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仕様書 

 

Ⅰ．件名 

 

「ＮＥＤＯフェスタ in関西」に係る会場設営及び運営等業務 

 

 

Ⅱ．開催概要 

 発注者が開催する「ＮＥＤＯフェスタ in関西」（以下「本イベント」という。）の概要は

以下のとおり。 

 

 １．開催場所 

  〒530-0011 大阪府大阪市北区大深町３−１グランフロント大阪北館 B2F 

  ナレッジキャピタル コングレコンベンションセンター 

 

 ２．開催期間 

  平成 30年 12月 18日（火）から平成 30年 12月 19日（水） 

 

 ３．開催内容 

  発注者が開催する業務内容は以下のとおり。記載時間は予定時間である。 

  （１）展示会 

    ①日時 ： 平成 30年 12月 18日（火）及び 19日（水）の各 10:00～16:00 

    ②場所 ： ホールＡ 

    なお、展示会の構成は、「展示スペース」及び「展示会会場内受付」とする。それ

ぞれのレイアウトイメージについては、「Ⅹ．参考イメージ」を参照のこと。 

  （２）ＮＥＤＯセッション（仮称） 

    ①日時 ： 平成 30年 12月 18日（火）10:00受付開始、10:30～12:00講演 

    ②場所 ： ルーム２＋３ 

  （３）スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称） 

    ①日時 ： 平成 30年 12月 19日（水）9:30受付開始、10:00～12:00講演 

    ②場所 ： ルーム３ 

  （４）ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称） 

    ①日時 ： 平成 30年 12月 19日（水）13:30受付開始、14:00～16:30講演 

    ②場所 ： ルーム３ 

  （５）コファンドセミナー（仮称） 

    ①日時 ： 平成 30年 12月 19日（水） 9:30受付開始、10:00～12:00講演 

    ②場所 ： ルーム７ 

    ※コファンドセミナー（仮称）の運営は、受注者の業務範囲外とする。 

  （６）ＴＣＰ セミファイナル大阪会場（仮称） 

    ①日時 ： 平成 30年 12月 19日（水）13:30受付開始、14:00～17:30講演 
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    ②場所 ： ルーム７ 

    ※ＴＣＰ セミファイナル大阪会場（仮称）の運営は、受注者の業務範囲外とす

る。 

  （７）ＮＥＤＯテーマ公募型事業説明会（仮称） 

    ①日時 ： 平成 30年 12月 18日（火）13:00～14:00説明会 

    ②場所 ： ルーム７ 

 

 

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． 会場設計業務 

 ２． 会場設営及び撤去 

 ３． 会場運営等業務 

 ４． 備品・機材等の手配 

 ５． 運営マニュアル等作成業務 

 ６． 公式 Webサイトの構築、運営等業務 

 ７． 広報・宣伝活動 

 ８． 講演者との連絡・調整等業務 

 ９． その他付帯業務 
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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． 会場設計業務 

  （１） 共通項目 

    ① 会場の定める設計規定及び装飾規定を遵守するとともに、搬入出の届け出及

び立哨申請等、事前届け出が必要な事項についても確認のうえ、実施すること。

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。 

    ② 来場者の安全性について考慮すること。 

 

  （２） 展示会会場 

    ① 展示スペース 

     (a) ４．（１）①の備品・機材等を、観覧及び通行のための空間とスペース全体

の動線を考慮した配置レイアウトとなるように、全展示物を効果的に見せる

設計と必要な電源設備を含めて行うこと。設計図書の作成及び変更に関して

は発注者と協議のうえ決定すること。変更があった場合においても、全体ス

ケジュールに遅れを生じさせない対応とすること。 

     (b) 電源設備は、単相 100V仮設電源工事とすること。一次側電源工事は、会場

仮設電源盤（単相 3線 75A 15kW）より総容量 15kWの電源取り出しを行うこ

と。二次側工事は、照明に関わる工事及び容量 0.5kW程度コンセントを 20か

所（展示会会場内での液晶ディスプレイ等の電源を含む。）と、これらに関わ

る分電盤設置図を設計図書に反映させること。 

     (c) 各展示物の梱包、運送、搬入出、設置・撤去、梱包材仮保管、再梱包、返

送及び運送方法は、発注者が指示する所有者との打合せにより決定すること。

特に運送方法については破損等が無いように確認作業を徹底すること。 

    ② 展示会会場内受付 

     (a) ４．（１）②の備品・機材等を配置した 12m2 程度のスペースを、必要な電

源設備を含めて設計すること。 

     (b) 「ＮＥＤＯデザインマニュアル」に基づく白を基調とした青色を使用する

デザインとすること。造作及び装飾については、発注者と協議のうえ決定す

ること。 

     (c) ＮＥＤＯの各種パンフレット等の梱包、運送、搬入出、設置・撤去、梱包

材仮保管、再梱包、返送及び運送方法は、発注者と協議のうえ決定すること。 

 

  （３） 「ＮＥＤＯセッション（仮称）」会場 

      発注者が別途調達する講演者用演台、司会者用演台及び机・椅子等を、250名

程度の来場者が安全に入退室可能な動線を考慮した配置レイアウトとなるよ

うに、発注者と協議のうえ決定し、会場配置図面を作成し、会場側に連絡する

こと。 

 

  （４） 「スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称）」会場 

      発注者が別途調達する講演者用演台、司会者用演台及び机・椅子等を、150～

200 名程度の来場者が安全に入退室可能な動線を考慮した配置レイアウトとな
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るように、発注者と協議のうえ決定し、会場配置図面を作成し、会場側に連絡

すること。 

 

  （５） 「ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称）」会場 

      発注者が別途調達する講演者用演台、司会者用演台及び机・椅子等を、150～

200 名程度の来場者が安全に入退室可能な動線を考慮した配置レイアウトとな

るように、発注者と協議のうえ決定し、会場配置図面を作成し、会場側に連絡

すること。 

 

  （６） 「ＮＥＤＯテーマ公募型事業説明会（仮称）」会場 

      発注者が別途調達する講演者用演台、司会者用演台及び机・椅子等を、50 名

程度の来場者が安全に入退室可能な動線を考慮した配置レイアウトとなるよ

うに、発注者と協議のうえ決定し、会場配置図面を作成し、会場側に連絡する

こと。 

 

 

 ２． 会場設営及び撤去 

  （１） 展示会会場 

    ① 展示スペース 

     (a) ４．（１）①の備品・機材等を配置すること。 

     (b) 会期開催までの必要な備品や機材の搬入及び造作は平成 30 年 12 月 17 日

(月)の 13時から 19時までに実施すること。 

     (c) 本仕様書に基づいて受注者が発注する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 12 月 18 日（火）9 時

から 10 時までに行うこと。開催期間中に不具合が生じた場合には速やかに

交換すること。 

     (d) 会期終了後は、速やかにパーテーション等の解体及び撤去作業を行い、廃

材や余剰製作物の破棄等も含めて、全ての作業を平成 30年 12月 19日(水) 

19時までに終了すること。 

    ② 展示会会場内受付 

     (a) ４．（１）②の備品・機材等を配置すること。 

     (b) 会期開催までの必要な備品や機材の搬入及び造作は平成 30 年 12 月 17 日

(月)の 13時から 19時までに実施すること。 

     (c) 本仕様書に基づいて受注者が発注する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 12月 18日（火）9時か

ら 10 時までに行うこと。開催期間中に不具合が生じた場合には速やかに交

換すること。 

     (d) 会期終了後は、速やかに造作物等の解体及び撤去作業を行い、廃材や余剰

製作物の破棄等も含めて、全ての作業を平成 30年 12月 19日(水) 19時ま

でに終了すること。 

 

  （２） 「ＮＥＤＯセッション（仮称）」会場 

    ① ４．（２）の備品を配置すること。 
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    ② 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 12月 18日（火）9時から 10時までに行うこと。 

 

  （３） 「スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称）」会場 

    ① ４．（３）の備品を配置すること。 

    ② 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 12月 19日（水）8時から 9時 30分までに行うこと。 

 

  （４） 「ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称）」会場 

    ① ４．（４）の備品を配置すること。 

    ② 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 12月 19日（水）12時 10分から 13時 30分までに行うこと。 

 

  （５） 事務局控室（ルーム４） 

      ４．（５）の備品を配置すること。会期終了後は、速やかにゴミの破棄等も含

めて、撤収作業を平成 30年 12月 19日(水) 19時までに終了すること。 

 

  （６） ＶＩＰ及び講演者用控室（ルーム１０１＋１０２、１０３) 

      ４．（６）の備品を配置すること。 

 

 ３． 会場運営等業務 

  以下により、運営等業務を行うこと。なお、発注者との定期的な打ち合わせ場所は、発

注者の関西支部事務所を想定しているが、発注者の本部事務所（ＪＲ川崎駅近郊）での打

ち合わせを 4回を上限として実施できるよう体制を整えること。 

 

  （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、平成 30 年 11 月 30 日

（金）までに発注者の了承を得ること。各人員の業務の兼務については発注者と協

議のうえで可能とするが、総括責任者は兼務を不可とする。 

    ① 本イベント全般 

     (a) 総括責任者 

         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) 総合受付スタッフ 

         来場者の受付、案内・誘導、資料及び配布物の管理、運搬及び配布及び

講演者のアテンド等を行う人員を常時 3名以上配置すること。 

    ② 展示会会場 

     (a) 展示会会場責任者 

         展示会の運営・管理業務を統括する責任者を１名配置すること。設営、

施工及び安全管理の責任者を兼務すること。 

     (b) 展示会会場受付スタッフ 

         来場者の受付、案内、資料の管理、運搬及び配布、来場者のカウント、

アンケート用紙の配布と回収及びＰＲ等の業務に従事する人員を常時 1

名以上配置すること。 
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     (c) 展示会会場カメラマン 

         展示会の様子等の写真撮影を行うカメラマンを 1名配置すること。 

     (d) 運用・管理スタッフ 

         DVD再生機材等の運用・管理業務を行う人員を常時 1名以上配置するこ

と。配置する運用・管理スタッフは、照明・音響・PC機材等の専門知識・

技術を有すること。 

    ③ ＮＥＤＯセッション（仮称） 

     (a) 責任者 

         運営・管理業務を統括する責任者を１名配置すること。 

     (b) 運用・管理スタッフ 

         照明・音響・PC 機材等の運用・管理業務を行う人員を常時 2 名以上配

置すること。配置する運用・管理スタッフは、照明・音響・PC機材等の専

門知識・技術を有すること。 

    ④ スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称） 

     (a) 責任者 

         運営・管理業務を統括する責任者を１名配置すること。 

     (b) 副責任者 

         責任者の補助を行う副責任者を 1名配置すること。 

     (c) 司会者 

         プレゼンテーションの司会進行・誘導等の業務を行う司会者を常時１

名配置すること。なお、司会業務経験者とすること。 

     (d) 受付スタッフ 

         来場者の案内・誘導、アンケート用紙の配布及び回収等の業務を行う人

員を常時 2名以上配置すること。 

     (e) 運用・管理スタッフ 

         照明・音響・PC 機材等の運用・管理業務を行う人員を常時 2 名以上配

置すること。配置する運用・管理スタッフは、照明・音響・PC機材等の専

門知識・技術を有すること。 

     (f) カメラマン 

         会場の様子等の写真撮影を行うカメラマンを１名配置すること。 

    ⑤ ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称） 

     (a) 責任者 

         運営・管理業務を統括する責任者を１名配置すること。 

     (b) 副責任者 

         責任者の補助を行う副責任者を 1名配置すること。 

     (c) 司会者 

         プレゼンテーションの司会進行・誘導等の業務を行う司会者を常時１

名配置すること。なお、司会業務経験者とすること。 

     (d) 受付スタッフ 

         来場者の案内・誘導、アンケート用紙の配布及び回収等の業務を行う人

員を常時 2名以上配置すること。 

     (e) 運用・管理スタッフ 

         照明・音響・PC 機材等の運用・管理業務を行う人員を常時 2 名以上配
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置すること。配置する運用・管理スタッフは、照明・音響・PC機材等の専

門知識・技術を有すること。 

     (f) カメラマン 

         会場の様子等の写真撮影を行うカメラマンを１名配置すること。 

     (g) 記録スタッフ 

         映像・音声を記録するスタッフを 1名配置すること。 

 

  （２） 運営業務 

    （１）により手配した人員は、以下の運営業務を行うこと。 

    ① 総括責任者は、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、バラ

ンスの良い人員の再配置等、全体の進行管理を行うこと。また、平成 30年 12月

17日 13時からの展示会会場設営時に、セミナー等で当日配布する資料の確認作

業を行うこと。 

    ② 総合受付スタッフは、来場者の受付、案内・誘導、資料及び配布物の管理、運

搬及び配布及び講演者のアテンド等を行うこと。 

    ③ 展示会会場の責任者は、展示会会場と事務局控室の設営・撤収業務について指

示を出すとともに、会場の展示物及び機材等の管理を行うこと。 

    ④ 展示会会場受付スタッフは、来場者の案内、誘導及び配布物の管理、補充、荷

物の運搬、展示会会場受付への来場者数のカウント及びＰＲ等を行うこと。回収

したアンケートは、1時間ごとに封筒に入れて管理し厳重に保管のうえ、半日ご

とに発注者に引き渡すこと。 

    ⑤ 展示会会場のカメラマンは、展示会の様子等の写真をフルサイズの撮像素子

を搭載したカメラで、300 枚以上撮影すること。なお、撮影に際しては来場者に

迷惑をかけないよう十分に注意すること。展示物については全部の展示物を 5枚

以上撮影し、発注者が別途指示する形式で DVD 等に保存のうえ発注者に引き渡

すこと。 

    ⑥ セッション及びセミナーの責任者は、該当する会場の運営・管理業務を行うこ

と。準備時刻までに発注者及び運営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。また、平成 30 年 12 月 17

日 13時からの展示会会場設営時に、当日配布する資料がスムーズに取り出せる

よう準備作業を行うこと。 

    ⑦ セッション及びセミナーの運用・管理スタッフは、照明・音響・PC 機材等の

運用・管理を行うこと。なお、発注者が指定する時間までに、セッション及びセ

ミナーで使用する講演者スライド等をノート PCに格納し、動作確認を行うこと。

また、発注者の指示に基づき、席札等の貼り付けを座席に行うこと。席札等の詳

細については発注者が別途指示する。  

    ⑧ スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称）とＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉ

ｇｈｔセミナー（仮称）の副責任者は、責任者の補助を行うこと。 

    ⑨ スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称）とＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉ

ｇｈｔセミナー（仮称）の司会者は、リハーサルに参加したうえで、司会進行・

誘導等を行うこと。 

    ⑩ スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称）とＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉ



 P.8 

 

ｇｈｔセミナー（仮称）の受付スタッフは、来場者の受付、案内、誘導、アンケ

ート用紙の配布及び回収等を行うこと。 

    ⑪ スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称）とＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉ

ｇｈｔセミナー（仮称）のカメラマンは、会場の様子等の写真をフルサイズの撮

像素子を搭載したデジタルカメラで、講演者及びパネルディスカッションの様

子、会場の様子等を撮影すること。講演者については、全員を 10枚以上撮影し、

発注者が別途指示する形式で DVD等に保存のうえ発注者に引き渡すこと。なお、

撮影についてはセミナー進行を妨げないよう、事前に発注者からの撮影時間帯

についての指示に従うこと。 

    ⑫ ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称）の記録スタッフは、フルハイビ

ジョンのビデオカメラを 1台用意し、動画撮影を行うこと。撮影・記録方法等詳

細に関しては別途発注者と打ち合わせのうえ決定すること。 

 

 ４． 備品・機材等の手配 

  以下の備品・機材等を手配すること。 

  （１） 展示会会場（ホールＡ） 

    ① 展示スペース 

項番 項目 仕様 数量 

ア DVD再生装置 
イのディスプレイに接続が可能なこと。 
DVD再生が可能であり、DVDドライブを備
え付けているノート PCでも可。 

4台 

イ 液晶ディスプレイ 

40インチ以上であること。アの DVD再生
装置との接続、又は発注者が持ち込む PC
での映像出力が可能なこと。音声出力があ
ること。DVD再生装置の置きスペースを有
する設置台を含めて手配すること。 
PC入力は、D-Sub、DVI-D、DVI-I、HDMIの
4種類が備わっていることが望ましい。 

4台 

ウ タッチ禁止の看板 
「お手を触れないでください」と記載。 
パネル部 200mm×200mm高さ 1,000mm程度 

3台 

エ 撮影禁止の看板 
「撮影禁止」と記載。 
パネル部 200mm×200mm高さ 1,000mm程度 

3台 

オ 展示物保護用の布 白色 1,200mm×1,200mm以上 5枚 

カ パーテーションＡ 

・パネル貼付面はＢ１（タテ）サイズのパ
ネル 2枚が貼付可能な、W1,800mm×
H2,100mm程度の展示台(D450mm～600mm×
H900mm程度）付パーテーションであるこ
と。なお、発注者の指示に基づき、パネルをパ
ーテーションに貼付すること。 
・各パネルごとにアームスポット照明を取
り付けること。 

10 
セット 
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キ パーテーションＢ 

・パネル貼付面はＡ０（ヨコ）サイズのパ
ネルを表裏に貼付可能な W1,200mm×
H1,500～1,800mm程度のボードであり、来
場者の会場での視認性が十分に確保できる
ものであること。色は青色が好ましいが薄
桃又は白でも可。なお、発注者の指示に基づ
き、パネルをパーテーションに貼付するこ
と。 
・パーテーションには、W1,200mm×D450mm
×H645～700mm程度の白色展示台を合わせて
設置すること。白色展示台は目視できる面を
白色布で覆うこと。 

30 
セット 

ク パネル掲示用備品 
５．（６）②(a)及び(b)に記載のパネルをカ
又はキに固定できること。 

80枚分 

ケ 透明アクリルケース W900mm×D300mm×H450mm 程度 2個 

コ 商談テーブル 

Φ900mm×H650mm程度 
各台に黒のボールペン 5 本とペンスタンド
を備えること。 

3台 

 

    ② 展示会会場内受付 

項番 項目 仕様 数量 

ア カタログスタンド 
A4サイズのパンフレット等を 5種類置け
ること。 

2個 

イ DVD再生装置 
ウのディスプレイに接続が可能なこと。 
DVD再生が可能であり、DVDドライブを備
え付けているノート PCでも可。 

1台 

ウ 液晶ディスプレイ 

・50インチ以上であること。イの DVD 再
生装置との接続、又は発注者が持ち込む
PCでの映像出力が可能なこと。音声出力
があること。PC入力は、D-Sub、DVI-D、
DVI-I、HDMIの 4種類が備わっていること
が望ましい。 
・DVD再生装置の置きスペースを有する設
置台を含めて手配すること。 
・コの壁面パネルへの取付金具を含む。 

1セット 

エ 
アンケート用紙回
収 BOX 

― 
1個 

オ 

Ｌ
字
型
ゾ
｜
ン 

壁面パネル 

・パネル貼付面サイズが W950mm×
H2,700mm程度であるもの 7枚分。連結固
定部品を含む。なお、発注者の指示に基づき、
パネルを壁面パネルに貼付すること。 
・それぞれにアームスポット照明を取り付
けること。 
・青色カッティングシートで発注者が指示
する発注者のロゴ（インフォメーションサ
イン）及び装飾を施すこと。 

1 
セット 

カ 
パネル掲示用 
備品 

５．（６）②(c)に記載のパネルをオに固定
できること。 

5枚分 
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キ 

 

展示台 

・W700mm×D700mm×H900mm程度 
・青色カッティングシートで発注者が指示
する装飾を施すこと。 

1台 

ク 
展示台 
（引戸付） 

・W950mm×D495mm×H900mm程度 
・青色カッティングシートで発注者が指示
する装飾を施すこと。 

5台 

ケ 展示台 
・W450mm×D495mm×H900mm程度 
・形状は三角柱型であること。 

2台 

コ 

受
付
台 

壁面パネル 

・パネル貼付面サイズが W950mm×
H2,700mm程度であるもの。連結固定部品
を含む。 
・ウの液晶ディスプレイが取り付けられる
こと。 
・青色カッティングシートで発注者が指示
する装飾を施すこと。 

2枚 

サ 受付用机 

・ドーナツ１／４、Φ1,980mm×D495mm×
H900mm程度 
・青色カッティングシートで発注者が指示
する装飾を施すこと。 

2台 

シ パラペット 

・H300mm×Φ2,800mm社名版を含む。 
・発注者が別途指示する名称を記載のこ
と。 

1セット 

ス 
展示台 
（引戸付） 

・W495mm×D495mm×H900mm程度 
・イの DVD再生装置置台として使用。 

1台 

 

  （２） 「ＮＥＤＯセッション（仮称）」会場 

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。以下
のソフトウエア及び会場の無線 LAN 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)DVD 再生が可能であり、DVD ドライブ
を備えていること 

・PowerPoint データ送り・戻り(レーザー
ポインター緑機能付)とマウスを備えてい
ること。 

2台 

イ 卓上ベル ― 1個 

ウ ウォッチ 文字盤に算用数字が明記されていること 2個 

エ 徽章（白、赤） 

記名された薔薇徽章であること。花の直
径：約 120mm、全長：約 250mm程度。 
記名内容は発注者の指示に従うこと。赤と
白の分量は別途指示する。 

6個 

 

 

 



 P.11 

 

オ 
PC ディスプレイ出
力変換アダプタ 

講演者が持参する Windowsノート PC又は
Macノート PC の外部ディスプレイ出力変
換を行えること。 USB-C、Thunderbolt3、
mini DisplayPort、DisplayPort、HDMI か
ら VGAに変換できること 

一式 

カ 
講演者及び関係者
用の水とコップ  

水は 300ml程度ペットボトル入り、コップ
は紙製（会場規程に従うこと。）。 

5 
セット 

キ 会場座席用貼り紙  
A4片面白黒で印刷する。印刷内容は発注
者の指示に従うこと。 

10枚 

ク 参加登録者リスト  A4片面白黒で印刷する。  2部 

 

  （３） 「スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称）」会場 

項番 項目 仕様 数量 

ア ノート PC （２）アの「ノート PC」に同じ 4台 

イ ストップウォッチ  ―  1個 

ウ 卓上ベル ― 1個 

エ ウォッチ （２）ウの「ウォッチ」に同じ 2個 

オ 徽章（白、赤） （２）エの「徽章（白、赤）」に同じ 10個 

カ 
PC ディスプレイ出
力変換アダプタ 

（２）オの「PC ディスプレイ出力変換ア
ダプタ」に同じ 

一式 

キ 
講演者及び関係者
用の水とコップ  

（２）カの「講演者及び関係者用の水とコ
ップ」に同じ 

10 
セット 

ク 会場座席用貼り紙  
A4片面白黒で印刷する。印刷内容は発注
者の指示に従うこと。 

10枚 

ケ 参加登録者リスト  A4片面白黒で印刷する。  2部 

 

  （４） 「ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称）」会場 

項番 項目 仕様 数量 

ア ノート PC （２）アの「ノート PC」に同じ 4台 

イ ストップウォッチ  ― 1個 

ウ 卓上ベル ― 1個 

エ ウォッチ （２）ウの「ウォッチ」に同じ 2個 

オ 徽章（白、赤） （２）エの「徽章（白、赤）」に同じ 10個 

カ 
PC ディスプレイ出
力変換アダプタ 

（２）オの「PC ディスプレイ出力変換ア
ダプタ」に同じ 

一式 

キ 
講演者及び関係者
用の水とコップ  

（２）カの「講演者及び関係者用の水とコ
ップ」に同じ 

10 
セット 

ク 会場座席用貼り紙  
A4片面白黒で印刷する。 
印刷内容は発注者の指示に従うこと。 

10枚 

ケ 参加登録者リスト  A4片面白黒で印刷する。  2部 

 

  （５） 事務局控室（ルーム４） 

項番 項目 仕様 数量 

ア ゴミ袋 
大阪市分別に従うこと。 
会場規程を確認のうえ、準備すること。 

30枚 
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  （６） ＶＩＰ及び講演者用控室（ルーム１０１＋１０２、１０３) 

項番 項目 仕様 数量 

ア 
関係者用の茶とコ
ップ  

茶は 300ml 程度ペットボトル入り、コップ
は紙製（会場側規程に従うこと。）。 

30 
セット 

 

  （７） 総合受付 

項番 項目 仕様 数量 

ア 受付用テーブル W1,800mm×D750mm×H950mm程度。 2台 

イ パスケース 

首から吊るすひも付き、名刺が入るサイズ。 
ひもの色については発注者に確認のうえ、
3種類用意すること。セット数の内訳につ
いては 300セット、700セット、2,000セ
ット。 

3,000 
セット 

ウ 誘導看板 
W600mm×D600mm×H1,000mm程度であるこ
と。 

1枚 

エ 業務用トランシーバ 

12月 18日使用分（受注者使用分は別途用意
すること。受注者のうち総括責任者、展示会
会場責任者、各セミナー責任者は、本トラン
シーバを保持する発注者と同機種により常時
連絡がとれるようにすること。） 

5台 

オ 業務用トランシーバ 

12月 19日使用分（受注者使用分は別途用意
すること。受注者のうち総括責任者、展示会
会場責任者、各セミナー責任者は、本トラン
シーバを保持する発注者と同機種により常時
連絡がとれるようにすること。） 

10台 

 

 

 ５． 運営マニュアル等作成業務 

  以下を作成すること。なお、各印刷物は印刷にかける 3営業日前までに発注者に、発注

者の了承を得た電子データを提出すること。Adobe Illustrator形式のデータについては、

アウトライン有無の 2種ともに提出すること。 

  （１） 設計図書 

      ２．の会場設営及び撤去業務において、展示会会場での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 10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。 
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    ① 総合運営 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 製本 縦左綴じ ホッチキス止め 

エ 印刷 両面 4色刷り 

オ 記載内容 「ＮＥＤＯフェスタ in関西」における実
施体制図、役割分担表、会場レイアウト
図、スケジュール、当日人員配置図。災害
時におけるグランフロント大阪 北館防災
センターとの連絡・誘導体制等 

カ 部数 50部 

 

    ② 展示会 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 製本 縦左綴じ ホッチキス止め 

エ 印刷 両面 4色刷り 

オ 記載内容 「展示会」における実施体制図、準備日程
表、役割分担表、会場レイアウト図、受付
業務、展示・運営・搬入・搬出・撤去に至
るまでの必要事項及び災害時における展示
会会場での避難経路・対応体制等 

カ 部数 10部 

 

    ③ ＮＥＤＯセッション（仮称） 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 製本 縦左綴じ ホッチキス止め 

エ 印刷 両面 4色刷り 

オ 記載内容 「ＮＥＤＯセッション（仮称）」における
実施体制図、役割分担表、会場レイアウト
図、スタッフ配置図、配布物、講演者情
報、スケジュール、受付業務、災害時におけ
るセッション会場での避難経路・対応体制
等 

カ 部数 10部 

 

    ④ スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称） 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 製本 縦左綴じ ホッチキス止め 

エ 印刷 両面 4色刷り 
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オ 記載内容 「スマートコミュニティアライアンスセミ
ナー（仮称）」における実施体制図、役割
分担表、会場レイアウト図、スタッフ配置
図、配布物、講演者情報、スケジュール、
受付業務、災害時におけるセミナー会場で
の避難経路・対応体制等 

カ 部数 10部 

 

    ⑤ ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称） 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg 以上 

ウ 製本 縦左綴じ ホッチキス止め 

ウ 印刷 両面 4色刷り 

エ 記載内容 「ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー
（仮称）」における実施体制図、役割分担
表、会場レイアウト図、スタッフ配置図、
配布物、講演者情報、スケジュール、受付業
務、災害時におけるセミナー会場での避難
経路・対応体制等 

オ 部数 10部 

 

  （３） 司会進行用台本 

     セミナーの司会進行用台本を平成 30年 11月 15日（木）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。 

    ① スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称） 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 製本 縦左綴じ ホッチキス止め 

エ 印刷 両面 4色刷り 

オ 部数 5部 

 

    ② ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称） 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 製本 縦左綴じ ホッチキス止め 

エ 印刷 両面 4色刷り 

オ 部数 5部 

 

  （４） 開催案内 

      契約締結後速やかに、発注者が提供する記載すべきテキストデータを基にデ

ザイン案を作成し、平成 30 年 10 月 4 日（木）までに発注者の了承を得たうえ
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で、下表の仕様により作成すること。作成にあたっては「ＮＥＤＯフェスタ in

関西」を構成する展示会及び各種セミナー等を効果的に発信するとともに、魅力

にあふれたデザインであること。 

    ① チラシ 

項番 項目 仕様 

ア 展開判型 A3 

イ 印刷 両面 4 色刷り 

ウ 用紙 再生コート紙（マット系） 90kg 

エ 加工 二つ折加工 

オ 種類 1種類 

カ 部数 5,000枚 

 

    ② ポスター 

項番 項目 仕様 

ア 判型 B1（タテ） 

イ 印刷 片面 4色刷り 

ウ 用紙 再生コート紙（マット系） 110kg 

エ 加工 90枚はクロス 8頁折加工 

10枚は折加工無し 

オ 種類 1種類 

カ 部数 100枚 

 

  （５） 会場内配布物 

    ① 共通項目 

     (a) 発注者が提供するデータを基に、平成 30年 12月 3日（月）までに発注者

の了承を得たうえで、②から⑦の仕様に基づき作成すること。特に記載の無い

ものは平成 30年 11月 29日（木）までに発注者よりデータを受注者へ提供す

る。 

     (b) Ⅵ．で指定のあるものは、指定の部数を納品すること。 

     (c) 発注者が指定する日時に会場に配送すること。 

     (d) 本イベント終了後に残余が発生した場合には廃棄すること。 

 

    ② 総合受付 
     (a) 「ＮＥＤＯフェスタ in関西」リーフレット 

       発注者より平成 30 年 11 月 15 日（木）までに受注者へデータを提供する。 

項番 項目 仕様 

ア 展開判型 A3 

イ 印刷 両面 4色刷り 

ウ 用紙 再生コート紙（マット系）90kg 

エ 加工 中央ホッチキス止め、二つ折 

オ 仕上がり A4 サイズ（全 8ページ） 

カ 種類 1種類 
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キ 部数 3,000部 

 

     (b) 展示会会場マップ 

       発注者より平成 30 年 11 月 15 日（木）までに受注者へデータを提供する。 

項番 項目 仕様 

ア 展開判型 A3 

イ 印刷 両面 4色刷り 

ウ 用紙 再生コート紙（マット系）90kg 

エ 加工 巻き三つ折り 

オ 種類 1種類 

カ 部数 3,000枚 

 

    ③ 「ＮＥＤＯセッション（仮称）」会場 

     (a) プログラム 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 印刷 片面 4色刷り 

エ 部数 250 枚 

 

     (b) セッション資料 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 種類 2種類 
20頁程度 

40頁程度 

ウ 製本 縦左綴じ ホッチキス止め 

エ 印刷 両面 4色刷り 

オ 用紙 再生上質紙 白菊版 48.5kg以上 

カ 部数 各 250部（合計 500部） 

 

    ④ 「スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称）」会場 

     (a) プログラム 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 印刷 片面 4色刷り 

エ 部数 200枚 

 

     (b) セミナー資料 

項番 項目 仕様 

ア 展開判型 A4 

イ 頁数 32頁程度 
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ウ 製本 中綴じ タテ型（長辺）横書 

エ 印刷（表紙・裏表紙） 両面 4色刷り 

オ 印刷（本文） 両面 4色刷り 

カ 用紙（表紙・裏表紙）  再生上質紙 白 菊版 93.5kg以上  

キ 用紙（本文）  再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上  

ク 部数 200部 

  

     (c) アンケート 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 印刷 両面白黒 

エ 部数 200枚 

 

    ⑤ 「ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称）」会場 

    発注者が平成 30年 12月 3日（月）までに提供する封筒に、以下(a)から(d)をプロ

グラム 、レポート冊子、セミナー資料（講演順）、アンケート用紙の順で収納し 200

セット作成すること。 

     (a) プログラム 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 印刷 片面 4色刷り 

エ 部数 200 枚 

 

     (b) レポート冊子 

      発注者が平成 30 年 11 月 16 日（金）までに提供する版下データ（Adobe 
InDesign(CS6)形式）に基づき、レポート冊子を印刷、製本作成すること。 

項番 項目 仕様 

ア 展開判型  A3 

イ 種類 
2種類 
各 40 頁程度（余頁は、メモと表示（頁内数
に含む。））を予定 

ウ 製本  中綴じ タテ型（長辺）横書   

エ 印刷  両面 4色刷り  

オ 用紙（表紙・裏表紙）  再生上質紙 白 菊版 93.5kg以上  

カ 用紙（本文）  再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上  

キ 部数  各 200部（合計 400部）  

 

     (c) セミナー資料 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 
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イ 種類 3種類 

20頁程度 

20頁程度 

40頁程度 

ウ 製本 縦左綴じ ホッチキス止め 

エ 印刷 両面 4色刷り 

オ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上  

カ 部数 各 200部（合計 600部） 

 

     (d) アンケート 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 印刷 両面白黒 

エ 部数 200 枚 

 

    ⑥ 「ＮＥＤＯテーマ公募型事業説明会」会場 

     ＮＥＤＯテーマ公募型事業資料 

項番 項目 仕様 

ア 展開判型 A4 

イ 頁数 28頁程度 

ウ 製本 中綴じ タテ型（長辺）横書 

エ 印刷 両面 4色刷り 

オ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

カ 部数 50部 

 

    ⑦ 展示会会場 

     アンケート 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 印刷 両面白黒 

エ 部数 300 枚 

    

  （６） 展示会会場内パネル等 

    ① 共通項目 

     (a) 発注者が提供するデータを基に、平成 30年 12月 3日（月）までに発注者

の了承を得たうえで、②から④の仕様に基づき作成すること。特に記載の無い

ものは平成 30年 11月 22日（木）までに発注者よりデータを受注者へ提供す

る。 

     (b) 発注者が指定する日時に会場に配送すること。 

     (c) 本イベント終了後には廃棄すること。 
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    ② パネル 

      発注者が提供するデータ（Adobe Illustrator(CS6)形式）を基に作成すること。

発注者より平成 30年 11月 15日（木）までに受注者へデータを提供する。 

     (a) パーテーションＡ 

項番 項目 仕様 備考 

ア 判型 B1サイズ（タテ）  

４

．

(１)

① 

カ 

イ 印刷 片面 4色刷り 

ウ 種類 20種類 

エ 枚数 各 1枚（全 20枚） 

オ 装丁 
マットコート印刷したものを 5mm 厚
の B1 サイズ軽量パネルに貼りつけ
る。 

 

     (b) パーテーションＢ 

項番 項目 仕様 備考 

ア 判型 A0サイズ（ヨコ） 

４

．

(１)

① 

キ 

イ 印刷 片面 4色刷り 

ウ 種類 60種類 

エ 枚数 各 1枚（全 60枚） 

オ 装丁 
マットコート印刷したものを 5mm厚
の A0 サイズ軽量パネルに貼りつけ
る。 

 

     (c) 壁面パネル 

項番 項目 仕様 備考 

ア 判型 A0サイズ（ヨコ） 

４

．

(１)

② 

オ 

イ 印刷 片面 4色刷り 

ウ 種類 5種類 

エ 枚数 各 1枚（全 5枚） 

オ 装丁 

マットコート印刷したものを 5mm 厚
の A0 サイズ軽量パネルに貼りつけ
る。 
発注者が指定するサイズに切り落と
すこと。 

 

    ③ カテゴリー別キャプションボード 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 印刷 片面 4色刷り 

ウ 種類 10種類 

エ 枚数 各 1枚（全 10枚） 

オ 装丁 
軽量 5mm 厚ボードに、印刷した用紙を張り
込む。なお、発注者の指示に基づき、パネルをパ
ーテーションに貼付すること。 
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    ④ 展示物紹介キャプションボード 

項番 項目 仕様 

ア 判型 B5 

イ 種類 10種類 

ウ 枚数 各 1枚 

エ 装丁 
卓上スタンド付軽量 5mm 厚ボードに、印刷
した用紙を張り込むこと。 

 

  （７） 展示会会場内パネルの縮小印刷物 

    ① 共通項目 

     (a) （６）②(a)及び(b)を作成するためのデータを用いて、②及び③の仕様に

基づきパネルの縮小印刷物を作成すること。 

     (b) 発注者が指定する日時に会場に配送すること。 

     (c) 本イベント終了後には廃棄すること。 

    ② パーテーションＡ 

項番 項目 仕様 備考 

ア 判型 A4サイズ（タテ） 
５．

(６)

② 

(a) 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 印刷 片面白黒 

エ 種類 20種類 

オ 枚数 各 20枚（全 400枚） 

 

    ③ パーテーションＢ 

項番 項目 仕様 備考 

ア 判型 A4サイズ（ヨコ） ５

．

(６)

② 

(b) 

イ 用紙 再生上質紙 白 菊版 48.5kg以上 

ウ 印刷 片面白黒 

エ 種類 60種類 

オ 枚数 各 20枚（全 1,200枚） 

 

  （８） 看板等 

     来場者を円滑に誘導するため、平成 30年 11月 22日（木）までに発注者が提供

するデータを基に、発注者の了承を得たうえで、平成 30年 12月 17日（月）まで

に下表の仕様に基づき作成すること。開催期間中に発注者が指示する場所に掲示

すること。 

項番 項目 サイズ 記載内容 数量 

ア 案内看板／立看板 W900mm×H2,100mm 各会議名称等 全 6枚 

イ ホールＡ／吊看板 W7,200mm×H900mm 
発注者の名称

等 
1枚 

ウ 誘導看板／立看板 W600mm×D600mm×H1,000mm 各会議名称等 全 5枚 
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  （９）幕間スライド 

     「ＮＥＤＯセッション（仮称）」、「スマートコミュニティアライアンスセミナー

（仮称）」及び「ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称）」に対して、平成

30 年 12 月 3 日（月）までに、講演開始前、講演者等紹介時及び講演の休憩時間

中にスクリーンに表示するためのセミナータイトル等を発注者の了承を得たう

えで作成すること。 

 

  （１０）電子データ 

     作成物のうち、パネル、開催案内、リーフレット及び展示会場マップについては

Adobe Illustratorで作成のうえ、発注者と協議の際には pdf形式にて行うこと。

Adobe Illustratorの電子データについては、アウトラインを取る前のものも含

めて発注者に引き渡すこと。その他の作成物については発注者が別途指示する形

式（Microsoft Word、Excel、PowerPoint）で作成すること。 

 

 ６． 公式 Webサイトの構築、運営等業務 

  本イベント専用の公式 Web サイトを構築し、運営及び更新・保守等の管理を行うこと。

公式 Web サイトは無料で一般公開すること。 

  （１） 公式 Web サイトの基本項目は、以下のとおり。 

    ① 開催概要、全体プログラムの内容 

    ② 展示会会場の概要及びセッション又はセミナー等の概要説明 

    ③ セッション又はセミナーへの事前登録フォーム及び参加票の提供 

    ④ ＮＥＤＯテーマ公募型事業説明会での個別相談予約 

    ⑤ 問い合わせ e-mail フォーム 

    ⑥ フロアマップ及び交通アクセス 

    ⑦ ダウンロード用セミナー資料の提供 

    ⑧ アンケート 

    ⑨ 更新情報 

 

  （２） Web サイト構築の要件 

    Web サイト構築の要件は以下のとおり。 

    ① 参加事前登録用 Webサイトに係るサーバー、機器、ソフトウェア等は受注者が

用意すること。  

    ② 発注者の提供する要件を基に発注者と協議のうえ参加事前登録用 Web サイト

の仕様を設計すること。  

    ③ 運営管理のために必要な情報の登録及び事前参加登録票等の情報発信ができ

ること。 

    ④ 発注者の指示による代理登録及び登録状況の確認・変更ができるようにする

こと。なお、登録に必要な情報は、発注者より別途指示する。  

    ⑤ 参加事前登録情報管理を容易にするため、参加事前登録情報には重複のない

管理番号を付けること。 

    ⑥ 参加事前登録取り消し等による参加事前登録データの削除は行わないこと。

また、登録後の変更履歴が確認できるようにすること。  

http://blog.ddc.co.jp/mt/dtp/archives/20050720/165024.html
http://blog.ddc.co.jp/mt/dtp/archives/20050720/165024.html
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    ⑦ 参加事前登録情報を発注者が随時確認できるように、Excel等で出力できるこ

と。  

    ⑧ 参加事前登録用 Web サイトにおいて、アンケート入力を可能とすること。な

お、アンケート内容については、発注者より別途指示する。  

    ⑨ 参加事前登録用 Web サイトの構築の実施にあたり、オリジナルドメインを取

得し、使用すること。  

    ⑩ 参加事前登録用 Webサイトは、Internet Explorer、Microsoft Edge、Google 

Chrome、Safari 及び Firefoxの各 Webブラウザ（最新かつ安定したバージョン）

で動作すること。  

    ⑪ 発注者の了承を得たうえで、参加事前登録用 Web サイトを平成 30 年 10 月 11

日（木）12 時までに構築し、発注者による動作確認のうえ、平成 30年 10月 18

日（木）12 時までに公開すること。  

    ⑫ 参加事前登録用 Web サイトが、サーバーダウン等により機能不全を起こした

場合は、可及的速やかに必要な対応を行い、参加事前登録用 Webサイトを復旧さ

せること。  

    ⑬ 構築した参加事前登録用 Webサイトの運用管理を行い、必要に応じて更新・保

守を行うこと。  

    ⑭ 参加事前登録用 Web サイトの全ページについて、セキュリティ対策に万全を

期すこと。また、以下の情報セキュリティを遵守すること。  

     (a) 独立行政法人情報処理推進機構の「安全なウェブサイトの作り方（最新版）」

及び発注者の情報セキュリティポリシーに準拠すること。  

     (b) セキュリティ実装チェックリストを提出し、発注者の了承を得ること。  

     (c) 受注者はプライバシーマーク(JIS Q 15001)又は ISMS認証を取得している

こと。これらを取得していない場合は、これらに類する情報セキュリティ管理

体系を確立していること。  

     (d) 可用性を維持するための対策（DoS攻撃対策等）を導入すること。  

     (e) 完全性を維持するための対策（改ざん検知・バックアップ等）を導入するこ

と。  

     (f) 発注者の要求に応じて、セキュリティ対策の実施状況を報告すること。緊急

性の高い脆弱性が発見された場合は、発注者と協議のうえ、対策を実施するこ

と。  

    ⑮ 改ざん等インシデントが発生した場合の連絡及び対応体制を構築し、発注者

の了承を得ること。発生したインシデントには迅速に対応し、発注者に逐次報告

のうえ発注者の指示に従うこと。 

 

  （３） Webサイトでの参加登録者の取りまとめ等業務 

    ① （２）で構築した Webサイトにて受け付けた参加登録者に対して、開催直前に

アナウンスメールを配信する等、当日の欠席率が最少となるよう工夫すること。 

    ② （２）で構築した Webサイトにて参加登録者の取りまとめ業務を実施し、平成

30年 12月 17日（月）12時まで参加登録を受け付けること。ただし、満席とな

った場合は、その段階で参加登録を締め切ることとし、満席の判断基準は発注者

が別途指示する。 

    ③ 参加登録状況について、平成 30年 12月 17日（月）17時までに、発注者に所
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属組織名の五十音順及び氏名の五十音順に並び替えた参加登録者リストをそれ

ぞれ提出すること。 

 

 ７． 広報・宣伝活動 

  (１) 発注者との契約締結後速やかに、発注者と協議のうえ参加対象者となる大学関

係者等の研究機関、企業の経営者や製品開発担当者等のリストを作成し、本イベン

ト情報掲載サイトや関連機関等への情報案内及び周知依頼等の広報・宣伝計画を

立案すること。さらに、企業の来場者を増やすために有効なメールマガジン等の提

案も行うこと。 

 

  (２) (１)の広報・宣伝計画について、平成 30年 10月 18日（木）12時までに発注者

の了承を得たうえで広報・宣伝活動を実施すること。 

 

 ８．講演者との連絡・調整等業務  

  発注者と協議のうえ、各講演者との当日のスケジュールに関して、連絡・調整業務を適

切に実施すること。 

なお、各講演者の情報は発注者が別途提供する。 

 

 ９． その他付帯業務 

  その他１．から８．に付帯する業務を行うこと。必要となる作業が生じた場合は、発注

者の会場責任者に相談のうえ、速やかに対応すること。 

 

 

Ⅴ．報告書の作成 

 受注者は、本イベント終了後、報告書を作成し、平成 31年 1月 18日（金）までに発注者

の関西支部事務所に提出すること。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部作成するとともに、電子デー

タ DVD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、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 各会場のプログラム（オの撮影された写真の一部を用いて説明すること。） 

オ 撮影した写真 

（展示会、スマートコミュニティアライアンスセミナー（仮称）、 

ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称）） 

カ 撮影したビデオ映像及び音声（講演ごとに区切り、発注者から指示されたタイ

トル・マーク等を付加すること。なお、仮編集の段階で、発注者に提示し了承

を得ること。） 

（ＴＳＣ Ｆｏｒｅｓｉｇｈｔセミナー（仮称）） 
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キ 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） 

ク 来場者数 

ケ 来場者から頂戴した名刺 

   ※オ及びカの項目については紙媒体での報告は不要とし、電子データのみとする。 

 

 

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。 

１．本イベント全般 

項番 名称 掲載箇所 場所 日付 

ア 
セキュリティ実装
チェックリスト 

Ⅳ．６．（２）⑭
(b) 

発注者の関西支部事務所 
平成 30年 
10 月 11日（木） 

イ 運営マニュアル Ⅳ．５．（２）① 発注者の関西支部事務所 
平成 30年 
12 月 3日（月） 

ウ チラシ Ⅳ．５．（４）① 

発注者の川崎本部事務所 
2,000枚 平成 30年 

10 月 11日（木） 発注者の関西支部事務所 
3,000枚 

エ ポスター Ⅳ．５．（４）② 

発注者の川崎本部事務所 
10枚 平成 30年 

10 月 11日（木） 発注者の関西支部事務所 
折り製品 90枚 

オ リーフレット 
Ⅳ．５．（５）②
(a) 

展示会会場 
平成 30年 
12 月 17日（月） 

カ 
報告書 
（写真及びビデオ
映像を含む） 

Ⅴ． 発注者の関西支部事務所 
平成 31年 
1月 18日（金） 

  ※ア、イ、ウ、エ、カの項目の日付は納入期限、その他の項の日付は納入期日。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。 

 

２．展示会 

項番 名称 掲載箇所 場所 日付 

ア 設計図書 Ⅳ．５．（１） 発注者の関西支部事務所 
平成 30年 
10 月 4日（木） 

イ 運営マニュアル Ⅳ．５．（２）② 発注者の関西支部事務所 
平成 30年 
12 月 3日（月） 

ウ 展示会会場マップ 
Ⅳ．５．（５）②
(b) 

展示会会場 
平成 30年 
12 月 17日（月） 

エ パネル Ⅳ．５．（６）② 展示会会場 
平成 30年 
12 月 17日（月） 

オ 
カテゴリー別キャ
プションボード 

Ⅳ．５．（６）③ 展示会会場 
平成 30年 
12 月 17日（月） 

カ 
展示物紹介キャプ
ションボード 

Ⅳ．５．（６）④ 展示会会場 
平成 30年 
12 月 17日（月） 
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キ 
パネルの縮小印刷
物 

Ⅳ．５．（７） 展示会会場 
平成 30年 
12 月 17日（月） 

ク アンケート Ⅳ．５．（５）⑦ 展示会会場 
平成 30年 
12 月 17日（月） 

ケ 看板等 Ⅳ．５．（８） 展示会会場 
平成 30年 
12 月 17日（月） 

  ※ア、イの項目の日付は納入期限、その他の項の日付は納入期日。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。 

 

３．セッション及びセミナー 

項番 名称 掲載箇所 場所 日付 

ア 運営マニュアル 
Ⅳ．５．（２）③ 
Ⅳ．５．（２）④ 
Ⅳ．５．（２）⑤ 

発注者の関西支部事務
所 

平成 30 年 
12月 3日（月） 

イ 司会者台本 
Ⅳ．５．（３）① 
Ⅳ．５．（３）② 

発注者の関西支部事務
所 

平成 30 年 
12月 3日（月） 

ウ プログラム 
Ⅳ．５．（５） 
③(a)、④(a) 

展示会会場 
平成 30 年 
12月 17日（月） 

エ アンケート 
Ⅳ．５．（５） 
④(c) 

展示会会場 
平成 30 年 
12月 17日（月） 

オ 幕間スライド Ⅳ．５．（９） 展示会会場 
平成 30 年 
12月 17日（月） 

カ 
ＮＥＤＯセッシ
ョン資料 

Ⅳ．５．（５） 
③(b) 

展示会会場 
平成 30 年 
12月 17日（月） 

キ 

スマートコミュ
ニティアライア
ンスセミナー資
料 

Ⅳ．５．（５） 
④(b) 

展示会会場 
平成 30 年 
12月 17日（月） 

ク 
ＴＳＣ Ｆｏｒ
ｅｓｉｇｈｔセ
ミナー資料等 

Ⅳ．５．（５）⑤ 展示会会場 
平成 30 年 
12月 17日（月） 

ケ 
ＮＥＤＯテーマ
公募型事業資料 

Ⅳ．５．（５）⑥ 展示会会場 
平成 30 年 
12月 17日（月） 

コ 
参加登録者リス
ト 

Ⅳ．６．（３）③ 展示会会場 
平成 30 年 
12月 17日（月） 

  ※ア、イの項目の日付は納入期限、その他の項の日付は納入期日。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。 

 

 

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別

途、秘密情報の取扱いについて覚書を締結する。 
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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． スケジュールの策定においては、遅延することが無いよう余裕をもった内容とする

とともに、発注者と適宜調整のうえスケジュール管理を行うこと。 

 ３． 各種作成費、電気工事費、電気料金、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、ナレッジキャピ

タル コングレコンベンションセンターへ必要な手続きを行うこと。 

なお、会場借上げ経費及び講演会会場備品については、発注者が別途負担する。 

 ４． 故意又は過失によって展示場の施設又は設備を滅失若しくは棄損したときは、それ

によって賃貸人が被った損害を賠償すること。 

 ５． 受注者は自らが調達する機器及び備品等の管理責任を負うこと。 

 ６． 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。 

 ７． 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。 

 ８． 各種制作物において受注者が発注者にデザイン又は記載内容についての案を提示

する際には、事前に文字校正を含めて責任を持って内容の確認を行うこと。 

 ９． 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。 

 １０．受注者は個人情報の保護の重要性を認識し、業務の遂行に当たっては、個人情報保

護に関する日本国の法令を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人

情報を適正に取り扱うこと。 
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Ⅹ．参考イメージ 

 

＜展示会会場内展示スペース：パーテーション＞ 

 

 

パーテーション A  

 

 

パーテーション B  

 

 

  

表面 

裏面 
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＜展示会会場内受付＞ 

 

 

 

 

 

＜平面図＞ 

 

 

 

 

  

L字型ゾーン 受付台 
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＜立面図＞ 

 

Ａ展開図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ展開図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ展開図 

 

 

 

 

 

 

 

 


