
別紙 

仕様書 

 

Ⅰ．件名 

 「World Robot Summit 2018」への出展に係る会場設営・運営業務 

 

 

Ⅱ．開催概要 

 受注者が実施する開催概要は以下のとおり。 

  

 １． 展示会名称 

  World Robot Summit 2018 

 

 ２． イベント概要 

 「World Robot Summit 2018」は競技会、展示会、フォーラムから構成されるイベント

であり、発注者は展示会におけるブース出展及びフォーラム内でのフォーラムセッショ

ンを行う。 

  ① 展示会 

出展場所 ： 〒135-0063  

東京都江東区有明 3-11-1 東京ビッグサイト 東6ホール 

出展日 ： 平成30年10月17日から平成30年10月21日 

出展時間 ： 各日9時30分から17時（9時30分受付開始） 

出展面積 ： 24小間（約212ｍ2） 

 

  ② フォーラムセッション 

出展場所 ： 〒135-0063  

東京都江東区有明 3-11-1 東京ビッグサイト 東7ホール 

開催日 ： 平成30年10月17日 

開催時間 ： 10時30分から15時30分 

開催面積 ： 約200ｍ2（150名収容） 

 

 

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． ロボットの運搬業務 

 ４． フォーラムセッション講演者への連絡等業務 

 ５． 運営マニュアル等作成業務 

 ６． 会場設営及び撤去 

 ７． 運営等業務 

 ８． 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、展示会出展及びフォーラムセッション開催の企画・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 展示会 

(a) 「Robotics for Happiness」をテーマに、サービス、ものづくり、災害対

応等の分野での活躍が期待されるロボットを展示し、デモンストレーション

やパネル展示等を通じて、ロボットによりもたらされる幸せな社会を想起さ

せる内容とすること。 

(b) 発注者のロゴを使用し、NEDOブースであることを遠方からでも視認しやす

くする等、NEDO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。 

(c) 「NEDO デザインマニュアル」に基づく白地に青の発注者のロゴを強調し、

発注者のイメージを統一的かつ効果的に演出すること。 

(d) 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。 

② フォーラムセッション 

(a) ロボットについてのみならず、AIやドローン、自動走行などについて、こ

れからの社会実装に向けて何が必要かを効果的に発信する内容とすること。 

(b) 東 7ホールにあるサブステージを使用すること。 

 

  （２） 企画・設計 

    展示会及びフォーラムセッションの企画・設計に係る仕様は以下のとおり。 

    ① 展示会 

     (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、発注者が貸与するチャンネル文字 4 組を用いるこ

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。 

     (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) デモンストレーションスペース（以下「デモスペース」という。）を 6

つ設け、各デモスペースにロボットを 1台ずつ展示し、実際のロボットの



 

 

 

 

使用場面を想起させること。ブース入口からすべてのデモスペースが見

渡せる配置になっていること。 

     (コ) NEDO紹介スペースを受付から近い位置に設けること。 

(サ) 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、パンフレット等の配付等が可能なス

ペースを設けること。 

     (c) デモスペース 

(ア) ２．の（１）の②の備品・機材等を配置すること。 

(イ) 各デモスペースの違いを演出するため、色で分けるなど、床に装飾を施

すこと。 

(ウ) 各デモスペースに、43 インチ以上のディスプレイ（デジタルサイネー

ジ用）1台及び 65インチ以上のディスプレイ（デモンストレーション用）

1台を展示し、必要な電源設備を整備すること。 

(エ)  ３．の（２）の①のアからカの展示物を配置すること。各展示物の安

全性を確保すること。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。 

(オ) (エ)の各展示物を展示するために必要な電源設備を整備すること。 

(カ) 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。 

(キ) タイムテーブルを用意すること。 

(d) NEDO紹介スペース 

(ア) ２．の（１）の③の備品を配置すること。 

(イ) ３．の（２）の①のキの展示物を配置すること。 

     (ウ) 壁面や造作を利用して NEDOの取り組みをパネルで紹介すること。 

なお、パネルは LED バックライト付き又は内照式等の工夫を凝らすこ

と。 

（エ） 43インチ以上のディスプレイ（デジタルサイネージ用）1台展示し、必

要な電源設備を整備すること。 

     (e) ストックルーム 

(ア) ２．の（１）の④の備品を配置すること。 

(イ) 必要な電源設備を用意すること。 

      (ウ) 施錠ができること。 

    ② フォーラムセッション 

     ２．の（２）の備品・機材等を手配すること。 

 

 ２． 備品・機材等の手配 

  以下の備品・機材等を手配すること。 

   

 

 

 



 

 

 

 

（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 配布資料用机 W150㎝×D45㎝程度 1台 

エ ボールペン 黒色 20本 

オ カタログスタンド A4 判のパンフレットやリーフレット

等を 6種類置けること。 

1台 

カ バインダー A4 サイズのアンケート用紙及びエの

ボールペンを挟めるものであること。 

20個 

キ アンケート用紙回

収 BOX 

A4用紙を入れることができること。 1個 

 

    ② デモスペース 

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。 

2本 

イ ノート PC 

 

最新のアップデートを適用した Windows7

以降の OS を搭載した PC であること。キ及

びクのディスプレイ並びにケの USB との接

続が可能であること。DVDの再生が可能であ

ること。以下のソフトウェア及びネットワ

ークが利用可能であること。 

(a) Microsoft Word、Excel、PowerPoint 

 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 

1台 

ウ スピーカー等音響

機器 

デモスペース内での移動ができること。 一式 

エ ワイヤレスマイク ダイナミック型であること。 2個 

オ ピンマイク 手が空いた状態でマイクに発声できるこ

と。 

2個 

カ 演台 イのノート PC を置き操作ができる大きさ

であること。 

6台 

キ ディスプレイ（デモ

ンストレーション

用） 

65インチ以上であること。イのノート PC及

びケの USBとの接続、PC映像出力・音声出

力が可能なこと。 

6台 

ク 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。ケの USB との接

続、PC映像出力が可能なこと。 

6台 



 

 

 

 

 

ケ USB 容量が 16GB 以上であること。イのノー

ト PC、キ及びクのディスプレイとの接続

が可能なこと。 

6個 

コ VGA変換アダプタ 講演者が MacPCを持ち込んだ際に対応で

きる仕様であること。キのディスプレイ

に接続が可能なこと。 

1個 

サ ネームプレート 展示物名を記載。 6枚 

シ タッチ禁止の看板 「お手を触れないで下さい」と記載。 6枚 

ス カタログスタンド A4 判のパンフレットやリーフレット等

を 4種類置けること。 

6台 

セ 階段の造作 W80cm×D180cm×H45cm程度。段数を両側

3段とし、60kg程度の重さに耐えられる

ものであること。1 段あたりは H15cm 程

度、D15cm 程度とし、頂上は D120cm×

W80cm 程度であること。デモスペースと

の調和を保ったデザインであること。 

1個 

 

③ NEDO紹介スペース 

項番 項目 仕様 数量 

ア カタログスタンド ②のシに同じ。 1台 

イ 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。ウの USBと

の接続、PC映像出力が可能なこと。 

1台 

ウ USB 容量が 16GB以上であること。イのディ

スプレイとの接続が可能なこと。 

1個 

 

④ ストックルーム 

項番 項目 仕様 数量 

ア 机 W180cm×D45cm程度 2台 

イ 椅子 背もたれがあること。 8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 1台 

オ 通信回線 ②のアと同じ。②のアと兼ねることも

可。 

1本 

  



 

 

 

 

  （２） フォーラムセッション 

項番 項目 仕様 数量 

ア ノート PC 最新のアップデートを適用した Windows7

以降の OSを搭載した PCであること。HDMI

端子との接続ができること。 

(a) Microsoft Word、Excel、PowerPoint 

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 

2台 

 

 ３． ロボットの運搬業務 

  以下により、ロボットの運搬業務を行うこと。 

   

（１） 運送会社の手配 

    発注者が用意する各展示物の所有者（以下「展示事業者」という。）と相談のうえ、

運送会社の手配を行うこと。 

   

（２） 運搬業務 

    ① 運搬が必要なロボットのサイズは下表のとおり。 

項番 名称 サイズ 

ア 双腕型ロボット W250㎝×D100cm×H150cm程度、150kg程度 

イ 問診ロボット W70㎝×D70cm×H130cm程度、100kg程度 

ウ 自動折り畳みロボット W100㎝×D100cm×H200cm程度、150kg程度 

エ 探査ロボット W50㎝×D100cm×H50cm程度、60kg程度 

オ ピッキングロボット W100㎝×D100cm×H100cm程度、100kg程度 

カ ロボットハンド W80㎝×D80cm×H100cm程度、100kg程度 

キ ペッパー W60㎝×D60cm×H150cm程度、30kg程度 

 

② 運搬は展示事業者の指定する場所と展示会会場間の搬出入とする。 

③ ①のキは NEDO紹介スペースに搬入し、それ以外はデモスペースに搬入するこ 

と。 

④ ロボットの運搬日時等について、事前に展示事業者及び発注者と調整するこ

と。 

⑤ 運搬に際しての注意事項について、展示事業者に事前に確認をしておくこと。 

⑥ 運搬に係る保険に加入すること。 

 

 ４． フォーラムセッション講演者への連絡等業務 

  発注者が提供する講演者情報を基に、以下により、海外講演者 8 名及び国内講演者 12

名への連絡等業務を実施すること。海外講演者との連絡は英会話ができる者（TOEIC800点

以上）が実施すること。 

  なお、講演者の氏名、住所及び連絡先等の情報は発注者が別途提供する。 



 

 

 

 

 

  （１） 平成 30 年 8 月 31 日（金）までに、海外講演者からは英語で所属・役職、氏

名、経歴資料、講演タイトルを、国内講演者からは日本語及び英語で所属・役職、

氏名、講演タイトル、経歴資料を収集すること。また、各講演者よりプロフィー

ル写真を収集すること。 

 

  （２）  国内講演者の講演資料について、日本語での提出の場合には収集後英語への翻

訳を行い、発注者の了承を得たうえで平成 30年 9月 28日（金）までに作成する

こと。英語での提出の場合には平成 30年 9月 28日（金）までに収集すること。 

   

  （３）  海外講演者の講演資料について、平成 30年 9月 28日（金）までに英語版を収

集すること。 

 

  （４） 海外講演者の渡航手続きの支援を行うこと。 

 

（５） 会場から 5km圏内の宿泊場所を確保し、8名分 8室を予約すること。 

 

  （６） 発注者の指示に基づき、各講演者に対して旅費及び交通費の説明を行うこと。

また、各講演者からフライトチケット半券及び領収書等を収集のうえ、発注者に

提出すること。 

 

  （７） 発注者と協議のうえ、各講演者との連絡・調整業務を適切に実施すること。 

      なお、本業務終了後、発注者の指示に基づき講演者情報の返却、廃棄又は消去

すること。 

 

 ５． 運営マニュアル等作成業務 

  以下を作成すること。 

 

  （１） 展示会 

    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 記載内容 実施体制図、役割分担表、会場レイアウト

図、受付業務、出展・運営・搬入・搬出・

撤去に至るまでの必要事項等 

オ 部数 10部 

 

  ③ 司会進行用台本 

     デモンストレーションの司会進行に係る台本を、平成 30年 9月 14日（金）まで

に発注者に提案し、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 両面白黒 

エ 部数 10部 

 

④ パネル 

     １．の（２）の①の(d)の(ウ)のパネルについて、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 30年 9月 21日（金）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。 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A0 

イ 種類 4種類 

ウ 枚数 各 1枚 

 

    ⑤ デジタルサイネージ 

     １．の（２）の①の(c)の(ウ)及び(d)の(エ)のデジタルサイネージについて、契

約締結後速やかに、発注者が提供する日本語のデータを基に英語への翻訳を行い、

平成 30年 9月 14日(金)までに発注者の了解を得ること。デジタルサイネージ 1台

あたりコンテンツは 3種類とし、デザイン案を作成したうえで平成 30年 9月 28日

（金）までに発注者の了解を得ること。3種類のうち 1種類は、別途発注者が提供

する動画を活用したコンテンツとすること。 

     下表の仕様により電子データを作成し、２．の（１）の②のケ及び③のウの USB

にインストールすること。また、２．の（１）の②のク及び③のイのディスプレイ

（デジタルサイネージ用）上で確認すること。 

項番 項目 仕様 

ア サイズ 43インチ以上 

イ コンテンツ数 21種類 

ウ 台数 7台 



 

 

 

 

  

    ⑥ ブース紹介冊子 

     契約締結後速やかに、発注者が提供する日本語の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平成 30年 9月 14日（金）まで

に発注者の了承を得ること。また、デザイン案を作成し、平成 30年 9月 28日（金）

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。冊子は 2 種類

作成し、表記はそれぞれ日本語、英語とすること。 

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 頁数 16頁 

ウ 製本 中綴じ 

エ 印刷 両面 4色刷り 

オ 用紙 再生コート紙（マット系） 四六判 90kg 

カ 部数 日本語版：5000部 

英語版：500部 

 

    ⑦ 看板 

来場者を円滑に誘導するため、下表の仕様により看板等を作成すること。記載内

容の詳細は発注者が別途指示する。 

項番 項目 サイズ 記載内容 備考 数量 

ア 
デモスペース用

タイムテーブル 
AOサイズ 

タイムテーブ

ル等 
スタンド付 

1セット

（5日分） 

 

    ⑧ 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、発注者が提供するデータを基にアンケート項目について原

案を作成し、平成 30年 9月 28日（金）までに発注者の了承を得たうえで、下表の

仕様により来場者用アンケート用紙及び展示事業者用アンケート用紙を作成する

こと。 

なお、アンケート実施後、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 両面白黒 

ウ 部数 

 

来場者用：3,000枚 

展示事業者用：80枚 

 

  ⑨ 電子データ 

作成物のうち、パネル、デジタルサイネージ、ブース紹介冊子については Adobe 

Illustrator 又は Adobe Indesign の電子データ（CS6.0 バージョンで見ることが
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できること。）及び PDF で、設計図書、運営マニュアル、司会進行用台本、看板、

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。 

 

 （２） フォーラムセッション 

    ① フォーラムセッションガイド冊子 

フォーラムセッション全体のプログラム及び講演者のプロフィールにより構成

されるフォーラムセッションガイド冊子を作成すること。発注者が提供するフォ

ーラムセッション全体のプログラム及び４．の（１）で提供される所属・役職、氏

名、経歴資料、講演タイトル、プロフィール写真を基にデザイン案を作成し、平成

30年 9月 28 日（金）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、フォーラムセッション終了後、残余が発生した場合は、ストックルームに

移動し、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 判型 A4 

イ 頁数 16頁 

ウ 製本 中綴じ 

エ 印刷 両面 4色刷り 

オ 用紙 再生コート紙（マット系） 四六判 90kg 

カ 部数 500部 

 

    ② 司会進行用台本 

 フォーラムセッションの司会進行に係る台本を、平成 30年 10月 3日（水）まで

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 両面白黒 

エ 部数 1部 

 

③ アンケート用紙 

フォーラムセッションの内容に対する理解度の把握、来場者の職種の把握等を

行うため、発注者が提供するデータを基にアンケート項目について原案を作成し、

平成 30年 9月 28日（金）までに発注者の了承を得たうえで、下表の仕様により来

場者用アンケート用紙を作成すること。 

なお、アンケート実施後、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 両面白黒 



 

 

 

 

ウ 部数 300枚 

 

    ④ 電子データ 

 フォーラムセッションガイド冊子については Adobe Illustrator 又は Adobe 

Indesignの電子データ（CS6.0バージョンで見ることができること。）及び PDFで、

司会進行用台本、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。 

 

６． 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、平成 30年 10月 16日（火）の発注者が別途指示する時間までに

行うこと。 

  （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） ５．の（１）の⑦の看板等については、発注者が指示する場所に設置するこ

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） 発注者が貸与するチャンネル文字、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、チャンネル文字、展

示物及び資料等の安全管理及び保障を行うこと。 

 

 ７． 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 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常時 1名配置すること。 

    ② 展示会運営スタッフ 

展示会会場において来場者の受付、案内、ブース紹介冊子、ノベルティ等配布物

の管理、補充、荷物、備品・機材等の運搬、展示物の安全管理、来場者数のカウン

ト、アンケート用紙の配布及び回収、PR 等の業務に従事する人員を常時 3 名以上

配置すること。 

 なお、うち 1名は英会話ができる者（TOEIC800点以上）とすること。 

    ③ デモンストレーション司会者 

デモスペースにおけるロボットの実演の司会進行・誘導等の業務に従事する司

会者を常時 1 名配置すること。 

なお、司会業務経験者とすること。 
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    ④ デモンストレーションスタッフ 

デモスペースにおいて、来場者の誘導、映像機材操作、音響機材操作、マイク対

応等実演の業務を行う人員を常時 1名以上配置すること。 

    ⑤ フォーラムセッション司会者 

フォーラムセッションにおけるパネルディスカッションの司会進行に従事する

司会者を 1名配置すること。 

なお、司会業務経験者であり、英会話ができる者（TOEIC800 点以上）とするこ

と。 

    ⑥ フォーラムセッションスタッフ 

フォーラムセッションにおいて、タイムキーパー、アンケートの配布及び回収、

プロジェクター、ノート PC、スピーカー等映像・音響機材操作及びマイク対応照

明機器操作等の業務を行う人員を常時 2名以上配置すること。 

 

  （２） 運営業務 

    以下の運営業務を行うこと。 

    ① 全体責任者 

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

現場スタッフに運営マニュアルを配布し、内容の説明を実施すると共に全体の進

行管理を行うこと。 

② 展示会運営スタッフ 

展示会運営スタッフは、展示会会場において来場者の受付、案内、ブース紹介冊

子、ノベルティ等配布物の管理、補充、荷物、備品・機材等の運搬、展示物の安全

管理、来場者数のカウント、アンケート用紙の配布及び回収、PR 等を行うこと。

また、受注者は展示会終了後、発注者の 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を、報告書と共に発注者に引き渡すこと。 

なお、来場者数のカウント方法については別途発注者が指示する方法で実施す

ること。 

    ③ デモンストレーション司会者 

デモンストレーション司会者は、デモスペースにおけるロボットの実演の司会

進行及び誘導等を行うこと。 

    ④ デモンストレーションスタッフ 

     デモンストレーションスタッフは、デモスペースにおいて来場者の誘導、映像機

材操作、音響機材操作、マイク対応等実演の業務を行うこと。 

    ⑤ フォーラムセッション司会者 

     フォーラムセッション司会者は、フォーラムセッションにおける司会進行を行

うこと。 

    ⑥ フォーラムセッションスタッフ 

     フォーラムセッションスタッフは、フォーラムセッションにおいて、タイムキー

パー、アンケートの配布及び回収、プロジェクター、ノート PC、スピーカー等映

像・音響機材操作及びマイク対応照明機材操作等の業務を行うこと。また、受注者

はフォーラムセッション終了後、発注者の 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を、報告書と共に発注者に引き渡すこと。 

 

 ８． その他付帯業務 

  その他１．から７．に付帯する業務を行うこと。 

 

 

Ⅴ．報告書の作成 

 受注者は、展示会終了後、報告書を作成し、平成 30年 11月 22日（木）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 1 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 

イ 運営マニュアル 

ウ 配布物リスト（パネルの内容を縮小したものを添付すること） 

エ アンケートの集計・分析結果（回収したアンケート用紙を添付） 

オ 来場者数 

カ 来場者から頂戴した名刺（A4名刺フォルダ入り） 

キ 次回展示会及びフォーラムセッションへの企画運営等に関する提案 

 

 

Ⅵ．納入物 

 本業務における納品物の名称、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 場所 日付※ 

ア 設計図書 Ⅳ．の５．の（１）

の① 

発注者の事務所 平成 30 年 10月 10日 

イ 運営マニュアル Ⅳ．の５．の（１）

の② 

発注者の事務所 平成 30 年 10月 10日 

ウ 司会進行用台本 Ⅳ．の５．の（１）

の③ 

発注者の事務所 平成 30 年 10月 10日 

Ⅳ．の５．の（２）

の② 

エ パネル Ⅳ．の５．の（１）

の④ 

展示会場 平成 30 年 10月 16日 

オ デジタルサイネ

ージ 

Ⅳ．の５．の（１）

の⑤ 

展示会場 平成 30 年 10月 16日 

カ ブース紹介冊子 Ⅳ．の５．の（１）

の⑥ 

展示会場 平成 30 年 10月 16日 



 

 

 

 

キ 看板 Ⅳ．の５．の（１）

の⑦ 

展示会場 平成 30 年 10月 16日 

ク アンケート用紙 Ⅳ．の５．の（１）

の⑧ 

展示会場 平成 30 年 10月 16日 

Ⅳ．の５．の（２）

の③ 

フォーラムセッ

ション会場 

平成 30 年 10月 16日 

ケ フォーラムセッ

ションガイド冊

子 

Ⅳ．の５．の（２）

の①   

フォーラムセッ

ション会場 

平成 30 年 10月 16日 

コ 電子データ Ⅳ．の５．の（１）

の⑨ 

発注者の事務所 平成 30 年 10月 10日 

Ⅳ．の５．の（２）

の④ 

サ アンケート結果

（速報値） 

Ⅳ．の７．の（２）

の② 

発注者の事務所 平成 30 年 10月 26日 

Ⅳ．の７．の（２）

の⑥ 

発注者の事務所 平成 30 年 10月 24日 

シ 報告書 Ⅴ. 発注者の事務所 平成 30 年 11月 22日 

※エ、オ、カ、キ、ク、ケの項の日付は納入期日、その他の項の日付は納入期限。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。 

※サの項目は、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 

 本事業の遂行に際し、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、小間代及びフォーラムセッション会場代は、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。 

 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。 


