平成 31年 1月 16日※2 

シンポジウム会場 平成 31年 1月 30日※3 

ソ 開催案内チラシ Ⅳ．の３．の

（３）の⑤ 

発注者の事務所 平成 30年 12月 20日※1 

各研究テーマ担当

機関及び内閣府 

平成 30年 12月 20日※2 

シンポジウム会場 平成 31年 1月 30日※3 

タ 看板等 Ⅳ．の３．の

（３）の⑥ 

シンポジウム会場 平成 31年 1月 30日※3 

チ アンケート用紙 

（シンポジウム） 

Ⅳ．の３．の

（３）の⑦ 

シンポジウム会場 平成 31年 1月 30日※3 

ツ 電子データ 

（シンポジウム） 

Ⅳ．の３．の

（３）の⑧ 

発注者の事務所 平成 31年 3月 1日※1 

ただし、予稿集及び開催

案内チラシの電子デー

タは、 

平成 31年 1月 16日※1 

 

 



 

 

テ アンケート結果

（速報値） 

（シンポジウム） 

Ⅳ．の６．の

（２）の②の

(b) 

発注者の事務所 平成 31年 2月 8日※1 

ト 報告書 Ⅴ． 発注者の事務所 平成 31年 3月 1日※1 

※1の日付は納入期限とする。 

   ※2の日付は発送期限とする。 

  ※3 の日付は納入期日とする。納入期日における納入時間については発注者が別途指示す

る。 

  ※コ及びテの項目は、アンケート項目のうち発注者が別途指示する一部の項目について速

報値として集計、報告すること。 

 

 

Ⅶ.業務完了の通知 

 受注者は、全ての業務が完了したときは、完了報告を履行期限までに書面により発注者に通

知すること。 

 

 

Ⅷ.守秘義務等 

 本業務の遂行に際し、発注者が保有している秘密情報を受注者に提供するにあたっては、別

途、秘密情報の取扱いについて覚書を締結する。 

 

 

Ⅸ.その他 

 １． 企画、構成の内容については、展示会専門家として発注者に対し、必要なアドバイス

を行い、発注者の了承を得たうえで決定すること。 

 ２． 各種作成費、電気工事費、電気料金、水道料金、インターネット回線費、運搬費、輸

送費、設営費、人件費、廃棄物処理費、保険料金、原状回復費等の諸経費全てを負担す

ること。また、展示会事務局へ必要な手続きを行うこと。 

    なお、出展ブース料金、出展者セミナー料金及びシンポジウム当日の 9 時から 18 時

までのシンポジウム会場使用料金（控室使用料金を含む。）は発注者が別途負担する。 

 ３． 本業務で作成した作成物の著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を含

む。）、所有権等は発注者に帰属するものとし、受注者は著作物及びこれに類するものに

ついて、著作者人格権を行使しないものとする。作成物に第三者が権利を有する既存著

作物が含まれる場合は、受注者は当該既存著作物の使用に必要な費用負担及び使用許諾

契約等に係る一切の手続きを行い、当該既存著作物の内容について発注者の了承を得る

こと。 

 ４． 発注者のシンボルマーク及び名称ロゴの使用に際しては、「NEDOデザインマニュアル」

で規定する Adobe Illustrator形式の電子データを使用すること。プロジェクトの SIP

のシンボルマーク及びロゴの使用に際しては、発注者の提供する電子データを使用する

こと。 



 

 

 ５． 仕様にない事項又は仕様について生じた疑義については、発注者と協議のうえ解決す

ること。 

 ６． 本業務の実施に際し、本仕様書及び受注者より平成○年○月○日付けで提出された提

案書に基づき実施すること。 

 


