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仕様書 
 

1．総則 
本仕様書は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「NEDO」とい

う。）及び国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「JST」という。）が主催する「イノベーシ

ョン・ジャパン 2019～大学見本市＆ビジネスマッチング～」（以下「本イベント」という。）に

おける運営及び会場設営業務について定める。 
 
2．件名 

「イノベーション・ジャパン 2019～大学見本市＆ビジネスマッチング～」の運営及び会場設

営業務 
 
3．目的 

本イベントは、大学や公的研究機関、ベンチャー・企業等から創出された研究成果の社会還

元、技術移転を促進すること及び実用化に向けた産学連携等のマッチング支援を実施すること

を目的とする。 
大学見本市とは、JST 事業に関わる大学等から創出された研究成果の社会還元、技術移転を

促進すると共に産学連携を支援するための技術シーズ及び大学組織による産業界に向けた大型

の共同研究開発案件の見本市であり、ビジネスマッチングとは、NEDO 事業に関わる支援先企

業、研究機関、大学等の研究開発成果の実用化及び事業化を支援するためのマッチングイベン

トである。 
 
4．イベント概要 
（1）イベント名称 

イノベーション・ジャパン 2019～大学見本市＆ビジネスマッチング～ 
（2）主催者 

NEDO 及び JST 
（3）開催場所 

東京ビッグサイト 青海展示棟 B ホール 
（東京都江東区青海 1－2－33） 

（4）入場料 
無料 

（5）来場者 
企業の技術開発担当者、営業担当者、経営者等、その他産学連携に興味のある者等 

（6）開催日時 
2019 年 8 月 29 日（木）10 時 00 分から 17 時 30 分（開会式：9 時 45 分開始） 

    8 月 30 日（金）10 時 00 分から 17 時 00 分 
    ※会場利用期間は 2019 年 8 月 27 日（火）12 時から 8 月 30 日（金）24 時まで（3.5 日間） 
（7）その他併催事業 

 大学発ベンチャー表彰の表彰式（以下「表彰式」という。） 
    日時：2019 年 8 月 29 日（木）14 時 30 分から 16 時 30 分（予定） 
    場所：青海展示棟 B ホール「セミナー会場」 
    
5．業務内容 

受注者が実施する業務内容は以下のとおり。 
 
5－1．本イベント全体 
（1）会場の概要 
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本イベントに係る会場設営の概要は以下のとおり。 
①運営事務局 
②主催者事務室 
③開会式会場 
④総合受付 
⑤プレスルーム 
⑥大学発ベンチャー表彰「受賞者」（以下「受賞者」という。）展示コーナー  
⑦主催者セミナー会場兼表彰式会場 
⑧来場者向け配布資料置き場 
⑨打合せスペース 
⑩休憩スペース 
⑪JST エリア（大学見本市） 
⑫NEDO エリア（ビジネスマッチング） 

  ⑬諸室 
⑭会場マップ用自立式看板の設置 
⑮撮影禁止の看板の設置 

 
（2）全体運営管理 

①運営管理業務 
本イベント実施に係る企画、設計、広報・宣伝、制作、設営、装飾、搬入、搬出及び管理

等の全ての運営管理業務を行うこと。本イベントの業務全般に係る総括責任者及び展示会、

プレゼンテーション、セミナー等の各実行責任者を決めたうえで、業務を円滑に実施する

ための体制を構築して運営にあたること。また、主催者、出展者、来場者、その他関係者

等との連絡窓口等の機能を担う運営事務局を設置し、主催者の指示に基づき、各種連絡及

び調整を行うこと。さらに、本会場の立地条件等を十分調査・考慮したうえで、適切な会

場敷地内・外の運営手法を検討すること。 
②全体スケジュールの策定 

契約締結後、速やかに全体スケジュールを策定し、主催者の了承を得ること。 
なお、主催者と適宜調整のうえ実行管理を行い、スケジュール及び実施内容に変更の必

要が生じた場合は速やかに報告し主催者の了承を得ること。 
③出展者及び発表者に関わる業務 

ⅰ）本イベントの開催日までに、出展者及び発表者との連絡及び調整を密に行い、必要な

データを回収する等、展示、プレゼンテーション、印刷物等の作成を実施するにあたっ

て円滑に準備が進められるように、適宜対応すること。出展者及び発表者からの問合わ

せ等があった際には、主催者にその内容を報告し、了承を得たうえで対応すること。問

い合わせ内容及び回答内容は、電子データで一元管理すること。また、基本的な問合わ

せ（よくある質問）については、Q&A を作成し、主催者の了承を得たうえで運用するこ

と。Q&A については、出展者及び発表者からの問合わせのみならず、一般からの問合せ

にも対応した内容にすること。 
ⅱ）出展者の展示物等の搬入及び搬出が円滑に行えるよう、以下の点に留意すること。 

（a）宅配便の受け取り場所を指定すること。また、搬出受付窓口を会場内に設置するこ

と。 
（b）搬入及び搬出については、A0 パネル大の物品についても対応可能とすること。 
（c）会期中における JITBOX（150 個程度）の保管場所を確保すること。 
（d）搬出において、出展者が速やかに手続きができるよう、受付窓口等を工夫し、受付

の待ち時間を最大 30 分以内とすること。 
（e）搬入時のパネル等設置方法、搬出時の搬出方法及び搬出受付窓口設置時間等を、事

前及び会期中に適切な方法にて出展者へ周知すること。 



3 
 

ⅲ）出展者等から、出展ブースにおけるインターネット回線接続や展示用備品等のオプシ

ョンについて追加要望があった場合には、主催者と協議のうえ主催者の指示に従うこと。 
     なお、追加要望に関する費用については、出展者等が別途負担する。 

ⅳ）会場の災害対策規程等、会場を利用する場合の注意事項を出展者等に周知すること。 
ⅴ）ⅰ）からⅳ）を円滑に実施するため、契約締結後、速やかに出展者及び発表者マニュ

アル（電子版）を提示し、主催者の了承を得たうえで作成し、出展者及び発表者に配布

すること。配付先については、主催者が別途指示する。 
④会場の災害対策（火災、台風及び地震等） 

ⅰ）災害時における連絡・対応体制等を構築すること。 
ⅱ）災害発生時においては、来場者、出展者及びその他関係者に対して、適切な避難誘導

や有効な情報提供を行うこと。 
⑤会場の暑気対策 

ⅰ）本会場の立地条件等を考慮したうえで、来場者及び出展者が快適に活動可能な暑気対

策案を具体的に提示し、主催者の了承を得たうえで実施すること。対策には、6 か所以

上へのウォーターサーバー等設置を含めること。 
ⅱ）熱中症等を含め、傷病人が発生した場合に迅速に対応可能な体制等を構築すること。 

⑥傷害保険の付保及び展示場施設の損害について 
出展者傷害保険、来場者傷害保険に加入すること。 

ⅰ）出展者傷害保険補償内容 死亡・後遺障害 500 万円以上 
    付保対象人数は 1,500 名程度を予定 

ⅱ）来場者傷害保険補償内容 死亡・後遺障害 200 万円以上 
    付保対象人数は 10,000 名程度を予定 
   ⅲ）故意又は過失によって会場の施設又は設備を滅失若しくは毀損したときは、それによ

って賃貸人が被った損害を賠償すること。 
⑦主催者及び関係者用運営マニュアル並びに進行台本の作成 

本イベントを円滑に進めるため、実施体制等の内容を取りまとめた主催者及び関係者用

運営マニュアル並びに進行台本を作成し、主催者の了承を得ること。主催者の了承後、冊

子版 20 部（NEDO 及び JST 各 10 部）、CD-R 等に格納した電子媒体 2 部（NEDO 及び

JST 各 1 部）を作成し、主催者が指定する期日までに提出すること。また、会期の 1 週間

から 2 週間前には、主催者及び関係者用運営マニュアル並びに進行台本をベースに、オー

ルスタッフミーティングを開催すること。 
なお、受注者が使用する分は別途用意すること。 

⑧制作物の内容確認 
各種ガイドブック、各種マニュアル、各種台本、各種予稿集、各種パネル、Web 画面、

各種報告書等の制作にあたっては、事前に文字校正含めた内容確認を受注者で十分に行っ

たうえで、主催者に提案すること。 
 
（3）広報・宣伝活動 

以下により、本イベントの開催告知及び来場者誘致のための広報・宣伝活動を実施するこ

と。 
①本イベントの開催目的を達成するために、告知対象産業分野の選定や来場対象となる企業

の経営者や製品開発担当者等を効果的に誘致するための広報・宣伝計画の立案を行い、広

告媒体の選定及び広告等出稿スケジュール案を主催者に提示し、了承を得たうえで実施す

ること。提案にあたっては、以下を考慮すること。 
ⅰ）バナー広告等を提案する場合は、表示確度が高く、来場登録につながる広告であるこ

と。 
ⅱ）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を行なうこと。 

②本イベントへの新たな関心を惹起し、新規来場者数を増やすため、産学連携及び技術シー
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ズの実用化に関係する国内の学会、展示会その他イベントの公式 Web サイトとの相互リン

ク、当該イベント会場における告知等、新規の手法を積極的に考案し、主催者の了承を得

たうえで実施すること。 
③本イベントの公式 Web サイトと連動した計画を立案し、来場促進に繋げること。 

  ④本会場の立地条件等を考慮して集客宣伝活動を提案し、主催者の了承を得たうえで実施す

ること。 
 
（4）開催案内ツール等の作成及び配布 

本イベントの来場促進及びマッチング促進を目的とし、以下のとおり各資料を主催者の了

承を得たうえで作成及び配布すること。開催案内チラシ及び開催案内ポスターについては、

デザイン案を作成し、主催者の了承を得たうえで作成すること。 
①開催案内チラシ 

ⅰ）サイズ：A4 2 頁 
ⅱ）印刷：両面 4 色印刷 
ⅲ）数量：30,000 部 
ⅳ）主な掲載内容：既存のロゴを生かしたデザイン、本イベント概要、開催日時・場所・交

通アクセス、出展内容、来場登録記入欄、本会場内が撮影禁止である旨

の注意書き等とする。詳細は、別途指示する。 
ⅴ）電子版：版下原稿を基に Adobe Illustrator 又は Adobe InDesign の Ai データ（CS5.5 

以上）、印刷用 PDF データ及び Web 掲載用データを原稿完成時に主催者に納

品すること。また、Web 掲載用データは（5）公式 Web サイトからダウンロー

ドを可能にすること。 
②開催案内ポスター 

ⅰ）サイズ：A1 
ⅱ）印刷：片面 4 色印刷 
ⅲ）数量：3,000 枚（折り、折り無しは、別途指示する。） 

ⅳ）主な掲載内容：キーデザイン、イベント名称・概要、開催日時・場所、公式ホームペー

ジ、運営事務局、主催者、共催者、本会場内が撮影禁止である旨の注意

書き等とする。詳細は、別途指示する。 
③開催案内チラシ及び開催案内ポスター等の配送 

以下のとおり、①開催案内チラシ及び②開催案内ポスターを封筒に封入し、ダイレクトメ

ールにて出展者へ配送すること。また、出展者等から追加の配布希望があった場合には、

主催者の了承を得たうえで別途対応すること。 
なお、郵送用の封筒については別途受注者が用意すること。 
ⅰ）JST 分 
配布先数：250 者程度 
配布枚数：1 送付先あたり、チラシ 50～100 枚程度、ポスター5 枚程度 

ⅱ）NEDO 分 
配布先数：110 者程度 
配布枚数：詳細は⑦参照 

  ④招待状（JST 分） 
ⅰ）サイズ：折り前 ：両観音 A4 サイズ仕上げ、836mm×297mm  

仕上がり：両観音 A4 サイズ仕上げ、100mm×210mm Z 折り仕上げ 
ⅱ）印刷：両面 4 色印刷 
ⅲ）数量：60,000 部程度 
ⅳ）主な掲載内容：開催概要、併催事業概要、開催日時・場所・交通アクセス、展示内容、

来場登録記入欄等とする。詳細は、別途指示する。 
ⅴ）電子版：版下原稿を基に PDF 版を作成し、版下原稿完成時に主催者に納品すること。
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また、軽量電子版を作成し、（5）公式 Web サイトからダウンロードを可能にすること。 

⑤招待状発送用封筒（JST 分） 
ⅰ）サイズ：洋型 0 号封筒 
ⅱ）印刷：1～2 色印刷 
ⅲ）数量：20,000 部程度 
ⅳ）主な掲載内容：事業名称、開催日時、概要情報、不達時返送先住所（事務局等）等と

する。詳細は、別途指示する。 
⑥招待状（JST 分）等の配送 

以下のとおり、④招待状（JST 分）を⑤招待状発送用封筒（JST 分）に封入し、ダイレク

トメールにて郵送・配布すること。 
ⅰ）郵送先の選定にあたっては、主催者（JST）と協議のうえ決定すること。 
ⅱ）郵送数は 20,000 通程度とする。 
ⅲ）封入資料については、主催者（JST）と協議のうえ決定すること。 
ⅳ）招待状（JST 分）等の封入資料及び封筒の残部については、主催者（JST）に納品す

ること。 
⑦事前招待ツールの作成及び配布（NEDO 分） 
ⅰ）以下からなる事前招待ツール 6,000 部を作成し、セットしたうえで、主催者（NEDO）

が別途指示する方法で配布すること。 
（a）招待券兼出展者一覧（A4 サイズ、両面 2 色刷り） 
（b）挨拶状（A4 サイズ、両面 1 色刷り） 
（c）専用封筒（長 2 サイズ相当、特色 1 色刷り） 
（d）③のチラシ及びポスター 

ⅱ）ⅰ）（a）は、（5）①ⅰ）の公式 Web サイトのデータを基に主催者（NEDO）の指示に

基づいて作成すること。また、配布後は遅滞なく（5）公式 Web サイトからのダウンロ

ードを可能にすること。 
 
（5）公式 Web サイト 

①公式 Web サイトの構築及び運用保守等 
以下のとおり、本イベント専用の公式 Web サイトの構築及び運用保守等を実施するこ

と。実施にあたっては、別紙「IT セキュリティに関する構築・運用・保守業務要領」を遵

守のうえ、セキュリティ対策は万全を期すこと。    
ⅰ）公式 Web サイトの基本項目は、以下のとおり。 
（a）主催者挨拶 
（b）開催概要、プログラムの内容 
（c）出展者情報 
（d）各種プレゼンテーション・セミナー等プログラム、表彰式及び受賞者展示物情報 
（e）会場マップ 
（f）交通アクセス 
（g）FAQ、問い合わせ e-mail フォーム 
（h）来場案内／来場事前登録／来場者用マイページ／セミナー及び表彰式聴講事前登録

（JST のみ） 
（i）出展シーズ情報リンク 
（j）出展者用マイページ／出展者向け案内 
（k）プレス向け案内及びイベント PR 等 
（l）開催案内チラシのダウンロードデータ 
（m）過去出展結果等 
（n）その他 

ⅱ）契約締結後、主催者より別途指示する基本項目等の詳細に基づき、速やかに公式 Web
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サイトを設計及び構築し、主催者の了承を得たうえで、無料で一般公開すること。また、

主催者の指示に基づき、出展準備及び来場事前登録に必要な情報を、出展者等より収集

すること。 
ⅲ）ⅰ）の（c）出展者情報、（h）来場案内／来場事前登録／来場者用マイページ／セミナ

ー及び表彰式聴講事前登録、（i）出展シーズ情報リンク、（j）出展者用マイページ／出展

者向け案内は、パスワード等によるアクセスを限定した設計にすること。また、主催者

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。 
ⅳ）ⅰ）の（h）来場案内／来場事前登録／来場者用マイページ／セミナー及び表彰式聴講

事前登録、（i）出展シーズ情報リンク、（j）出展者用マイページ／出展者向け案内の情報

は、主催者が逐次容易に確認可能な設計とすること。また、主催者の要望に応じ、電子

データ（XLS 形式又は CSV 形式）にて提出すること。 
なお、（i）出展シーズ情報リンクは、出展者による情報追加及び更新作業を可能とする

こと。 
ⅴ）キーワード検索機能を有すること。 
ⅵ）改竄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、主催者の了承を得

ること。発生したインシデントは迅速に対応し、主催者に逐次報告のうえ主催者の指示

に従うこと。 
②公式 Web サイト掲出コンテンツの修正と納品 

 公式 Web サイトに掲載するコンテンツを静的要素のみに修正した HTML データを作成

のうえ DVD-R 等に記録し、契約期間終了までに主催者へ提出すること。また、JST の Web
サイトに掲載可能な仕様であること。 

 
（6）設営、機材・備品等の調達、撤去及び廃棄 

以下について、設計図書及び施工図を作成し、主催者の了承を得たうえで設営すること。

また、必要な機材・備品等を調達して設営すること。設計にあたっては、主催者が別途提供

する会場図案を参照し、ブースの配置、小間割り、来場者の動線等を考慮すること。さらに、

本イベント終了後は速やかに、機材、備品、ゴミ等を法令に基づき撤去及び廃棄すること。

搬入・設営／搬出・撤去の際は東京ビッグサイト利用規定に基づき、会場内外に警備員等を

配置し円滑な作業が履行できるように努めること。 
①運営事務局 

全体管理が可能な場所に、運営事務局を設営し、必要な備品を準備すること。 
②主催者事務室 

ⅰ）主催者として円滑な執務を遂行するため、主催者それぞれの事務室を、主催者の了承

を得たうえで設営すること。なお、事務室は施錠ができること。 
ⅱ）JST の主催者事務室には、以下の備品を配置すること。詳細は別途指示する。 
（a）複合機（PC データを印刷可能なもの） 
（b）机 
（c）椅子 
（d）ホワイトボード 
（e）パーテーション 
（f）スチールラック 
（g）冷蔵庫 
（h）延長コード 
（i）ゴミ箱 
（j）その他必要な付帯物 

ⅲ）NEDO の主催者事務室には、以下の備品を配置すること。詳細は別途指示する。 
（a）複合機（PC データを印刷可能なもの）1 台 
（b）机 (W1800mm x D450mm 程度) 8 台 
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（c）椅子 30 脚 
（d）ホワイトボード 1 台 
（e）パーテーション 2 枚 
（f）スチールラック 4 台 
（g）冷蔵庫 1 台 
（h）延長コード 4 本 
（i）ゴミ箱 2 個 
（j）その他必要な付帯物 

③開会式会場 
ⅰ）⑦主催者セミナー会場兼表彰式会場と兼ねること。 
ⅱ）開会式終了後は速やかに撤去し、セミナー会場に戻すこと。 
ⅲ）以下の備品を配置すること。詳細は別途指示する。 
（a）来場者用の椅子 セミナー会場兼用 
（b）マイク 2 本 
（c）スピーカー等の音響設備 1 セット 
（d）本イベント名称と開会式名を記載した看板 1 個 
（e）テープカット用備品 一式 
（f）主催者用胸章 2 個 
（g）来賓用胸章 5 個 
（h）その他必要な付帯物 

④総合受付 
ⅰ）会場出入口の中央付近に、来場者を案内するための総合受付を設営すること。 
ⅱ）当日来場者用、事前登録済の来場者用、プレス関係者用に受付窓口を分けて設置する

と同時に効果的な受付方法を工夫すること。 
ⅲ）事前登録済の来場者について、（5）①ⅰ）（h）の来場事前登録情報等を活用すること

により、受付所要時間の短縮を図る方法を提案し、主催者の了承を得たうえで実施する

こと。また、受付待機列ができた場合、受付窓口の増設及び列の整理要員の増員等の対

策を速やかに実施し、受付待ち時間の短縮及びホール外への受付待機列のはみ出し防止

を図ること。 
ⅳ）総合受付付近及び会場出入口付近に、展示会場マップ兼プログラムを掲載した掲示板

を設置すること。掲載内容については、主催者と協議のうえ決定すること。 
ⅴ）その他、来場者にとって効果的な誘導看板及び会場案内看板等を提案し、主催者の了

承を得たうえで設置すること。 

vi）備品を配置すること。詳細は別途指示する。 
⑤プレスルーム 

ⅰ）会場内に、プレス関係者のためのプレスルームを設営・管理すること。 
ⅱ）主催者が別途指定する資料を配置すること。さらに出展者情報をタイムリーに検索で

きる工夫をすること。 
ⅲ）以下の備品を配置すること。詳細は別途指示する。 
（a）机 4 個 
（b）椅子 8 脚 
（c）ホワイトボード 1 台 
（d）スチールラック 1 台 
（e）延長コード 4 本 
（f）ゴミ箱 1 個 
（g）その他必要な付帯物 

⑥受賞者展示コーナー 
ⅰ）⑦主催者セミナー会場兼表彰式会場の付近に、受賞者展示コーナーを設営すること。
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設営にあたっては、展示コーナー全体で一体感を有する造作とすること。また、遠方か

ら視認し易い標識を施すとともに、通路を除き、パンチカーペット等を用いて識別のた

めの明示方法を工夫すること。 
ⅱ）展示コーナー内に、幅 2.0m×奥行 1.5m×高さ 2.7m 程度の受賞者展示ブースを、8 ブ

ース程度設営すること。各展示ブースは、A0 サイズ相当のパネル（タテ）2 枚程度を設

置可能なスペースと、応談者の着席スペースを確保すること。 
ⅲ）各展示ブースは、出展者及び来場者が見つけ易く、応談中も周囲・背後の通路通行を

妨げない動線を確保可能な設計とすること。また、追加装飾・照明、サイン看板等の効

果的な演出方法等を提案し、主催者の了承を得たうえで実施すること。 
ⅳ）各ブースが均一に明るく見えるように、照明設備を整えること。 
ⅴ）別途提供する原稿等をもとに、全パネル共通のテンプレートをデザインし、主催者の

了承を得たうえで、受賞者紹介用の展示パネルを受賞者ごとに 2 枚ずつ及び過去受賞者

パネル等を 5 枚程度作成し、イーゼルに立てること。パネル作成にあたっては、大学発

ベンチャー表彰の受賞者及び原稿提出者（展示担当者）と記載内容の確認及び校正を適

宜行うこと。また、展示パネル、成果物の展示設営の補助をすること。さらに、受賞者

が展示パネルの持ち帰りを希望した場合は、適宜対応すること。展示パネルの仕様につ

いては以下のとおり。 
（a）サイズ：A0 タテ 
（b）印刷：4 色印刷、ドライマウント、フック付きアルミフレーム仕上げ（環境に配慮

した提案可） 
（c）数量：20 枚程度 
（d）主な掲載内容：受賞者展示ブースに掲出する内容。詳細は、別途指示する。 

ⅵ）以下の備品を配置すること。詳細は別途指示する。 
（a）出展者表示板 各展示に 1 枚 

出展者名、小間番号、出展者プロフィール等を表示するもの。 
（b）展示台（鍵付の保管スペースを有すること） 1 台 
（c）2 口電源コンセント 1 個 
（d）折りたたみ椅子 1 脚 
（e）その他必要な付帯物 

ⅶ）出展における注意事項等をまとめた受賞者展示コーナー出展者マニュアルを提示し、

主催者の了承を得ること。主催者了承後、PDF データで作成し、主催者が指定した期日

までに出展者が公式 Web サイトからのダウンロードができるようにすること。 
⑦主催者セミナー会場兼表彰式会場 

ⅰ）会場内に、NEDO・JST 共用の主催者セミナー会場兼表彰式会場を設営すること。 
ⅱ）主催者セミナー及び表彰式の開催日時は、2019 年 8 月 29 日（木）及び 8 月 30 日（金）

10 時から 17 時の間とする。このうち、2019 年 8 月 29 日（木）午後については、表彰

式会場として利用する予定とする。 
ⅲ）実施内容・規模等を考慮したうえでステージ装飾・照明、サイン看板等の効果的な演

出方法等を検討するとともに、列席者・参加者に対して訴求力のあるスペースとするよ

う、主催者（JST）と協議のうえ設営すること。 
ⅳ）主催者セミナー会場兼表彰式会場に隣接した場所に、講演者等の控室を設営すること。

備品などの詳細は別途指示する。  
ⅴ）シアター形式で椅子を 250 脚程度配置するとともに、300 席まで増設可能なスペース

の確保及び準備をすること。会期中の増席の要否については、主催者の指示に従うこと。

また、椅子の配置は来場者が奥の席に入りやすい工夫をすること。 
ⅵ）セミナー会場には、以下の備品を配置すること。詳細は別途指示する。 

なお、（i）プレゼンテーション投影装置に含まれる映像投影用スクリーンの横に（k）
大型ディスプレイを設置し、タイトル、講演者等の情報を常に表示すること。 
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（a）講演等スケジュールの掲示板等 一式 
（b）演台 1 台 
（c）司会台 1 台 
（d）審査員等（5 名）用のテーブル及び椅子 一式 
（e）モデレーター（1 名）用のテーブル及び椅子 一式 
（f）受付用テーブル及び椅子 一式 
（g）マイク 5 本程度 
（h）スピーカー等の音響設備 1 セット以上（会場の前後に設置し、小音量でも参加者

が聞き取りやすいよう配慮すること。） 
（i）プレゼンテーション投影装置 一式（会場の規模に適したものであること） 
（j）ノート PC 2 台 最新のアップデートを適用した Windows7 以降の OS を搭載し

たノート PC であること。DVD の再生が可能であること。（i）のプレゼンテーショ

ン投影装置に接続が可能であること。以下のソフトウェアが利用可能であること。 
（ア）Microsoft Word、Excel、PowerPoint の 2013 以降のバージョン 
（イ）PDF ファイル閲覧ソフトウェア 
（ウ）動画再生ソフトウェア 

（k）大型ディスプレイ（70 インチ以上） 1 台 
（l）その他必要な付帯物 

ⅶ）表彰式会場には、以下の備品を配置すること。詳細は別途指示する。 
 （a）表彰式名称を記載した看板 4 個（集合写真用の床置き看板を含む） 
（b）表彰式用ステージ（セミナーのステージより大きいもの） 
（c）演台 1 台 
（d）司会台 1 台 
（e）マイク 6 本程度 

（講演者 1 本、司会者用 1 本、質疑応答用 2 本、予備 2 本の計 6 本） 
（f）スピーカー等の音響設備 1 セット以上（会場の前後に設置し、小音量でも参加者

が聞き取りやすいよう配慮すること。） 
（g）プレゼンテーション投影装置 一式（会場の規模に適したものであること） 
（h）ノート PC 1 台（ⅵ）（j）と同等のもの。） 
（i）生花及び花器 1 口 
（j）花台 1 台 
（k）黒盆 3 枚 
（l）白手袋 4 組 
（m）リボン徽章 赤 40 個、白 10 個 
（n）その他必要な付帯物 

⑧来場者向け配布資料置き場 
ⅰ）会場の出入口付近に、来場者向けの配布資料配架台を 4 台設置すること。 
ⅱ）配架台に配置する資料については、別途指示する。 

⑨打合せスペース 
ⅰ）NEDO エリア及び JST エリアそれぞれに、出展者と来場者が商談可能な打合せスペー

スを設営すること。配置詳細は、別途指示する。 
ⅱ）各スペースには、机 1 台及び椅子 4 脚を 10 セット以上設置すること。 
ⅲ）出展者及び来場者の利便性を考慮したうえで、各エリアの数箇所に点在させること。 
ⅳ）休憩等に使用されないための抑止策（受付兼務スタッフの配置等）を提案し、発注者

の了承を得たうえで実施すること。 
  ⑩休憩スペース 
   ⅰ）共通展示エリアに、出展者と来場者が休憩可能な休憩スペースとして、机 1 台及び椅

子 4 脚を 1 セットとし、総数 50 セット以上を 1 から 2 か所に設置すること。配置詳細
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は、別途指示する。 
ⅱ）分別されたゴミ箱を設置するとともに、定期的にゴミ袋を交換するなど、衛生管理を

徹底すること。 
ⅲ）周辺に目隠しとなる備品等を設置し、休憩スペース外から見て来場者が不快にならな

いように配慮すること。 
⑪JST エリア（大学見本市） 

JST エリアを設営すること。エリア内には、約 420 の研究者シーズ展示及び約 40 の大学

組織展示ブースを設置すること。詳細は 5－2．のとおり。 
⑫NEDO エリア（ビジネスマッチング） 

NEDO エリアを設営すること。詳細は 5－3．のとおり。 
  ⑬諸室 

会場内に、以下のとおり諸室を設営すること。 
   ⅰ）主催者用商談室を少なくとも 6 部屋設営すること。各部屋の大きさは以下のとおり。 

商談室１：約 80 ㎡（大学発ベンチャー表彰受賞者・授与者） 
    商談室２：約 40 ㎡（同 VIP 用） 
    商談室３：約 80 ㎡（NEDO） 
    商談室４：約 40 ㎡（NEDO） 
    商談室５：約 80 ㎡（JST） 
    商談室６：約 40 ㎡（JST） 
   また、各部屋の基本備品の構成は以下のとおり。詳細は別途指示する。 

（a）テーブル 20 個 
（b）椅子 40 脚 
（c）パーテーション 4 枚 
（d）スチールラック 2 台 
（e）スチールロッカー 1 台 
（f）ホワイトボード 1 枚 
（g）延長コード 4 本 
（h）ゴミ箱 1 個 
（i）その他必要な付帯物 

ⅱ）VIP 用商談室を 2 部屋設営すること。各部屋は、約 40 ㎡とすること。また、各部屋の

基本備品の構成は以下のとおり。詳細は別途指示する。 
（a）受付テーブル 
（b）机 
（c）椅子 
（d）テーブル＆ソファーセット 
（e）パーテーション 
（f）スチールラック 
（g）冷蔵庫 
（h）延長コード 
（i）その他必要な付帯物 

ⅲ）運営事務局専用の諸室は、運営側の目的に合わせて、数、大きさ、備品を決めて設置

すること。 
⑭会場マップ用自立式看板の設置 

出入口、NEDO エリア、JST エリア及び共通展示エリアにそれぞれに、自立式の会場マ

ップを設置すること。 
ⅰ）看板は、マップ中に掲載する出展者情報が視認できる程度の大きさとすること。 
ⅱ）設置位置については、通行の妨げにならないように工夫して配置すること。 

⑮撮影禁止の看板の設置 
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  出入口、NEDO エリア、JST エリア及び共通展示エリアにそれぞれに、来場者に対して

告知できるように撮影禁止の看板を設置すること。 
 
（7）物品及び展示物等の輸送、搬入及び搬出 

主催者等が使用する各ブース等に必要な物品及び展示物の輸送、搬入及び搬出を行うこと。 
なお、全ての輸送に運送保険を付保するものとする。主催者（JST）については東京本部別

館から会場までの往復、主催者（NEDO）については NEDO 本部から会場までの往復とす

る。会場への搬入日時、会場からの搬出日時は、以下のとおり。主催者の事務所からの搬出

日時、主催者の事務所への搬入日時は別途指示する。 
① 搬入日時：2019 年 8 月 27 日（火）12 時から 8 月 28 日（水）24 時  
② 搬出日時：2019 年 8 月 30 日（金）17 時から 8 月 30 日（金）24 時 

 
（8）総合受付、来場者管理、来場者事前登録、各種セミナー及び表彰式聴講事前登録 

①総合受付 
ⅰ）会期中は、総合受付スタッフを常時 4 名以上配置し、来場者の受付・誘導を適切かつ

円滑に行うこと。総合受付付近に設置した展示会場マップ兼プログラムを利用して、来

場者に対して適宜 PR、案内等を行うこと。また、（6）④ⅲ）の事前登録済の来場者の優

先受付処理について工夫すること。 
なお、開場から 11 時頃までは大混雑が予測されるため、スタッフを増員する等、速や

かに受付可能な工夫を必ず行なうこと。同時に、事前来場登録者の受付時間短縮の対応

を取ること。 
ⅱ）ⅰ）の人員を管理する者を 1 名以上配置すること。 
ⅲ）来場者に対して、受付時に受付用紙への必要項目の記入を依頼し回収すること。受付

用紙は、主催者から別途提供する情報を基に作成し、主催者の了承を得たうえで 5,000
部作成すること。会期中は、残部数等を適切に管理すること。 

ⅳ）来場者に対して、受付時に入場バッジを配布し入退場管理を行うこと。入場バッジは、

透明ビニール製ホルダー付きで名刺を格納可能な形式とし、来場者（業種別）の他、出

展者、主催者、共催者、来賓、プレス関係等、種別ごとに作成すること。作成にあたって

は、主催者から別途提供する情報を基に作成し、主催者の了承を得たうえで作成するこ

と。バッジの総数は 16,000 個とするが、種別内訳については別途指示する。会期中は、

残部数等を適切に管理すること。 
ⅴ）来場者の人数及び名簿を、来場日ごとに事前登録者と当日来場者に分けて整理し、会

期終了後に主催者へ報告すること。 
ⅵ）主催者の指示に基づき、来賓、表彰式関係者及びプレス対応を行うこと。 

②来場者管理 
ⅰ）会期中は、場内外誘導員を常時 5 名以上配置し、会場内の各エリア及びスペース等へ

来場者を適確に誘導すること。効果的な誘導方法を提案し、主催者の了承を得たうえで、

運営、実施すること。 
ⅱ）来場者向け案内・誘導看板、サイン、ディスプレイ等を適切な場所に設置すること。 
ⅲ）会場内外の不審者、不審物、安全状態等を常時確認し、随時対策をとるための警備運

用方法を提案し、主催者の了承を得たうえで実施すること。警備員を配置する際は、東

京ビッグサイトの規定に準ずること。 
ⅳ）政府要人等 VIP への対応者を 2 名以上配置し、主催者の指示に基づき対応等を行うこ

と。 
ⅴ）総来場者数を把握するため、会場の出入口にスタッフを常時 2 名以上配置し、人数集

計をすること。会期中 1 時間ごとに集計し記録するとともに、各日 12 時、14 時、16 時、

終了時のタイミングにて主催者に報告すること。 
なお、より効率的な集計方法の提供が可能な場合は適宜提案し、主催者の了承を得た
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うえで実施すること。 
ⅵ）本会場最寄りの 3 駅（りんかい線 東京テレポート駅、ゆりかもめ 青海駅、お台場

海浜公園駅）から本会場までの道中に、誘導員を各駅に 1 名以上ずつ配置し、来場者を

適切に誘導すること。誘導にあたっては、誘導員を適切な位置に配置し、手持ち看板等

を利用して効果的に来場者を誘導すること。また、屋外での誘導となるため、誘導員の

体調を十二分に考慮した配置・管理を行うこと。 
  なお、誘導の実施及び誘導方法（手持ち看板の使用等）について、事前に所轄の商業

施設の了承を得ること。 
ⅶ）会場外の来場者及び車の安全管理、B ホール占有のトラックヤードの管理については、

以下のとおりとすること。 
（a）B ホール外の通路は、歩道と車道の区別がない約 7m 幅の道路である。東京ビッグ

サイトへ確認のうえ、人と車の物理的な分離及び誘導を行い安全を確保すること。ま

た、主催者の指示に基づき適宜 VIP の誘導も行うこと。 
（b）B ホール占有のトラックヤードにおいては、施工業者、出展者、主催者等の利用に

関して、運営管理を行うこと。屋外になるため、誘導員の体調を十二分に考慮した配

置・管理を行うこと。 
ⅷ）雨天時に備え、会場の出入口付近に、雨だれ防止のビニール袋（傘袋）とゴミ箱等を

設置できるよう準備すること。 
③来場事前登録 

公式 Web サイトにおいて、本イベントの来場事前登録を可能とすること。 
ⅰ）来場事前登録に必要な項目を検討し、主催者の了承を得たうえで登録項目を決定する

こと。登録項目には、事務局から送付する案内の受取り可否に関する項目を必ず含める

こと。 
   ⅱ）主催者が指定する日時における事前登録状況を報告すること。報告にあたっては、日

付と件数の折れ線グラフ（前年度との推移比較を含むこと）、日ごとの件数推移表、登録

生データを整理したうえで報告すること。 
   ⅲ）会期終了後の来場事前登録最終データについてはⅱ）の整理方法でまとめて報告する

とともに、主催者が別途指定する項目で事前登録者を分類し、併せて報告すること。 
   ⅳ）来場事前登録最終データに、当日の来場結果を付加したデータを提出すること。また、

事前登録なしの当日来場者情報については、登録用紙及び名刺の情報を基にデータとし

てまとめ、併せて提出すること。 

   ⅴ）来場事前登録者には、定期的にメール配信を行うこと。メール文面等については、主

催者と協議し、主催者の了承を得たうえで決定すること。 
④各種セミナー及び表彰式聴講事前登録（JST のみ） 

公式 Web サイトにおいて、本イベントにおける各種セミナー及び表彰式の聴講事前登録を

可能とすること。 
ⅰ）聴講事前登録に必要な項目を検討し、主催者の了承を得たうえで登録項目を決定する

こと。 
ⅱ）聴講事前登録者が申込みしやすい画面構成を提案し、主催者の了承を得たうえで作成

すること。 
   ⅲ）主催者が指定する日時における事前登録状況を報告すること。 
 
（9）開会式の運営 

以下に基づき、開会式の運営を行うこと。詳細については、主催者と協議のうえ主催者の指

示に従うこと。 
①開始日時は、2019 年 8 月 29 日（木）9 時 45 分とする。開催内容の詳細は、別途指示す

る。また、本番開始前に主催者立会いのもとリハーサルを行うこと。リハーサルの詳細につ

いては、別途指示する。 
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②出席者は、主催者 2 名、来賓 3 名の合わせて 5 名程度とする。列席者は、プレス及びその

他関係者、出展者等とする。詳細については、別途指示する。 
③司会者を 1 名配置し、出席者の誘導及び司会進行等を適切に行うこと。 
④テープカット要員を 3 名配置し、開会式においてテープカットを補助すること。 
⑤開会式実施マニュアルを作成し、主催者の了承を得たうえで、20 部を主催者へ提出するこ

と。なお、受注者が使用する分は別途用意すること。 
  ⑥開会式終了後、速やかに開会式設備を撤去し、開場予定時刻前でも主催者の指示により開

場できるようにすること。 
 
（10）主催者セミナーの運営 

以下に基づき、主催者セミナーの運営を行うこと。詳細については、主催者と協議のうえ主

催者の指示に従うこと。 
①開催日時は、2019 年 8 月 29 日（木）及び 2019 年 8 月 30 日（金）の 10 時から 17 時と

する。開催内容の詳細は、別途指示する。また、本番開始前に主催者立会いのもとリハーサ

ルを行うこと。リハーサルの詳細については、別途指示する。 
②セミナー会場入口付近にセミナー受付スタッフを 3 名以上配置し、来場者の確認・誘導を

適切かつ円滑に行うこと。また、主催者が別途提供する資料を来場者へ配布すること。 
③司会者を 1 名、補助者を 2 名以上配置し、講演者等の誘導及び進行等を適切に行うこと。 
④主催者の指示に基づき、席札等を座席に設置すること。席札等の詳細については、別途指

示する。 
⑤セミナープログラム内容の告知看板を、セミナー会場入口付近の 2 箇所に設置すること。

看板の詳細については、別途指示する。 
⑥会場内アナウンス及びセミナー会場周辺での案内等を実施し、当日集客に努めること。た

だし、会場内のアナウンスは、他のセミナー･プレゼンテーションに配慮した放送とするこ

と。 
⑦講演者の発表データ（PPT 形式、PDF 形式等）をあらかじめ入手すること。また、講演に

先立ち、発表用ノート PC に当該データをインストールし、動作確認を行うこと。 
⑧セミナー中は、その全容が分かるようにビデオ撮影すること。撮影したビデオデータは、

セミナー終了後、Windows 7 以降の標準環境にて閲覧可能な形式で主催者に納品すること。 
⑨テーマごとに聴講者（立ち見含む）をカウントすること。カウントに際しては、可能な限

りピーク時にカウントすること。 
⑩主催者セミナー運営マニュアル及び進行台本を作成し、主催者の了承を得たうえで、指定

された期日までに各 20 部を主催者へ提出すること。なお、受注者が使用する分は別途用意

すること。 
 

（11）表彰式の運営 
以下に基づき、表彰式の運営を行うこと。詳細については、主催者と協議のうえ主催者の指

示に従うこと。 
①開催日時は、2019 年 8 月 29 日（木）午後を予定している。開催内容の詳細は、別途指示

する。また、本番開始前に主催者立会いのもとリハーサルを行うこと。リハーサルの詳細に

ついては、別途指示する。 
②本業務の実行責任者及び専任事務局スタッフにより、契約満了時まで業務全体の運営管理

を行うこと。また、主催者、登壇者、受賞者、参加者、その他関係者等からの問い合せ窓口

として対応し、主催者の指示に基づき各種連絡及び調整等を適宜行うこと。実施に際しての

詳細については、別途指示する。 
③司会者を 1 名、運営補助者を 4 名以上配置し、登壇者・受賞者・参加者等の誘導、進行        

管理、プレゼンテーション用 PC の操作等を適切に行うこと。 
④登壇者及び受賞者等の発表データ（PPT 形式、PDF 形式等）をあらかじめ入手すること。
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また、講演に先立ち、発表用ノート PC に当該データをインストールし、動作確認を行うこ

と。 
⑤主催者の指示に基づき、席札等を座席に設置すること。席札等の詳細については、別途指

示する。 
⑥表彰式中の音声データを収録すること。収録した音声データは、表彰式終了後、Windows 
7 以降の標準環境に再生可能な形式で主催者に納品すること。 
⑦表彰式中は、その全容が分かるようにビデオ撮影すること。撮影したビデオデータは、表

彰式終了後、Windows 7 以降の標準環境にて閲覧可能な形式で主催者に納品すること。 
⑧表彰式受付・誘導スタッフを 4 名以上配置し、参加者受付及び会場への誘導を適切かつ円

滑に行うこと。 
⑨参加者（立ち見含む）をカウントすること。カウントに際しては、可能な限りピーク時に

カウントすること。 
⑩表彰式運営マニュアル及び進行台本を作成し、主催者の了承を得たうえで、指定された期

日までに 20 部を主催者へ提出すること。なお、受注者が使用する分は別途用意すること。 
 

（12）会場配布物の作成、封入、配布等 
①会場内配布物の作成 

   ⅰ）大学見本市ガイドブック（JST） 
     詳細は、5－2.（5）を参照すること。 

ⅱ）ビジネスマッチングガイドブック（NEDO） 
     詳細は、5－3.（6）を参照すること。 

ⅲ）大学発ベンチャー表彰ガイドブック（以下「ベンチャー表彰ガイドブック」という。） 
 会場内で配布するベンチャー表彰ガイドブックのデザイン案を作成し、主催者の了承

を得たうえで、以下の仕様により作成すること。 
（a）サイズ：A4 12 頁程度 
（b）印刷：両面 4 色印刷 
（c）数量：10,000 部 
（d）主な掲載内容：展示コーナー配置図、受賞者一覧、受賞者の詳細情報等とする。詳

細は、別途指示する。 
ⅳ）公式バッグ 

各種ガイドブックやその他主催者が指示する配布物を封入し、来場者へ配布するため

の公式バッグのデザイン案を作成し、主催者の了承を得たうえで、以下の仕様により作

成すること。 
（a）サイズ：A4 サイズのチラシやパンフレットを封入可能であること。 
（b）数量：10,000 個 
（c）その他：体裁については来場者にとって利便性が高くなるよう工夫すること。また、  

布地を提案する場合は、色落ちしないことを確認すること。 
 ⅴ）資料袋（JST 分） 

主催者（JST）の指示を基に資料袋（JST 分）のデザイン案を作成し、主催者（JST）
の了承を得たうえで、以下の仕様により作成すること。 

（a）サイズ：A4 サイズのチラシやガイドブックを封入可能であること。 
肩からかけられる持ち手の長さがあること。 

（b）数量：3,500 個 
（c）印刷：1 色 
（d）素材：綿（布製） 

②配布物封入及び配布 
以下により、各種ガイドブック等の配布物を、①ⅳ）公式バッグに封入し、配布するこ

と。封入する配布物の詳細については、主催者が別途指示する。 
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ⅰ）会期初日の開場前までに、配布物封入済みの公式バッグを 5,000 個用意すること。会

場内における封入作業実施場所については、別途指示する。 
ⅱ）配布物封入済みの公式バッグを収納可能なスペースを、会場内に確保すること。 
ⅲ）会期中においても適宜封入作業を行い、来場者に対してもれなく資料を配布すること。 

 
（13）アンケートの作成、配布、回収、集計及び分析 

以下のとおり、各種アンケートの作成、配布、回収、集計及び分析をすること。アンケー

トの作成については、主催者が別途提供する基本項目に基づき、開催 2 週間前までにアンケ

ートのフォーム案を作成し、主催者の了承を得たうえで印刷すること。来場者アンケート用

紙と出展者アンケート用紙は色分けして印刷し、区別できるようにすること。また、アンケ

ートの集計及び分析については、主催者が別途指示する方法で集計・分析結果をまとめ、主

催者に報告すること。 
①来場者アンケート 

来場者全員を対象とし、アンケートの配布及び回収を行うこと。フォームは 10,000 部作

成し、来場受付の際に来場者に配布すること。より効果的なアンケートの回収を図り、2 日

間通じて回収及び集計を徹底し、回収率 80%以上の達成を目標とすること。また、会期終

了後 1 か月以内に、集計・分析結果の速報版を作成し、主催者に提出すること。集計・分

析結果の最終版については、（15）の報告書に含めること。集計・分析方法等の詳細は、別

途指示する。 
②出展者アンケート 

ⅰ）開催時アンケート 
出展者（大学組織展示出展者を除く。）を対象とし、アンケートの配布及び回収を行う

こと。配布及び回収は会期中に行うこととするが、回収については、特段の理由がない

限り会期 2 日目に行うこと。回収率の目標は、会期終了時点で 100%とする。また、原則

として会期終了後 1 か月以内に、集計・分析結果の速報版を作成し、主催者に提出する

こと。集計・分析方法等の詳細は、別途指示する。 
ⅱ）開催 3 か月後アンケート 

出展者（大学組織展示出展者を除く。）を対象とし、会期終了の 3 か月後時点に関する

アンケートの配布及び回収を行うこと。また、集計・分析結果をまとめ、主催者に提出

すること。アンケート配布先、配布方法、集計・分析方法等の詳細は、別途指示する。 
ⅲ）過去出展者等アンケート 

過去に開催した以下のイベント出展者等を対象に、アンケートの配布及び回収を行う

こと。ⅱ）開催 3 か月後アンケートと同時期に実施すること。 
（a）イノベーション・ジャパン 2016～大学見本市＆ビジネスマッチング～ 
（b）イノベーション・ジャパン 2017～大学見本市＆ビジネスマッチング～ 
（c）イノベーション・ジャパン 2018～大学見本市＆ビジネスマッチング～ 
アンケート作成に先立ち、仕様書（回収要件定義書）を作成し、主催者の了承を得るこ

と。アンケート内容が主催者により異なるため、フォームを 2 種類作成すること。主催

者の指示により、過去出展者等データに基づくアンケートの配布及び回収を行うこと。 
集計したデータは、主催者が提供する過去出展者等データ（過去開催分の累積データ）

に、追加集計すること。また、回収率を上げる工夫を徹底して行うこと。締め切りまで

の間に、回答・未回答の出展者等一覧を適宜主催者に提出すること。集計・分析結果は、

イベント毎にまとめて報告すること。 
③出展者アンケート（大学組織展示） 

出展者開催時アンケート（1 大学に 1 通）については以下のとおり。 
大学組織展示の出展者全員を対象に、会期終了後 1 週間以内にアンケートをメールで配

信すること。アンケートは 2 週間以内に回収し、会期終了後 1 か月以内に集計結果報告書

を作成すること。集計方法は、主催者より別途指示する。また、回収率の目標は 100%と
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する。 
 
（14）写真撮影 

①開会式、主催者セミナー兼表彰式、展示会の会場風景、展示状況、来場者の様子等を本イ

ベントの全容が分かるように写真撮影すること。撮影した写真データは、Windows 7 以降

の標準環境にて閲覧可能な形式で主催者に納入すること。 
②鳥瞰写真は、来場者が多い時間帯に撮影すること。 
③すべての出展ブースを対象に、最低でも 1 ブースあたり 2 枚以上撮影すること。また、場

所、イベントテーマ等、主催者が別途指示する分類ごとにフォルダに分けて DVD―R 等に

格納し提出すること。 
④イベント終了後、主催者の指示に基づき速やかにデータが提出できるよう、写真データを

適宜整理しておくこと。 
⑤納入時に、写真を簡単に検索できるように、インデックスプリント形式のページを目次と

してつけること。 
 
（15）報告書の作成 

以下のとおり報告書を作成し、主催者に提出すること。 
①開催結果報告書及び Web 公開用開催結果報告書 

本イベントの開催結果をまとめ、開催結果報告書及び Web 公開用開催結果報告書を作成

し、電子データで提出すること。データの形式は別途指示する。 
なお、開催結果報告書に添付する内容は以下のとおりとし、Web 公開用開催報告書につ

いては、別途指示する。 
ⅰ）設計図書、各種運営マニュアル、各種進行台本、展示会場マップ兼プログラム、出展

者・発表者マニュアル、パネル・配布資料及びアンケートの原稿等、ガイドブック及び

予稿集の印刷物 
ⅱ）最終施工図 
ⅲ）アンケート集計及び分析結果 
ⅳ）出展者及び発表者の情報 
ⅴ）来場者名簿（来場者数のカウントを含む。） 
ⅵ）写真（撮影した全てのデータから、一部を抜粋すること。また、個人が特定できない

ようにボカシ等を入れること。） 
②完了報告書 

全ての業務が完了した際に、業務完了日及び業務完了の旨を記載した完了報告書を作成

し、紙媒体で提出すること。 
 
（16）その他 

その他 5－1.（1）から（15）に付帯する業務一式を行うこと。 
 
5－2．JST エリア（大学見本市） 

JST エリア（大学見本市）は、JST 主催者ブース、約 420 の大学等研究者出展ブース（研究

者シーズ展示）、約 40 の大学組織展示ブース、2 か所の JST ショートプレゼンテーション会場

及び大学組織プレゼンテーション会場及び JST 面談ルームより構成される。 
（1）出展者管理業務 

大学見本市への出展応募者等に対して、出展情報管理業務等を行うこと。 
①出展が確定した大学等に対して、公式 Web サイトにおける情報掲載や JST ショートプレ

ゼンテーション、大学組織プレゼンテーション等の実施及び予稿集の作成等において必要

な情報の管理業務を行うこと。 
②来場者等との打合せ用に用意する JST 面談ルームの予約・管理を実施すること。 
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（2）設営、機材・備品等の調達、撤去 

JST 主催者ブース、JST 面談ルーム、大学等シーズ展示、大学組織展示ブース及び 4 つの

プレゼンテーション会場について、必要なスペースを設けて、設計図書及び施工図を作成の

うえ必要な機材・備品等を調達して設営すること。主催者（JST）から提案する会場案を参照

し、ブースの配置、小間割り、来場者の動線の設計及び工夫を行うこと。また、本イベント

終了後には、機材、備品、ゴミ等を法令に基づき撤去すること。大学見本市は、青海展示棟 B
ホール内に JST 主催者ブース、約 420 の大学等シーズ展示、約 40 の大学組織展示、2 つの

JST ショートプレゼンテーション会場及び 2 つの大学組織プレゼンテーション会場及び JST
面談ルームを設置するため、一体感のあるレイアウト構成、ガイドブック内のマップ表示、

会場内の案内板等で来場者がブースを訪れやすい案内・誘導を行なうこと。 
 
（3）JST 主催者ブースに係る設営等 

①JST 主催者ブース 
主催者（JST）の事業及び成果を効果的に発信するよう、以下の構成に基づく主催者（JST）

ブースを造作すること。 
なお、詳細については主催者（JST）が別途指示する。 

ⅰ）A0 サイズで 10 枚程度のパネルが設置できる壁面を整えること。 
ⅱ）30 種類程度のパンフレット（A4 サイズ）や資料を配布できるように、資料台、ラッ

ク等を設置すること。 
ⅲ）マッチング相談窓口を 2 つ設置し、必要な備品を揃えること。インターネットに接続

されたノート PC を 2 台準備すること。 
②JST 面談ルーム 
  大学見本市出展者と来場者が打ち合わせ可能な個室（10 室程度）を設営すること。テー

ブル 1 台、椅子 4 脚で面談ルームを構成すること。名称看板、各個室に番号等を設置する

こと。出展者に対して、事前予約を受け、スケジュール管理すること。当日の受付も可と

する。責任者 1 人、受付 2 名以上を配置すること。利用状況は、会期終了後、主催者（JST）
に報告すること。 

③JST ショートプレゼンテーション会場 
「大学等シーズ展示」ブースの出展者でショートプレゼンテーション発表を希望する約

250 機関を対象に実施する。以下の機材・備品等を 2 セット調達し、ショートプレゼンテ

ーション実施のための環境を整えること。 
ⅰ）「大学等シーズ展示」ブースに隣接する場所に 2 箇所設置する。 
ⅱ）1 箇所あたり 50 名程度の来場者がシアター形式にて聴講できる面積を確保すること。 
ⅲ）モニターを利用する場合は、70 インチ以上、40 インチ以上のモニターを 2 台用意し、 
プレゼンテーションデータと発表者データを表示すること。 

ⅳ）発表用ノート PC 2 台     
ⅴ）マイク 2 本以上   
ⅵ）スピーカー等の音響設備 1 セット 
ⅶ）レーザーポインタ 1 個 
ⅷ）タイムコントロール用のチャイム 1 個 
ⅸ）その他運営に必要な機材 

④大学組織展示プレゼンテーション・スペース 
約 40 の大学が来場者に向けたプレゼンテーションが実施できるスペースを設置するこ

と。来場者が当日も参加しやすい工夫をすること。動線から会場が認識できる等の工夫を

すること。 
プレゼンテーション・スペースの構成は以下ⅰ）から xiv）のとおりとする。 

ⅰ）設置場所と面積、及び設置備品等 
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プレゼンテーション・スペースは大学組織展示ブースに隣接する場所に 2 箇所設置する

こと。 
ⅱ）1 箇所あたり最大 70 名程度の来場者がシアター形式にて聴講できる面積を確保する 
こと。 

ⅲ）プレゼンテーションスケジュール等の掲示板等一式 
ⅳ）講演用ステージ 
ⅴ）演台 1 台 
ⅵ）司会台 1 台 
ⅶ）受付テーブル 1 台以上 
ⅷ）受付用椅子 2 脚程度 
ⅸ）マイク 2 本程度（講演者用マイク 1 本、司会者用マイク 1 本の計 2 本） 
ⅹ）スピーカー等の音響設備 1 セット以上 
ⅺ）プレゼンテーション投影装置 一式（映像投影用スクリーン、プロジェクタ等）モニ

ターを利用する場合は、70 インチ以上、40 インチ以上のモニターを 2 台用意し、プレ

ゼンテーションデータと発表者データを表示すること。 
ⅻ）発表用 PC2 台及び PC 接続用のケーブル等その他必要となる付帯物 
xiii）レーザポインタ、発表時間管理機材一式 
xiv）発表スケジュール掲示板等一式（実施中の矢印含む）、その他運営に必要な機材 

⑤JST 主催者ブース、JST 面談ルーム、大学（組織・シーズ）プレゼンテーション会場等の

スペース演出 
ⅰ）全体にパンチカーペットを敷設すること。 
ⅱ）ブースと通路の境界から立ち上げた柱状構造物（鉄骨トラス等）にて展示に一体感を

持たせること。 
ⅲ）柱状構造物には JST の機関名ロゴを印刷した看板を配置すること。 

 
（4）「大学等」展示ブースに係る設営等 

①大学等シーズ展示 
ⅰ）大学等シーズ展示ブースを設置すること。 
 （a）ブースの大きさ 幅 2.0m×奥行 1.5m×高さ 2.7m 
 （b）ブースの数 400 程度 
ⅱ）展示台、説明者の立つスペースを確保すること。 

なお、展示物が大きい場合は、床に設置できるよう配慮すること。 
ⅲ）各展示ブースに、A0 サイズで 2 枚程度のパネルが設置できる環境を整えること。 
ⅳ）各展示ブースに以下の機材・備品等を調達し、展示のための環境を整えること。 
（a）名称等表示板（研究成果のテーマ、所属・研究代表者名、小間番号等） 
（b）2 口電源コンセント×1 個（100V/0.5kW 程度） 
（c）蛍光灯 1 灯（40 W） 
（d）展示テーブル 幅 1.8m × 奥行 0.6m × 高さ 0.7m（白布付） 

ⅴ）展示ブースは、「超スマート社会」、「情報通信」、「ライフサイエンス」、「医療」、「装置・

デバイス」、「ナノテクノロジー」、「環境保全・浄化」、「低炭素・エネルギー」、「マテリ

アル・リサイクル」、「シニアライフ（高齢社会）」、「防災」の 11 分野とし、パンチカー

ペット及び展示基礎壁面を色分けして来場者に分かりやすく設置すること。また、各分

野エリアに、分野看板を複数設置すること。なお、展示ブース内にテーブルが無い場合

も、カーペットは全面に設置すること。 
ⅵ）会場レイアウトは、主催者（JST）の要望を十分ヒアリングしてレイアウトを行い主催

者（JST）と詰めていくこと。 
②大学組織展示 

基本ブースは、間口 8m × 奥行 3m の床面に幅 8m、高さ 2.7m の壁面及び幅 1m の側
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壁を設置し A0 サイズの展示パネル等が 8 枚程度掲出できるようにすること。また、説明

資料及び展示物等を設置できる展示台を設置すること。なお、展示ブースは小間内のテー

ブルの有無に関係なく、カーペットを全面に設置すること。 
ⅰ）壁面の構成部材については、独 Octanorm 社製システム等を利用し環境に配慮するこ

と。 
ⅱ）壁面については展示内容を標記した名称板を設置し、展示パネルを主催者（JST）の指

示により設置すること。 
ⅲ）展示台を 4 台用意し、1 台あたり重量 50kg 程度の展示物設置に耐える構造とするこ

と。 
ⅳ）ブース内に受付用テーブル 1 つ及びイス 2 脚を用意すること。 
ⅴ）説明パネル及び展示物用の照明装置を 4 カ所（20W 蛍光灯）設置すること。 
ⅵ）展示物等の実演用に 1 ブースあたり 100V/0.5kW 程度の電源及び 2 口コンセントを 4
つ設置すること。 

ⅶ）大学組織展示ブースの設置総数は 40 ブース程度を見込んでいる。 
ⅷ）展示内容・規模等を考慮し、主催者（JST）と協議のうえ来場者が見学しやすいブース

レイアウトとすること。 
ⅸ）展示内容・規模を考慮し主催者（JST）と協議のうえ追加装飾、サイン看板等の効果的

な演出方法等を検討し、来場者に対して訴求力のあるブースとすること。 
   ⅹ）出展大学から、ロゴデータ等を回収して、市松模様のテーブル巻布を制作すること。

3000mm×700mm（市松サイズ：300mm×233mm）、4 色。 
③国際大学等シーズ展示 
ⅰ）国際大学等シーズ展示ブースを設置すること。 
 （a）ブースの大きさ 幅 2.0m×奥行 1.5m×高さ 2.7m 
 （b）ブースの数 16 程度 
ⅱ）展示台、説明者の立つスペースを確保すること。 

なお、展示物が大きい場合は、床に設置できるよう配慮すること。 
ⅲ）各展示ブースに、A0 サイズで 2 枚程度のパネルが設置できる環境を整えること。 
ⅳ）各展示ブースに以下の機材・備品等を調達し、展示のための環境を整えること。 

（a）名称等表示板（研究成果のテーマ、所属・研究代表者名、小間番号等） 
（b）2 口電源コンセント×1 個（100V/0.5kW 程度） 
（c）蛍光灯 1 灯（40 W） 
（d）展示テーブル 幅 1.8m × 奥行 0.6m × 高さ 0.7m（白布付） 
（e）椅子 2 脚 

ⅴ）パンチカーペットを設置すること。また、トラスを立てて、国際大学等シーズ展示看板

を設置すること。 
ⅵ）会場レイアウトは、主催者（JST）の要望を十分ヒアリングしてレイアウトを行い主催

者（JST）と詰めていくこと。 
 

（5）大学見本市ガイドブックの作成 
主催者（JST）から別途提供する電子データを基に、以下を踏まえて、大学見本市の出展者

情報、JST ショートプレゼンテーションと大学組織プレゼンテーションのテーマ内容、発表

概要及びタイムスケジュール、セミナーのテーマ内容、発表概要及びタイムスケジュール、

会場全体図等を掲載する本イベント専用のガイドブックを、主催者（JST）の了承を得たうえ

で作成すること。 
①A4 サイズ約 140 頁（両面 70 枚） 10,000 部 
②表 1 から 8 は 4 色刷り、それ以外のコンテンツページについてはモノクロとする。 
③大学見本市の展示内容に関しては、「分野」、「小間番号」、「プレゼンテーションの管理番号

「成果の名称」、「所属機関」、「所属部署」、「役職」、「研究代表者名」、「技術の概要」、「想定
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される用途」、「大学からの紹介」、「問い合わせ先」等の記載があること。分野別、出展機

関別のインデックスを準備する等見やすくする工夫を行うこと。 
 

（6）JST ショートプレゼンテーションの運営 
以下に基づき、主催者（JST）が実施する JST ショートプレゼンテーション（以下「ショ

ートプレゼンテーション」という。）を 2 箇所にて運営すること。（以下①から⑥については

ショートプレゼンテーション 1 箇所あたりの運営となる。）詳細については、主催者（JST）
と協議のうえで実施すること。 

なお、ショートプレゼンテーションとは、出展大学等の研究者が、定められたスペースで

来場者に対し順次研究の内容を原則 5 分間で発表、説明するものである。プレゼン数は 250
（125 件×2 箇所）件程度の予定。（ただし、発表希望者数により増減の可能性がある。） 
①開催日は、2019 年 8 月 29 日（木）及び 8 月 30 日（金）とし、開催時間は主催者（JST）

から別途指示する。 
②ショートプレゼンテーションのスペースは、来場者が聴講しやすい位置に設置すること。

ショートプレゼンテーションがブース内での展示や説明等に支障が出ないように、音響環

境や設営等にも工夫を行うこと。 
なお、ショートプレゼンテーションは、発表者が 5 分程度で入れ替わるため、発表者の待

機席をプレゼンスペースの近くに 5 席程度用意すること。 
③発表者が発表時間に間に合うようショートプレゼンテーションのスペースまで誘導する等、

発表を円滑に実施すること。 
④司会者 1 名、司会補佐者ら発表者の誘導係を 3 名以上配置し、発表時間終了の合図、発表

者の誘導、司会・進行等を適切かつ円滑に行うこと。 
⑤発表用ノート PC の操作者 1 名を用意すること。操作者は、発表用ノート PC を操作し、

滞りなく発表が進行するよう運用すること。 
⑥事前に発表者から発表資料を入手し、あらかじめ発表用ノート PC に設定する等の準備を

すること。その際、出展番号を付けて発表順に並べる等、円滑に発表できるよう配慮する

こと。 
⑦聴講者（立ち見含む）をカウントすること。可能な限りピーク時にカウントすること。 

 
（7）大学組織展示プレゼンテーションの運営 

出展大学によるプレゼンテーションを 2 箇所にて運営すること。（以下①から⑧については

大学プレゼンテーション 1 箇所あたりの運営とする。） 
①大学プレゼンテーション管理者が常駐し、運営管理業務を統括すること。 
②誘導スタッフ 2 名以上を常時配置し、聴講者の誘導・管理を適切かつ円滑に行うこと。 
必要に応じて主催者（JST）が提供する資料を配布すること。 

③司会者 1 名、運営補助者 2 名以上を配置し、プレゼンテーション実施者等の誘導、進行等

を適切に行うこと。 
④プレゼンテーション実施者が使用する原稿の電子データ（PPT 形式、PDF 形式等）をあら

かじめ入手すること。実施に際しては、当該データを発表用 PC に事前にインストールし、

動作確認を行ったうえで準備しておくこと。 
⑥プレゼンテーション開催中は、その全容が分かるようにビデオ撮影し、開催終了後に

Windows 7 以降の標準環境にて閲覧可能な形式で納品すること。 
⑦プレゼンテーションごとに聴講者数等を確認して、主催者（JST）に提出すること。可能な

限りピーク時に立ち見を含めてカウントすること。 
⑧受付要員を 2 名配置して、事前登録者の受付、当日受付、予稿集の配布を行なうこと。ま

た、周辺を常に確認し、空いている席への誘導等、聴講者を増やす行動を積極的に行なう

こと。 
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（8）予稿集の作成 
   大学組織展示プレゼンテーションの予稿集を以下のとおり作成すること。 

①表 1 から 4 は、表紙色紙（表紙色紙スミ）、それ以外のコンテンツページについてはモノク

ロとすること。 
  ②1 大学 3 ページとして、40 大学で 130 ページ程度。プレゼン資料は、6 面付け。 
  ③4,000 部用意して、各大学に 10 部配布すること。また、当日プレゼンテーション会場受付

にて来場者に配布すること。 
④表紙…再生上質紙 76.5kg、表紙色紙、片面刷 
⑤本紙…再生上質紙 35.0kg、モノクロ、両面刷 

 
（9）JST エリア運営に係るマニュアル類 

JST エリアの運営に必要な出展者向けマニュアル、台本を指定された期日までに作成し、

出展者及び主催者への配布、また、必要に応じて公式 Web サイトからダウンロードができる

ように作成、配布すること。 
①大学等シーズ展示向け出展者マニュアル 
②大学等シーズ展示ショートプレゼンテーション発表者向けマニュアル 
③大学組織展示向け出展者マニュアル 
④大学組織プレゼンテーション発表者向けマニュアル 
⑤JST セミナー発表者向けマニュアル 
⑥大学等シーズ展示ショートプレゼンテーション進行台本 

⑦大学組織展示プレゼンテーション進行台本 
⑧JST セミナー進行台本 
⑨その他、大学見本市を運営するために必要なマニュアル、台本等 

 
 

5－3．NEDO エリア（ビジネスマッチング） 
（1）設営、機材・備品等の調達、撤去 

以下のとおり、主催者（NEDO）が別途提供する会場図を参照したうえで、設計図書及び

施工図を作成し、必要な機材・備品等を調達して設営すること。ブースの配置、小間割りに

ついて、来場者の動線の設計及び工夫を行い、①から⑤を一体感をもって配置すること。動

線の設計にあたっては、来場者が、主催者（NEDO）ブースを通り NEDO エリア出展者ブー

ス、NEDO 出展者プレゼンテーションスペース及び NEDO 出展者ピッチエリアに向かう動

線となるよう工夫すること。また、ブースで立ち止まる来場者が背後の通行及びブースの視

認性を妨げないよう、2m から 3m 以上の通路幅を常時確保すること。本イベント終了後、機

材、備品、ゴミ等を法令に基づき撤去すること。 
①主催者（NEDO）ブース 

主催者（NEDO）の事業及び成果を効果的に発信するよう、以下の構成に基づく主催者

（NEDO）展示コーナーを備えたブースを造作すること。詳細については主催者（NEDO）

が別途指示する。 
ⅰ）ブース内は、NEDO 事業説明を 5 つのブロック（事業全般 2 ブロック及び事業分野

別 3 ブロック）に分け、わかり易く展示すること。 
ⅱ）主催者（NEDO）が貸与するチャンネル文字 4 組を用いたメインサイネージを用いて、

遠方からの視認性を確保できるよう、会場の高さ上限に達する程度のファサード（正面

立面）を設置すること。 
ⅲ）A0 相当パネル 15 枚程度をブロック分けし十分展示できるスペースを確保すること。

また、50 種程度のパンフレットを設置可能な資料台等を配置すること。主催者（NEDO）

展示を効果的に見せ、NEDO 出展展示者ブースへ移動可能な動線を考慮すること。必

要に応じて、パーテーションなどを用いてブースを造作すること。 
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ⅳ）ブース内には、展示パネル、PC 及びモニター、成果物の展示台及びショーケース等

の設置スペースを確保すること。また、各ブロックには説明者 1 名から 2 名分の立席

スペースを確保すること。いずれも、開放的で圧迫感の少ないレイアウトとすること。 
ⅴ）ⅲ）及びⅳ）を全体が均一に明るく見えるような照明設備を施すと共に、以下の機材・

備品等を配置して展示のための環境を整えること。詳細は別途指示する。 
（a）パネル 1 式（詳細は、（4）①及び②を参照。） 
（b）大型ディスプレイ（70 インチ以上）1 台以上又はこれに準じる大型映像投影装置

（動画再生、スライドショー等用） 
（c）展示名称等表示板 各パネル展示に 1 個程度 
（d）受付（受付テーブル 1 台、椅子 2 脚） 
（e）マガジンラック（10 ポケット型） 2 台 
（f）接客（応接）テーブル 2 台、椅子各 4 脚 
（g）ホワイトボード及びマーカー 2 セット 
（h）展示を行うために必要な電源設備 
（i）その他必要な付帯物 

ⅵ）別途主催者（NEDO）が指示する、四方を壁で囲み施錠のできるストックスペースを

1 箇所設置すること。ストックスペース内には、以下の備品を配置すること。詳細は別

途指示する。 
（a）整理棚（W900mm×D450mm×H1,800mm 程度 4 段） 1 台 
（b）テーブル（W1,800mm×D700mm 程度） 1 台 
（c）2 口電源コンセント 1 個 
（d）その他必要な付帯物 

②NEDO エリア出展者展示ブース 
大学見本市を含めた、来場者と出展者との効果的なマッチングを演出するよう、以下の

構成に基づく NEDO エリア出展者展示ブースを造作すること。造作にあたっては、開放的

かつ実用的で、来場者の関心を着実に惹きつける工夫をすること。詳細については主催者

（NEDO）が別途指示する。 
ⅰ）110 程度のブースを、4 つのブロック(事業分野 3 ブロック、機関展示 1 ブロック)に

分けて配置すること。ブロックごとに特色のあるデザインとして違いが明確にわかる

よう工夫すること。各ブロック内は技術分野ごとにブースを配置し、技術分野が遠方か

ら視認できる標識を施して工夫を行うこと。NEDO エリア出展者展示ブース全体が均

一に明るく見えるような照明設備を整えること。別途、10 小間程度の機関展示ブース

を配置すること。 
ⅱ）床標識やパンチカーペットを用いる等、来場者が各展示ブースの技術分野を識別可能

な手法について提案し、主催者（NEDO）の了承を得たうえで実施すること。 
ⅲ）各展示ブースは、B1 サイズ相当のパネル（タテ又はヨコ）2 枚及び展示台を設置でき

るよう配慮し、かつ説明者の立席スペースを確保すること。 
ⅳ）出展者の希望を事前に確認したうえで、会場の制限範囲内で、大型展示物の床置き及

びデモスペースの造作に配慮すること。 
ⅴ）ブースごとに以下の機材・備品等を配置し展示のための環境を整えること。詳細は別

途指示する。 
（a）パネル 1 式（パネルサイズ及び制作数は、（4）①を参照。） 
（b）出展者表示板 各展示に 1 枚 

出展テーマ、出展者名、小間番号及び出展者プロフィール等を表示するもの。 
（c）展示台（PC 及びモニターの設置やサンプル機器等の展示用） 

展示台の下部に鍵付きの保管スペースを設けること。 
（d）2 口電源コンセント 1 個 
（e）その他必要な付帯物 
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③NEDO 出展者プレゼンテーションスペース 
プレゼンテーションを行う出展者が利用可能な、以下の構成に基づく NEDO 出展者プレ

ゼンテーションスペースを造作すること。詳細については主催者（NEDO）が別途指示す

る。 
ⅰ）会場前方に概ね 3ｍ2相当以上のデモンストレーションスペースを確保し、会場後方に

15 人分程度の立席スペースを確保すること。 
ⅱ）以下の機材・備品等を配置し、遮音効果を含めたプレゼンテーション及び周囲の環境

を整えること。詳細は別途指示する。 
（a）スケジュールの掲示板等 1 式 
（b）演台 1 台 
（c）受付テーブル 1 台 
（d）聴講者用椅子 30 脚 
（e）説明者、受付用椅子 3 脚   
（f）マイク 2 本 
（g）レーザーポインタ 1 本 
（h）スピーカー等の音響設備 1 セット 
（i）モニター又はプロジェクター・スクリーン 1 セット 
（j）ノート PC 2 台（Windows 環境 1 台、Mac 環境 1 台）  
（k）その他必要な付帯物 

④NEDO 出展者ピッチエリア 
NEDO 出展者が利用可能な、以下の構成に基づく NEDO 出展者ピッチエリアを造作す

ること。詳細については主催者（NEDO）が別途指示する。 
ⅰ）会場前方は、デモンストレーションのための概ね 3 ㎡相当以上のスペースをとり、椅子

を半円状に並べる等、③NEDO 出展者プレゼンテーションスペースとは異なるレイアウ

トを検討すること。 
ⅱ）以下の機材・備品等を配置し、ピッチ及び周辺の環境を整えること。詳細は別途指示す

る。 
（a）スケジュールの掲示板等 1 式 
（b）受付テーブル 1 台 
（c）受講者用椅子 30 人程度 
（d）説明者、受付用椅子 4 脚 
（e）マイク 4 本 
（f）スピーカー等の音響設備 1 セット 
（g）レーザーポインタ 1 本 
（h）モニター又はプロジェクター・スクリーン 1 セット 
（i）ノート PC 2 台（Windows 環境 1 台、Mac 環境 1 台） 
（j）その他必要な付帯物 

⑤ ビジネスマッチングエリア 
以下の構成に基づくビジネスマッチングエリアを造作すること。詳細については主催者

（NEDO）が別途指示する。 
ⅰ）主催者（NEDO）のストックスペース及び通路を除き、パンチカーペット等を用いてエ

リア識別のための明示を工夫すること。 
ⅱ）NEDO エリアの各出展小間から概ね等距離の箇所を選定し、パーテーション等により

10 程度のスペースに仕切り、クローズドスペースを設置すること。目的外の単なる休憩

等に使用されないための抑止策（受付兼務スタッフを配置等）を講じること。クローズ

ドスペースが満室の場合は、５－１．（6）⑨打合せスペースを確保のうえ案内すること。 
ⅲ）各クローズドスペースを利用した人数、属性（来場者、出展者の別、業界、技術分野、

所属先等）等についての適切な集計方法を主催者（NEDO）に提案し、了承を得たうえ
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で、集計結果を主催者（NEDO）へ報告すること。 
ⅳ）以下の機材・備品等を配置し、簡易な商談を行える環境を整えること。詳細は別途指示

する。 
なお、（c）及び（d）はスペースごとに配置すること。 

（a）利用者のプライバシーを配慮した遮蔽物 
（b）マッチングルーム番号表示 
（c）テーブル 1 台、椅子 4 脚 
（d）2 口電源コンセント 1 個 
（e）適切な照明 
（f）その他必要な付帯物 

⑥相談コーナー 
以下の機材・備品等を配置し、展示エリア内による来場者及び出展者からの相談を受け

るための相談コーナーを設置すること。詳細については主催者（NEDO）が別途指示する。 
ⅰ）相談コーナー表示板 
ⅱ）テーブル 1 個 
ⅲ）椅子 4 脚 
ⅳ）延長コード 1 本 
ⅴ）A4 チラシスタンド 
ⅵ）モニター（60 インチ以上、スタンド付） 
ⅶ）PC 接続用ケーブル 
ⅷ）その他必要な付帯物 

 
（2）NEDO 出展者等への説明 

主催者（NEDO）が別途指示する出展者等に対して、搬入・搬出・設営・出展・発表に係

る運営について、事前に十分理解が得られるように説明すること。必要に応じて、会場内で

出展者及び発表者マニュアルに基づく説明会等を実施し、出展者をサポートすること。また、

主催者（NEDO）の指示に基づき、説明会等の案内を出展者等あてに事前に連絡すること。 
 
（3）ビジネスマッチングサポート業務の提案、管理運営及び報告 

以下の方法に準じて、会場における来場者と出展者間又は出展者相互間の効果的なビジネ

スマッチングサポート業務方法を提案し、主催者（NEDO）の了承を得たうえで実施するこ

と。 
①NEDO エリア出展者のビジネスマッチング情報を事前に入手し、出展者への展示目的の明

確化・展示内容の説明、希望マッチングの聞き取り等の情報収集を行い、マッチング率を上

げる運営方法の検討を行うこと。 
②5－1.（5）①ⅰ）（c）、（h）及び（j）において収集する NEDO 出展者情報及び来場事前登

録情報の中から、次の情報を抽出すること。 
ⅰ）出展者が求める支援ニーズの情報 
ⅱ）出展者が提供するマッチングシーズの情報 
ⅲ）来場者が求める支援ニーズの情報 
ⅳ）来場者が提供するマッチングシーズの情報 

③マッチングを希望する来場者の保有資源（ヒト／モノ／カネ／情報等）、NEDO 出展者の

発展・成長ステージ（開発／実証／販売の進展度合い）、来場者及び出展者の「市場での位

置づけ」や「競合相手や協力先との関係性」等、わかりやすい指標を設定し、発注者の了承

を得たうえで、その指標に基づいて②の抽出情報を整理すること。 
④③で整理した情報を効果的に組み合わせ、5－1.（5）①ⅰ）（h）及び（j）の来場者マイペ

ージ及び出展者マイページを用いたマッチング候補先の事前告知、（1）⑤のビジネスマッチ

ングエリアへの誘導等を行い、会場内での活発な商談等の場を誘発すること。 



25 
 

⑤事前来場登録者（招待者を含む）及び NEDO 出展者に対する開催日前の電子メールや電話

等、マッチング促進策を主催者（NEDO）に提案し、了承を得たうえで実施すること。 
⑥事前登録のない来場者、開催当日の来場登録者に対し、NEDO 出展者との商談等の機会を

誘発する仕組みを随時提案し、主催者（NEDO）の了承を得たうえで実施すること。、また、

実施結果（成果及び課題）についてまとめ、会期終了後に主催者（NEDO）へ報告すること。 
⑦マッチング数の集計及びマッチング効果の分析を行い、会期終了後に主催者（NEDO）へ

報告すること。 
⑧その他必要に応じて主催者（NEDO）の指示に従い、随時運営方法に反映すること。 

 
（4）展示パネル等の制作及び設置 

主催者（NEDO）が別途提供する電子データ・原稿を基に、以下を踏まえて、パネルの全

体構成や図表等、展示パネル基本フォーマットのデザインを行い、主催者（NEDO）の了承

を得たうえで制作すること。 
  ①展示パネル等の仕様は以下のとおり。 

ⅰ）主催者（NEDO）ブース展示コーナー用展示パネル 
（a）サイズ：A0 サイズ相当 
（b）印刷：片面 4 色印刷（アルミフレーム及びフック 2 個付き） 
（c）数量：15 枚程度 

ⅱ）NEDO エリア出展者ブース用展示パネル 
（a）サイズ：B1 サイズ相当 
（b）印刷：片面 4 色印刷（アルミフレーム及びフック 2 個付き） 
（c）数量：220 枚程度 

ⅲ）NEDO エリア出展者ブース用ハンドアウト 
（a）サイズ：A4 サイズ 
（b）印刷：両面 4 色印刷 
（c）数量：55,000 枚程度（各ブース 500 枚程度×110 ブース） 

②主催者（NEDO）が指示する展示ブース内に設置すること。 
③制作した展示パネルの運搬に際しては、必要な量の梱包材を準備すること。 
④展示パネル基本フォーマットは、事業内容、マッチング目的等がわかり易い構成とするこ

と。 
 

（5）プレゼンテーション及びピッチにおける投影用データ及び印刷配布用データの作成 
（7）プレゼンテーション及び（8）ピッチについて、投影用データ及び印刷配布用データ

に用いるテンプレートを作成し、主催者（NEDO）の了承を得たうえで、プレゼンテーショ

ンを希望する NEDO 出展者に対し、当該テンプレートによるプレゼンテーション及びピッチ

資料の作成を依頼し、回収すること。NEDO 出展者の連絡先、データ形式等、詳細は主催者

（NEDO）から別途提供する。 
 
（6）ビジネスマッチングガイドブックの作成 

主催者（NEDO）から別途提供する電子データを基に、以下を踏まえて、NEDO 出展者の

出展内容、主催者（NEDO）の事業紹介等を掲載するビジネスマッチングガイドブックを、

主催者（NEDO）の了承を得たうえで作成すること。 
  ①ビジネスマッチングガイドブックの仕様は以下のとおり。 

ⅰ）サイズ：A4 サイズ 56 頁 
ⅱ）印刷：両面印刷 
     表 1、表 2、表 3 及び表 4：4 色刷り 

上記以外のページ：2 色刷り 
ⅲ）数量：10,000 部 
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②出展内容に関しては、「分野」、「展示の名称」、「所属機関」、「所属部署」、「役職」、「担当者

名」、「技術・製品概要」、「希望マッチング内容」、「問い合わせ先」等の記載があること。  
③来場者が NEDO 出展者を探しやすくするため、5－1.（5）①ⅰ）（c）の出展者情報を基に、

出展者の 50 音順、地域に加え、②で分類した「分野」等に基づく索引を工夫すると共に、

公式 Web 上でも当該索引が利用可能な方法を提案すること。 
 

（7）NEDO 出展者プレゼンテーションの運営 
以下の内容に基づき、NEDO 出展者のうち希望者（以下「プレゼン発表者」という。）が実

施するプレゼンテーション運営方法を提案し、主催者（NEDO）の了承を得たうえで運営す

ること。 
①プレゼンテーション件数に応じた等分間隔（1 者あたり 5 分から 10 分程度、質疑 5 分程

度・インターバル 5 分を目安）での発表者タイムテーブルを作成し、主催者（NEDO）へ提

出のうえ、主催者（NEDO）の了承を得ること。 
②プレゼン発表者から、あらかじめ（5）により回収したプレゼンテーション投影用データ及

び印刷配布用データについて、①の発表者タイムテーブルに従って出展番号を付し、発表順

に発表用ノート PC にインストールする等の準備をすること。 
③プレゼンテーションスペースは、音の干渉防止を含め、周囲の環境を整えること。 

なお、スペース前方隅には、プレゼン発表者待機席を 5 席程度配置すること。 
④司会及び進行（進行上の演出、質疑応答を含む。）を行う司会者を 1 名、②のデータ及び資

料の入れ替えを行う発表用ノート PC の操作者を 1 名、プレゼン発表者の登退壇及び発表

後のマッチングへの誘導対応等を行う司会補佐及び場内整理要員を 3 名以上配置すること。 
⑤場内整理要員はプレゼンテーションごとに参加者数を確認し、集計結果を主催者（NEDO）

に提出すること。また、発表者の印刷配布用資料（白黒コピー等）を各 40 部程度準備し、

各プレゼンテーションの聴講者に配布すること。 
⑥その他詳細については、主催者（NEDO）と協議のうえ実施すること。 

 
（8）NEDO 出展者ピッチの運営 

以下の内容に基づき、NEDO 出展者のうち希望者（以下「ピッチ発表者」という。）が実施

するピッチの運営方法を提案し、主催者（NEDO）の了承を得たうえで運営すること。 
①ピッチ件数に応じた等分間隔（1 者あたり 5 分から 10 分程度、質疑 5 分程度・インターバ

ル 5 分を目安）での発表者タイムテーブルを作成し、主催者（NEDO）へ提出のうえ、主催

者（NEDO）の了承を得ること。 
②ピッチ発表者から、あらかじめ（5）により回収したピッチ投影用データ及び印刷配布用デ

ータについて、①の発表者タイムテーブルに従って出展番号を付し、発表順に発表用ノート

PC にインストールする等の準備をすること。 
③ピッチエリアは、音の干渉防止を考慮しつつ半円形に椅子を並べる等、来場者とピッチ発

表者との距離感を近くする工夫をすること。 
④場内の司会及び進行（進行上の演出、質疑応答を含む。）を行う司会者を 1 名、②のデータ

及び資料の入れ替えを行う発表用ノート PC の操作者を 1 名、発表者の登退壇及び発表後

のマッチングへの誘導対応等を行う司会補佐及び場内整理要員 3 名を以上配置すること。 
⑤場内整理要員はピッチごとに参加者数を確認し、集計結果を主催者（NEDO）に提出する

こと。また、発表者の印刷配布用資料（白黒コピー等）を各 40 部程度準備し、各ピッチの

聴講者に配布すること。 
⑥その他詳細については、主催者（NEDO）と協議のうえ実施すること。 

 
（9）NEDO エリア運営に係るマニュアル類の作成 

以下のとおり、NEDO エリアの運営に必要な出展者向けマニュアル及び台本を、6．（2）
において指定している期日までに作成し、出展者及び主催者（NEDO）への配布すること。
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また、必要に応じて公式 Web サイトからのダウンロードができるようにすること。部数等、

詳細については別途指示する。 
①ビジネスマッチング出展者マニュアル 
②NEDO 出展者プレゼンテーション及び NEDO 出展者ピッチ対象者向け発表者マニュアル 
③主催者（NEDO）ブース運営マニュアル 
④NEDO 出展者プレゼンテーション及び NEDO 出展者ピッチ運営マニュアル並びに進行台

本 
 
6．納入 
（1）納入内容 

納入物は、ひとつのファイルに、印刷物と記録媒体（DVD 等）を綴じて、納入すること。目

次とインデックスを作成して、使いやすい資料を目指すこと。ファイルは 2 冊作成し、NEDO
及び JST に納入すること。 

①5－1．（2）③ⅴ）の出展者及び発表者マニュアル 
②5－1．（2）⑦の主催者及び関係者運営マニュアル並びに進行台本 
③5－1．（4）①の開催案内チラシ、②の開催案内ポスター、④の招待状（JST 分）、⑤の招待

状発送用封筒（JST 分）⑦の事前招待ツール（NEDO 分）及び①②④⑤⑦の電子版 
④5－1．（5）①ⅳ）の電子データ 
⑤5－1．（5）①別紙「IT セキュリティに関する構築・運用・保守業務要項」の 5．に記載す

る納品物 
⑥5－1．（5）②の HTML データ 
⑦5－1．（6）⑥ⅶ）の受賞者展示コーナー出展者マニュアルの電子データ 
⑧5－1．（8）①ⅲ）の受付用紙、ⅳ）の入場バッジ 
⑨5－1．（8）①ⅴ）の来場者名簿 
⑩5－1．（8）③の来場者事前登録最終データ 
⑪5－1．（9）⑤の開会式実施マニュアル 
⑫5－1．（10）⑧、（11）⑥及び⑦の音声・ビデオ撮影データ 
⑬5－1．（10）⑩の主催者セミナー運営マニュアル及び進行台本、（11）⑩の表彰式運営マニ

ュアル及び進行台本 
⑭5－1．（12）①ⅲ）の大学発ベンチャー表彰ガイドブック 
⑮5－1．（12）①ⅳ）の公式バッグ 
⑯5－1．（12）①ⅴ）の資料袋（JST 分） 
⑰5－1．（13）①の来場者アンケート 
⑱5－1．（13）②ⅰ）の開催時アンケート  
⑲5－1．（13）②ⅱ）の開催 3 か月後アンケート 
⑳5－1．（13）②ⅲ）の過去出展者等アンケート 
㉑5－1．（13）③の出展者アンケート（大学組織展示） 
㉒5－1．（14）の写真データ 
㉓5－1．（15）①の開催結果報告書（5－1.（14）写真を含む） 
㉔5－1．（15）①の Web 公開用開催結果報告書 
㉕5－1．（15）②の完了報告書 
㉖5－2．（5）の大学見本市ガイドブック 
㉗5－2．（8）の予稿集 
㉘5－2．（9）の JST エリア運営に係るマニュアル類 
㉙5－3．（4）のパネル及び電子データ 
㉚5－3．（5）、（7）⑤及び（8）⑤のプレゼンテーション、ピッチ用資料テンプレート及び配

布用資料 
㉛5－3．（6）のビジネスマッチングガイドブック 
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㉜5－3．（7）②のプレゼンテーション投影用データ及び印刷配布用データ、（8） ②ピッチ投

影用データ及び印刷配布用資料（電子データ） 
㉝5－3．（9）の NEDO エリア運営に係るマニュアル類 
㉞5－1．（10）⑨、（11）⑨、5－2．（6）⑦、（7）⑦、5－3．（1）⑤ⅱ）、（7）⑤及び（8）⑤

の聴講者等のカウント数集計結果 
㉟5－3.（3）⑦ビジネスマッチングサポートにおけるマッチング数の集計及びマッチング効

果の分析結果 
 
 

（2）納入期日及び納入期限 
①（1）の②、⑪：2019 年 8 月 19 日（月） 
②（1）の⑯：2019 年 8 月 23 日（金） 
③（1）の⑧、⑭及び⑮、⑰及び⑱のうちアンケート用紙、㉖及び㉗、㉙から㉜：2019 年 8 月

28 日（水） 
④（1）の⑰及び⑱のうちアンケート集計結果速報版：2019 年 9 月 9 日（月） 
⑤（1）の⑫、㉑：2019 年 9 月 27 日（金） 
⑥（1）の⑥、⑰及び⑱のうちアンケート集計及び分析結果、⑲から㉕：2019 年 12 月 20 日

（金） 
⑦（2）の①から⑥以外については、主催者が別途指示する。 

（3）納入場所 
①（1）の①及び②、⑧、⑬から⑮、⑰及び⑱のうちアンケート用紙、㉖から㉝ 
【会場】 

〒135－0063 
東京都江東区青海１－２－３３ 
東京ビッグサイト 青海展示棟 Ｂホール 

②（1）の③の送付残部、④から⑦、⑨から⑫、⑯、⑰及び⑱のうちアンケート集計結果速報

版並びにアンケート集計及び分析結果、⑲から㉕、㉞ 
【JST】 

〒102－0076 
東京都千代田区五番町 7 K’s 五番町 3 階 
国立研究開発法人科学技術振興機構 
産学連携展開部 産学連携プロモーショングループ 

③（1）の③の送付残部、④から⑦、⑨から⑫、⑰及び⑱のうちアンケート集計結果速報版並

びにアンケート集計及び分析結果、⑲及び⑳、㉒から㉕、㉞及び㉟ 
【NEDO】 

〒212－8554 
神奈川県川崎市幸区大宮町 1310 番 ミューザ川崎セントラルタワー20 階 
国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 
イノベーション推進部 

 
7．その他 
（1）受注者は、本業務の内容及び本業務に関連して開示を受けた又は知り得た相手方の技術的情

報、業務運営にかかわる情報、個人情報その他業務上の一切の情報（以下「機密情報」とい

う。）につき最大限の注意をもって秘密を保持し、事前に主催者の書面による承諾を得ること

なく、本業務の目的外で使用し、又は第三者に開示・漏洩してはならない。 
なお、受注者は自社の従業員のうち、本業務に従事する従業員にのみ機密情報を開示する

ものとし、本業務に関与しない従業員には一切機密情報を開示し又は使用させてはならない。

また、業務完了後は、本件に関する情報を返却又は確実に破棄すること。 
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（2）別紙「IT セキュリティに関する構築・運用・保守業務要項」を遵守すること。また、メール

の誤送信対応策について、提案書に記載すること。 
（3）個人情報データを貸与する場合は、主催者からの了承を得たうえで行い、作業の実施にあた

っては、個人情報の保護に関する法令や規範を遵守するとともに、個人情報の保護の重要性

を認識し、個人の権利又は利益を侵害することのないよう適正な管理を行うこと。万が一流

出等の事故があった場合には、主催者に報告するとともに速やかに対処すること。契約終了

時に、受注者の保有するデータベースを消去すること。 
（4）設営に係る造作工事を行うにあたり、必要な基礎工事、設置する電気機器に応じた電気工事

及び照明設置工事等を適切に行うこと。 
（5）各種制作・作成費、会場使用料、電気工事費、電気料金、水道料金、空調費、インターネッ

ト回線費用、運搬費、輸送費、郵送費、設営費、人件費、廃棄物処理費、保険料金、原状回復

費等本イベントにおける諸経費全てを受注者が負担すること。 
（6）物品の制作、作成、調達等については可能な限り環境に配慮した素材を採用する等、環境影

響に配慮すること。 
（7）本業務の実施及び諸手続等については、開催場所の出展要項や災害対策規定等を遵守するこ

と。 
（8）制作物及び作成物の著作権（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。制作物及び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主催者の了承を得ること。 
（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、主催者と協議のうえ解決すること。 
（10）本業務の実施に際し、本仕様書及び受注者より 2019 年 4 月●日付で提出された提案書に

基づき実施すること。 


