
 

 

別紙 

 

仕様書 

 

 

Ⅰ．件名 

 「気候変動・災害対策 Biz2019」への出展に係る会場設営・運営業務 

 

 

Ⅱ．開催概要 

 発注者が出展する展示会の概要は以下のとおり。 

 

展示会名 ： 気候変動・災害対策Biz2019（以下「展示会」という。） 

出展場所 ： 〒135-0063 

東京都江東区有明3-11-1 南1・2ホール 

出展日 ： 2019年12月4日（水）から2019年12月6日（金） 

出展時間 ： 各日10時から17時 

出展面積 ： 16小間（約144ｍ2） 

 

 

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． 会場設営及び撤去 

 ５． 運営等業務 

 ６． 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 発注者の環境関連技術（CO2分離・回収・利用・貯留技術、3R技術、フロン対

策技術、水循環技術など）に関する取り組み概要や技術成果をパネル、動画、実

機等で紹介し、「持続可能な循環型社会の実現に貢献するＮＥＤＯ」というメッ

セージを効果的に発信する内容とすること。 



 

 

    ② 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。 

    ③ 「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。 

    ④ 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） 企画・設計 

    展示ブースの企画・設計に係る仕様は以下のとおり。 

    ① 基本設計 

     (a) 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。 

     (b) 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。 

     (c) 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。 

     (d) メインサインには、発注者が貸与するチャンネル文字 2組以上を用いるこ

と。 

     (e) 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。 

     (f) 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。 

     (g) 開放的で圧迫感を軽減したレイアウトとすること。 

     (h) 受付を設置すること。 

     (i) 展示スペースを設けること。 

     (j) ストックルームを設けること。 

② 受付 

     (a) ２．の（１）の備品を配置すること。 

     (b) 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。 

    ③ 展示スペース 

     (a) ２．の（２）の備品・機材等を配置すること。また、必要な電源設備を整

備すること。 

     (b) 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設置すること。透明

アクリルケース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。 

     (c) 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。 

    ④ ストックルーム 

     (a) ２．の（３）の備品を配置すること。 

     (b) 施錠ができること。 

 

 



 

 

 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） 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 － 3脚 

ウ カタログスタンド パンフレット等を 5 種類以上置けるこ

と。 

2台 

エ アンケート用紙回

収 BOX 

－ 2個 

オ バインダー A4 サイズのアンケート用紙及びカのボ

ールペンを挟めるものであること。 

30個 

カ ボールペン 黒 50本 

 

  （２） 展示スペース 

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。 

1本 

イ ディスプレイ（展

示物用） 

32インチ以上であること。 

発注者の持ち込むノート PCとの接続、PC

映像出力が可能なこと。 

2台 

ウ ディスプレイ（デ

ジタルサイネー

ジ） 

43インチ以上であること。 

キの USB メモリ、発注者の持ち込むノー

ト PC との接続、PC 映像出力が可能なこ

と。 

3台 

エ タッチ禁止の看板 「お手を触れないで下さい」と記載。 6枚 

オ 展示物保護用の布 白色150㎝×150㎝程度 3 枚 

カ ネームプレート 展示品名、展示品の説明及び「お手を触

れないで下さい」を記載。 

6枚 

キ USBメモリ 容量が 16GB 以上であること。ウのディス

プレイと接続可能であること。 

3個 

ク 接客用机 W60cm×D60cm×H90cm程度 2台 

ケ 接客用椅子 - 4脚 

 

  （３） ストックルーム 

項番 項目 仕様 数量 

ア 机 － 1台 

イ 椅子 背もたれがあること。 5脚 

ウ ハンガーラック 10名用（ハンガー含む。） 1台 

エ 棚 W100cm×D50cm×H180cm程度、4段程度 1台 



 

 

オ 電源 100V 6口 

 

 ３． 運営マニュアル等作成業務 

  以下を作成すること。 

 

（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 2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、受付業務等 

オ 部数 6部 

 

（３） デジタルサイネージデータ 

    １．の（２）の③の(b)のデジタルサイネージデータについて、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、2019 年 11 月 15 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 サイズ 43 インチ以上 

イ コンテンツ数 3種類 

ウ 台数 3台 

 

（４） パネル 

    １．の（２）の③の(b)のパネルについて、契約締結後速やかに、発注者が提供す

る日本語のデータを基にデザイン案を作成し、2019 年 11 月 15 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 サイズ 

イ 種類 26 種類 

ウ 枚数 各 1枚 

 

（５） パンフレット 

    契約締結後速やかに、発注者が提供する版下データを基に、2019年 11月 15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パンフレット（環境部事業紹介

用）を作成すること。ただし、再生紙の調達が困難な場合は、発注者の了承を得たう

えで、普通紙とすることも可とする。 

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 36 頁 

ウ 製本 くるみ 

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 70kg 

カ 部数 400 部 

 

（６） リーフレット 

    契約締結後、受注者が作成する（４）のパネルデータを基に、2019 年 11 月 15 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リーフレット（パネル紹介

用）を作成すること。ただし、再生紙の調達が困難な場合は、発注者の了承を得たう

えで、普通紙とすることも可とする。 

 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 種類 26 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 70kg 

オ 部数 各 400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、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、2019 年 11 月 15 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 両面白黒 

ウ 部数 来場者用 1,000枚 

展示者用   50枚 

 

  （８） 電子データ 

    作成物のうち、デジタルサイネージ及びパネルについては Adobe Illustrator 又

は Adobe Indesignで、運営マニュアル、パンフレット（環境部事業紹介用）、リーフ

レット、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． 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 2019年 12月 3日(火)18時までに行うこと。 

  （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） 会場設営及び撤去にあたっては、展示会事務局及び出展マニュアルの定めを

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。 

  （４） 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。 

 

 ５． 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１名配置すること。 

    ② 運営補助スタッフ 

      来場者の受付、名刺の受領、案内、アンケート用紙の配布及び回収、パンフレ

ット等の配布の管理、補充、荷物の運搬、展示物の安全管理、来場者数のカウン

ト、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、少なくともうち１名は英会話ができる者（TOEIC730 点以上を目安）と

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に基づき、内容の説明を実施すると共に全体

http://blog.ddc.co.jp/mt/dtp/archives/20050720/165024.html


 

 

の進行管理を行うこと。 

    ② 運営補助スタッフは、来場者の受付、名刺の受領、案内、アンケート用紙の配

布及び回収、パンフレット等の配布の管理、補充、荷物の運搬、展示物の安全管

理、来場者数のカウント、PR等を行うこと。 

      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。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

については、報告書と共に発注者に引き渡すこと。 

 

 ６． その他付帯業務 

  その他１．から５．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、2019 年 12 月 25 日（水）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 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） 

エ 来場者数 

オ 来場者から頂戴した名刺（A4名刺フォルダ入り） 

カ 来場者リスト 

キ 次回展示会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 場所 日付※ 

ア 設計図書 Ⅳ．の３．の（１） 発注者の事務所 2019年 10月 21日 

イ 運営マニュアル Ⅳ．の３．の（２） 発注者の事務所 2019年 11月 15日 

ウ デジタルサイネ

ージデータ 

Ⅳ．の３．の（３） 展示会会場 2019年 12月 4日 

エ パネル Ⅳ．の３．の（４） 展示会会場 2019年 12月 4日 

オ パンフレット Ⅳ．の３．の（５） 展示会会場 2019年 12月 4日 



 

 

カ リーフレット Ⅳ．の３．の（６） 展示会会場 2019年 12月 4日 

キ アンケート用紙 Ⅳ．の３．の（７） 展示会会場 2019年 12月 4日 

ク アンケート結果

（速報値） 

Ⅳ．の５．の（２）

の② 

発注者の事務所 2019年 12月 13日 

ケ 電子データ Ⅳ．の３．の（８） 発注者の事務所 2019年 12月 25日 

コ 報告書 Ⅴ. 発注者の事務所 2019年 12月 25日 

※ウ、エ、オ、カ、キ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。 

 ※クの項は、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．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、出展小間料のみ、発注者が別途負担する。 

３．  会場設営及び運営等業務にあたっては、国等による環境物品等の調達の推進等に

関する法律（平成 12年法律第 100号）第 6条第 1項の規定に基づく環境物品等の

調達の推進に関する基本方針の「22-14会議運営」の判断基準を満たすこと。 

 ４． 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。 

 ５． 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。 

 ６． 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。 

 ７． 本業務の実施に際し、本仕様書及び受注者より 0000年 0月 0日付けで提出された

提案書に基づき実施すること。 


