
 
 

 
仕様書 

 
Ⅰ．件名 
 2021 年度新卒採用に係る広報媒体の制作業務 
 
Ⅱ．業務概要 
 受注者は、2021 年度新卒採用に係る広報媒体（パンフレット、ポスター、チラシ、ロー

ルアップバナー及びウェブサイト）の制作及びプレゼンテーション資料のリデザインに際

して、以下の業務を実施すること。 
 

1. スケジュール策定等 
2. 人員の配置 
3. 企画業務等 
4. キャッチコピーの作成 
5. 取材及び写真撮影 
6. 原稿作成及びリライト 
7. 図表等の新規作成及びリデザイン 
8. パンフレットのデザイン、版下作成、印刷・製本業務 
9. ポスターのデザイン、版下作成、印刷業務 
10. チラシのデザイン、版下作成、印刷業務 
11. ロールアップバナーのデザイン、版下作成、印刷業務 
12. ウェブサイトのデザイン、制作等業務 
13. 機構紹介プレゼンテーション資料のリデザイン 
14. その他の付帯業務 

 
Ⅲ．業務の詳細 
 受注者が実施する業務は以下のとおり。 

1. スケジュール策定等 
契約締結後速やかに発注者とキックオフミーティングを行い、本業務の作業スケジ

ュール案を作成し、発注者の了承を得ること。作成したスケジュールは、業務の進捗状

況に応じて随時更新するとともに、定期的（2 週間に 1 回程度）にミーティングを行い、

発注者に更新したスケジュールの報告等を行うこと。 
なお、スケジュールに変更がある場合は、速やかに発注者と協議のうえ決定すること。 

 
2. 人員の配置 

以下の人員を配置すること。人員の選定にあたっては、発注者の了承を得ることと

し、発注者が人員の変更を指示した場合はそれに応じること。 
（１） 統括責任者 

本業務に係る全てを監修する統括責任者を 1 名配置すること。統括責任者は

1.の業務進捗状況を把握したうえで、ライター、フォトグラファー、デザイナ

ー及び校正・校閲担当者等の制作担当実務者に発注者の意図を明確に伝える

ことができる者とすること。また、統括責任者は全てのミーティングに出席し、



 
 

取材に同行すること。 
（２） ライター 

キャッチコピーの作成、取材及び原稿作成を行うライターを 1 名以上配置す

ること。ライターは、新卒採用広報媒体制作に関する業務実績を有し、発注者

の業務内容及び制作の目的を十分理解している者とすること。 
（３） フォトグラファー 

取材時に写真撮影を行うフォトグラファーを 1 名以上配置すること。フォト

グラファーは、被写体に対して魅力的に撮影することが可能な技術的知見を

有していること。また、発注者の業務内容及び制作の目的を十分理解し、自

発的に現場での撮影段取りができる者とすること。 
（４） デザイナー 

制作する広報媒体のデザイン作成、図表等の新規作成及びリデザイン等を行

うデザイナーを 1 名以上配置すること。デザイナーは、雑誌等のエディトリ

アルデザインの経験・実績を有する者とすること。 
（５） 校正・校閲担当者 

制作する広報媒体全体を通して文章表現、用語、単位、記号、句読点等の使用

の統一及びスペルチェック等の校正を行う校正担当者を 1 名以上配置するこ

と。また、地名、組織名、人物、年度等の事実確認といった校閲を行う校閲担

当者を 1 名以上配置すること。校閲担当者は校正担当者と兼ねることも可と

する。 
 

3. 企画業務等 
以下のとおりパンフレット、ポスター、チラシ、ロールアップバナー及びウェブサイ

トの企画等業務を行うこと。 
（１）基本コンセプト 

パンフレット、ポスター、チラシ、ロールアップバナー及びウェブサイト共通

の基本コンセプトは以下のとおり。 
① 発注者が広報ターゲットとする就職活動を行う大学生・大学院生（以下「広報

ターゲット」という。）の関心事項や活動状況を踏まえ、興味を引く内容とす

る。 
② 発注者の事業規模の大きさや関係先の多様さ、国内外の多岐に渡る分野を所

掌していること等による発注者の「スケール感」が伝わる内容とする。 
③ 文理問わず、自身の能力を活かして幅広く活躍できる職場であることが伝わ

る内容とする。 
④ 「地球環境問題の解決や産業技術力の強化を通して社会貢献ができる職場」

であることが伝わる内容とし、「明るく前向きに仕事に取り組むバイタリティ

あふれる姿勢」を訴求する内容とする。 
⑤ 発注者とのミーティングにおいて、採用の現状等をヒアリングし、課題を解決

するためのコンテンツ構成とする。 
（２）企画 

（１）に基づき、発注者と調整のうえパンフレット、ポスター、チラシ、ロー

ルアップバナー及びウェブサイトの企画を行い、発注者の了承を得ること。 
① パンフレットは、広報ターゲット層における発注者の認知度を向上させ、プ



 
 

レエントリー促進のきっかけとなる内容とすること。また、発注者の事業や

職員の業務内容に関する理解を深めることにより、志望度を向上させる内容

とすること。内容は以下を目安とし、企画、ページ構成、台割の検討を行

い、発注者の了承を得て決定すること。 
(ア) 表紙（表紙・裏表紙） 
(イ) キャッチコピー 
(ウ) 採用コンセプト 
(エ) 組織、事業紹介 
(オ) 職員紹介（5 から 6 名程度） 
(カ) プロジェクト紹介（2 事業程度） 
(キ) 研修制度、職員に対する支援制度 
(ク) メッセージ 
(ケ) 組織概要 
(コ) ウェブサイト、Facebook への誘導 

② ポスターは、就職イベント等において広報ターゲットの目を惹き、発注者の

ブースへ誘導するきっかけとなるデザインとすること。パンフレットの表紙

等のデザインを活用すること。 
③ チラシは、1 枚で発注者の概要を理解できる内容とすること。また、就職イ

ベント等で配布する際に広報ターゲットが手に取りやすいデザインとするこ

と。パンフレットの表紙等のデザインを活用すること。 
④ ロールアップバナーは、就職イベント等において広報ターゲットの目を惹き、

発注者のブースへ誘導するきっかけとなるデザインとすること。パンフレッ

トの表紙等のデザインを活用すること。 
⑤ ウェブサイトは、広報ターゲットが発注者の組織、事業、職員の業務内容や

採用情報等、組織・採用全般に関する情報を取得可能なものであるととも

に、その志望度を向上させる内容とすること。デザインは、パンフレットの

表紙等のデザインを活用すること。現在の発注者のウェブサイトの既存コン

テンツを活かしつつ、今回パンフレット制作のために新たに作成するコンテ

ンツを活用し、より効果的なウェブサイトとなるようトップページのデザイ

ンを含めた制作を行うこと。スマートフォンでの表示に対応すること。企

画、ページ構成等の検討を行い、発注者の了承を得て決定すること。 
 

4. キャッチコピーの作成 
パンフレット、ポスター、チラシ、ロールアップバナー及びウェブサイトに記載す

るキャッチコピーの案を 3 種類以上作成し、発注者の了承を得ること。 
 

5. 取材及び写真撮影 
パンフレット、ポスター、チラシ、ロールアップバナー及びウェブサイトの制作に

際し、以下のとおり取材及び写真撮影を行うこと。 
   （１）発注者の指示に基づき、ライターによる取材及びフォトグラファーによる写

真撮影を行うこと。取材先及び写真撮影先の内訳は、発注者の職員への取材

として発注者の事業所（川崎）、プロジェクト紹介の取材として国内 4 ヶ所

の計 5 ヶ所程度とする。ライターによる取材は 6 日以上とし、フォトグラフ



 
 

ァーはライターによる取材に 5 日以上同行して掲載に必要な写真撮影を行う

こと。 
   （２）取材の際は取材先の許可を取ったうえで録音及び文字起こしを行うこと。 

（３）取材及び写真撮影の内容については事前に発注者と協議し決定すること。 
写真撮影の撮影アングル及び被写体等については、発注者の了承を得るこ

と。プロジェクト紹介のページ用の写真については、発注者の職員とプロジ

ェクト参加者とのコミュニケーションの様子等、発注者の職員の仕事ぶりが

伝わる写真を入れること。 
   （４）取材先、取材日時及び写真撮影先については、発注者と調整のうえ決定する

こと。 
   （５）取材先及び写真撮影先に対して、撮影許可及び機材搬入許可等の諸手続を実

施すること。 
     （６）発注者から写真データを提供された場合は、画素数、色調の確認を行い、必

要に応じて色調整やサイズ変更、トリミング等を行うこと。 
（７）撮影後は速やかに、撮影した全写真のアタリデータを発注者に送付するこ

と。 
（８）写真データ（掲載の有無を問わず全データ）を被写体・事業ごとに取りまと

め、DVD-R 等に格納して発注者に提出すること。データの形式は発注者の

指示に従うこと。また、作成時の OS 及び使用アプリケーションのバージョ

ンを記入したラベルを貼ること。写真データ全てをカラーで出力した紙媒体

（A4 サイズ、ページ数不問）1 部を添付すること。 
 

6. 原稿作成及びリライト 
パンフレット、ポスター、チラシ、ロールアップバナー及びウェブサイトについて、

以下のとおり原稿を新規で作成し、加筆及び修正を行い、発注者の了承を得ること。 
（１） 職員紹介及びプロジェクト紹介については、取材を行ったライターが取材内

容及び別途提供する資料の内容を踏まえて原稿を新規で作成すること。 
（２） 原稿内容は、発注者の業務内容及び制作の目的を十分理解し、広報ターゲッ

トにとって分りやすい内容とすること。 
（３） 取材終了後、発注者の 10 営業日以内に原稿を作成し、発注者に提出するこ

と。 
（４） 発注者の指示に基づき、（１）と同一のライターが原稿案の加筆及び修正を行

い、発注者の了承を得ること。 
（５） 原稿提出の際には、5．（２）で録音した文字起こしデータを添付すること。

なお、文字起こしデータについてはケバ取り不要とする。 
（６） 発注者から文字原稿を提供された場合は、内容を確認して必要に応じて追記

する等、他ページと体裁を合わせ、読みやすいようにリライトすること。 
 

7. 図表等の新規作成及びリデザイン 
以下のとおり、図表等の新規作成及びリデザインを行い、発注者の了承を得ること。 
（１）発注者が別途提供する原稿（手書き原稿含む。）の内容及び意図をくみ取った

うえで、図表等の新規作成を行うこと。また、図表等の大きさ調整、デザイン

の加工、より分かりやすい図表等への作り替え等のリデザインを行うこと。 



 
 

（２）オリジナルの図表等が発注者に無く、二次使用の図表又は写真画像等のトレー

ス等を行い新規作成する場合は、可能な限り他の図表等と同等の品質を確保

すること。 
（３）二次使用等の際は出典元への許諾を取ること。 
（４）図表等は文章とのバランスを配慮しつつ、全体的なデザインと調和し、視認性

が高く、理解しやすいデザインとすること。 
（５）図表等は、キャプションを挿入し分かりやすくすること。 
（６）広報ターゲットに分かりやすい内容となっているかについて、全体的なチェッ

クを行うこと。 
 

8. パンフレットのデザイン、版下作成、印刷・製本業務 
以下のとおり、パンフレットのデザイン、版下作成、印刷・製本業務を行うこと。 
（１）デザイン 

① 表紙・裏表紙のデザインを作成し、発注者の了承を得ること。 
（ア）3 種類のデザイン案を作成すること。 
（イ）NEDO デザインマニュアル（別紙）に従いデザインすること。 
（ウ）基本コンセプトに沿った表紙・裏表紙のデザイン作成を行うこと。 

② 本文のデザインを作成し、発注者の了承を得ること。 
（ア）本文文字数・行数等のラフを提案すること。 
（イ）本文フォーマット、図表、イラスト及び写真等を、①を作成したデ

ザイナーが新規作成及びリデザインすること。 
（a）図表、イラスト及び写真等のデータは、発注者が提供するものの

ほか、受注者が用意することも可とする。受注者が用意するもの

については、発注者が提供するものと同等の品質を確保すること。 
（b）本文のデザインについて、取材前にサムネイル等を作成し、写真

アングル、本文文字数・行数等のラフを提案すること。 
（ウ）基本コンセプトに沿った本文のデザイン作成を行うこと。 

（２）レイアウト 
以下のとおりレイアウトを編集すること。  
① 全体構成の中で、文字、図表、写真、イラスト等を効果的に配置し、見

やすく編集すること。広報ターゲットに印象付けるため、視覚的にも訴

えるデザインとすること。 
② 図表等の大きさ、レイアウト等は発注者の指示により適宜調整及び修正

のうえ、発注者の了承を得ること。 
③ 取材終了後、発注者の 10 営業日以内にレイアウトを作成すること。 
④ 必要に応じて出力見本紙を提出すること。 

（３）組板、編集 
① 全頁を通して Adobe InDesign 又は Adobe Illustrator 上で編集及びレイ

アウトを行うこと。ただし、提供するデータをそのまま画像及び PDF
等に加工して貼り付けることは不可とする。 

② 全頁を通して、（２）でレイアウトしたテキスト情報は修正作業が可能

な状態とし、リンクファイルの編集過程においてアウトライン化を行わ

ないこと。また、文字、図表、写真及びイラスト等においても校正指示



 
 

に基づき修正作業を行うこと。 
（４）校正作業 

① 校正担当者によりレイアウトデザイン及び文章表現、用語、単位等の統一

や誤字脱字の校正を行うこと。また、校閲担当者により地名・組織名・人

物・年度等の事実確認といった校閲を行うこと。全頁を通して校正・校閲

作業を実施し、その結果を発注者に提出すること。 
② 全頁を通して大項目、中項目、小項目などの各フォントタイプ及びフォン

トサイズ等を統一すること。 
③ 校正は PDF 形式で、作業済みのものから順次行い、受注者校正 4 回、発

注者校正 3 回までとすること。 
④ 校正のための読み合わせ作業を発注者と最低 1 回行うこと。 
⑤ 校正作業終了時には、最終完成型の出力誌（A4 版）を 2 部作成し、発注

者の了承を得ること。  
（５）パンフレットの作成 

① サイズ  ：A4 判 
② 用紙  ：表紙・裏表紙、本文ともに仕様に適する用紙を提案し、発注者 

の了承を得ること。 
なお、原則再生紙とするが、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。 
③ 頁数  ：20 頁（表紙・裏表紙含む） 
④ 製本   ：中綴じ 
⑤ 印刷   ：両面カラー印刷（4／C＋4／C） 
⑥ 部数   ：2,500 部（50 部／包の紙梱包とすること） 

（６）電子データの作成 
以下の 4 種類の電子データを各々作成し、DVD-R 等に格納すること（2 部）。 
なお、DVD-R 等のレーベル面には、作成時の OS 及び編集ソフトのバージ

ョンを記載すること。 
① 版下データ 
（ア）Adobe InDesign 又は Adobe Illustrator 形式（CS6.0 以上のバージ

ョン）とし、CS6.0 のバージョンで再編集可能であること。 
（イ）フォント一覧表を作成すること。  

② PDF データ 
①の版下データを基に、以下のとおり PDF データを作成すること。 

（ア）印刷用データ 
（a）X1a 形式（ただし X4 形式に対応している場合は併せて納入す

ること）。 
（b）トンボ付きであること。 
（c）テキスト抽出が可能であること。 
（d）単一頁で作成すること。 

（イ）高解像度データ  
（a）トンボ無しであること。  
（b）画像解像度 350dpi 以上のできるだけ高解像度であること。 
（c）テキスト抽出が可能であること。  



 
 

（d）単一頁と見開き頁の 2 パターン作成すること。 
（ウ）Web 閲覧用低解像度データ 

（a）トンボ無しであること。  
（b）ディスプレイに表示した場合及び印刷した場合に十分判別可能

な、画像解像度 76dpi から 96dpi であること。  
（c）テキスト抽出が可能であること。 
（d）しおりを付けること。 
（e）単一頁と見開き頁の 2 パターン作成すること。 

③ リンクファイルデータ  
①の版下データ作成の過程で作成した図表等のリンクファイルを提供す

ること。また、撮影した画像については、誌面で使用しなかったものにつ

いてもデータ提供を行い、二次使用も含めた許可をフォトグラファーか

ら取ること。 
なお、各ファイルデータは JPEG 形式、PNG 形式、GIF 形式又は EPS
形式であること。 

④ パンフレットの表紙のデザインデータ 
（ア）JPEG 形式であること。 
（イ）画像サイズは、幅 820px、高さ 360px とすること。 
（ウ）ロゴ等の要素を、幅 640px、高さ 320px の範囲の中に収めること。 

 
9. ポスターのデザイン、版下作成、印刷業務 

以下のとおりポスターのデザイン、版下作成、印刷業務を行うこと。 
（１）デザイン 

8．で作成したパンフレットの表紙のデザイン等を活用し、ポスターのデザイ

ンを作成し、発注者の了承を得ること。 
① 2 種類のデザイン案を作成すること。 
② NEDO デザインマニュアル（別紙）に従いデザインすること。 
③ 基本コンセプトに沿ったポスターのデザイン作成を行うこと。 

（２）レイアウト 
以下のとおりレイアウトを編集すること。  
① 全体構成の中で、文字、図表、写真、イラスト等を効果的に配置し、見や

すく編集すること。広報ターゲットに印象付けるため、視覚的にも訴える

デザインとすること。 
② 図表等の大きさ、レイアウト等は発注者の指示により適宜調整及び修正

のうえ、発注者の了承を得ること。 
③ 必要に応じて出力見本紙を提出すること。 

（３）組板、編集 
① Adobe InDesign 又は Adobe Illustrator 上で編集及びレイアウトを行う

こと。ただし、提供するデータをそのまま画像及び PDF 等に加工して貼

り付けることは不可とする。 
② （２）でレイアウトしたテキスト情報は修正作業が可能な状態とし、リン

クファイルの編集過程においてアウトライン化を行わないこと。また、文

字、図表、写真及びイラスト等においても校正指示に基づき修正作業を行



 
 

うこと。 
（４）校正作業 

① 校正担当者によるレイアウトデザイン及び誤字脱字の校正を行い、その

結果を発注者に提出すること。 
② 校正は PDF 形式で、受注者校正 3 回、発注者校正 2 回までとすること。 

（５）印刷 
① サイズ：B1 判 
② 用紙 ：仕様に適する用紙を提案し、発注者の了承を得ること。 
③ 印刷 ：片面カラー印刷（4／C）  
④ 数量  ：20 部 

（６）荷姿 
折り目がつかないよう、プラスチック素材の丸筒状のアジャスターケース（ポ

スターケース）3 つに分けて梱包し納入すること。 
（７）電子データの作成 

以下の 2 種類の電子データを各々作成し、DVD-R 等に格納すること（2 部）。 
① 版下データ  

（ア）Adobe InDesign 又は Adobe Illustrator 形式（CS6.0 以上のバー

ジョン）とし、CS6.0 のバージョンで再編集可能であること。 
（イ）フォント一覧表を作成すること。  
（ウ）テキスト抽出が可能であること。 

② PDF データ  
①の版下データを基に、以下のとおり Web 閲覧用低解像度データ（PDF
データ）を作成すること。  

（ア）トンボ無しであること。  
（イ）ディスプレイに表示した場合及び印刷した場合に十分判別可能な、画

像解像度 76dpi から 96dpi であること。  
（ウ）テキスト抽出が可能であること。 

 
10. チラシのデザイン、版下作成、印刷業務 

以下のとおりチラシのデザイン、版下作成、印刷業務を行うこと。 
（１）デザイン 

チラシのデザインを作成し、発注者の了承を得ること。表面は 8．で作成した

パンフレットの表紙のデザイン等を活用し、裏面は会社概要、ミッション等を

簡潔に記載すること。 
① 2 種類のデザイン案を作成すること。 
② NEDO デザインマニュアル（別紙）に従いデザインすること。 
③ 基本コンセプトに沿ったチラシのデザイン作成を行うこと。 

（２）レイアウト 
以下のとおりレイアウトを編集すること。  
① 全体構成の中で、文字、図表、写真、イラスト等を効果的に配置し、見や

すく編集すること。広報ターゲットに印象付けるため、視覚的にも訴える

デザインとすること。 
② 図表等の大きさ、レイアウト等は発注者の指示により適宜調整及び修正



 
 

のうえ、発注者の了承を得ること。 
③ 必要に応じて出力見本紙を提出すること。 

（３）組板、編集 
① Adobe InDesign 又は Adobe Illustrator 上で編集及びレイアウトを行う

こと。ただし、提供するデータをそのまま画像及び PDF 等に加工して貼

り付けることは不可とする。 
② （２）でレイアウトしたテキスト情報は修正作業が可能な状態とし、リン

クファイルの編集過程においてアウトライン化を行わないこと。また、文

字、図表、写真及びイラスト等においても校正指示に基づき修正作業を行

うこと。 
（４）校正作業 

① 校正担当者によるレイアウトデザイン及び文章表現、用語、単位等の統一

や誤字脱字の校正を行い、その結果を発注者に提出すること。 
② 各項目のフォントタイプ及びフォントサイズ等を統一すること。 
③ 校正は PDF 形式で、受注者校正 3 回、発注者校正 2 回までとすること。 
④ 校正作業終了時には、最終完成型の出力誌（B4 版）を 2 部作成し、発注

者の了承を得ること。  
（５）印刷 

① サイズ：B4 判 
② 用紙 ：仕様に適する用紙を提案し、発注者の了承を得ること。 

なお、原則再生紙とするが、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。 
③ 印刷 ：両面カラー印刷 （4／C＋4／C） 
④ 数量  ：4,000 部（200 部／包の紙梱包とすること） 

（６）電子データの作成 
以下の 2 種類の電子データを各々作成し、DVD-R 等に格納すること（2 部）。 
① 版下データ  

（ア）Adobe InDesign 又は Adobe Illustrator 形式（CS6.0 以上のバージ

ョン）とし、CS6.0 のバージョンで再編集可能であること。 
（イ）フォント一覧表を作成すること。  
（ウ）テキスト抽出が可能であること。 

② PDF データ  
①の版下データを基に、以下のとおり Web 閲覧用低解像度データ（PDF
データ）を作成すること。  

（ア）トンボ無しであること。  
（イ）ディスプレイに表示した場合及び印刷した場合に十分判別可能な、

画像解像度 76dpi から 96dpi であること。 
（ウ）テキスト抽出が可能であること。 

 
11. ロールアップバナーのデザイン、版下作成、印刷業務 

以下のとおり、ロールアップバナーのデザイン、版下作成、印刷業務を行うこと。 
（１）デザイン 

8．で作成したパンフレットの表紙のデザイン等を活用し、ロールアップバナ



 
 

ーのデザインを作成し、発注者の了承を得ること。 
① 2 種類のデザイン案を作成すること。 
② NEDO デザインマニュアル（別紙）に従いデザインすること。 
③ 基本コンセプトに沿ったロールアップバナーのデザイン作成を行うこと。 

（２）レイアウト 
以下のとおりレイアウトを編集すること。  
① 全体構成の中で、文字、図表、写真、イラスト等を効果的に配置し、見や

すく編集すること。広報ターゲットに印象付けるため、視覚的にも訴える

デザインとすること。 
② 図表等の大きさ、レイアウト等は発注者の指示により適宜調整及び修正

のうえ、発注者の了承を得ること。 
（３）組板、編集 

① Adobe InDesign 又は Adobe Illustrator 上で編集及びレイアウトを行う

こと。ただし、提供するデータをそのまま画像及び PDF 等に加工して貼

り付けることは不可とする。 
② （２）でレイアウトしたテキスト情報は修正作業が可能な状態とし、リン

クファイルの編集過程においてアウトライン化を行わないこと。また、文

字、図表、写真及びイラスト等においても校正指示に基づき修正作業を行

うこと。 
（４）校正作業 

① 校正担当者によるレイアウトデザイン及び誤字脱字の校正を行い、その

結果を発注者に提出すること。 
② 校正は PDF 形式で、受注者校正 3 回、発注者校正 2 回までとすること。 

（５）制作 
① サイズ：W60cm×H180cm 
② 印刷 ：片面カラー印刷（4／C） 
③ 数量  ：1 枚 

（６）荷姿 
折り目がつかないよう、プラスチック素材の丸筒状のアジャスターケース（ポ

スターケース）に梱包し納入すること。 
（７）電子データの作成 

以下の 2 種類の電子データを各々作成し、DVD-R 等に格納すること（2 部）。 
① 版下データ  

（ア）Adobe InDesign 又は Adobe Illustrator 形式（CS6.0 以上のバージ

ョン）とし、CS6.0 のバージョンで再編集可能であること。 
（イ）フォント一覧表を作成すること。  
（ウ）テキスト抽出が可能であること。 

② PDF データ  
①の版下データを基に、以下のとおり Web 閲覧用低解像度データ（PDF
データ）を作成すること。  

（ア）トンボ無しであること。  
（イ）ディスプレイに表示した場合及び印刷した場合に十分判別可能な、

画像解像度 76dpi から 96dpi であること。  



 
 

（ウ）テキスト抽出が可能であること。 
 

12. ウェブサイトのデザイン、制作等業務 
   以下のとおり、新卒採用ウェブサイトのデザイン及び制作等業務を行うこと。対象の

ウェブサイトについては現在公開中であり、トップページの URL は以下のとおり。  
<https://www.nedo.go.jp/recruit/> 
（１）データの提供等  

① 提供内容 
現在公開中の新卒採用ウェブサイトに係るデータ一式（Jscript 及び CSS
を用いた HTML、JPEG、PNG、GIF 等） 

② 提供日及び提供方法 
契約締結後、速やかに DVD-R 等の電子媒体で提供する。 

（２）既存新卒採用ウェブサイトの情報更新業務 
現在公開中の新卒採用ウェブサイトについて、発注者が提供する情報を基に「イ

ベント情報」のページを更新すること。更新作業は、作業後の画面イメージを

発注者に提示し、発注者の了承を得たうえで実施すること。 
（３）新規新卒採用ウェブサイトのデザイン、制作業務 

既存のコンテンツ（「事業を知る」、「仲間を知る」等）及び 6．で作成した新規

コンテンツを活用し、以下のとおりトップページのデザインを含めた新規新卒

採用ウェブサイトの制作を行うこと。また、発注者が指示する修正を行うとと

もに、より効果的なウェブサイトとなるよう改修を行うこと。 
① 制作、修正及び改修作業は、作業後の画面イメージを発注者に提示し、発

注者の了承を得たうえで実施すること。 
② デザインは、8．で作成したパンフレットの表紙のデザイン等を活用するこ

と。 
③ 「職員紹介」、「プロジェクト紹介」のページについては、6．で新規に作成

した原稿を基に新規ページを追加するとともに、既存のコンテンツも見ら

れるようにレイアウトを工夫すること。 
④ 「メッセージ」、「NEDO について」、「制度を知る」のページについては、

6．で作成したパンフレットの原稿を基に修正、差し替えを行うこと。 
⑤ 「採用情報」、「よくある質問」、「イベント情報」のページについては、発

注者から提供する情報を基に修正を行うこと。 
⑥ 発注者の学生向け Facebook のカバーページを新規に作成すること。 
⑦ 発注者のウェブサイトから新卒採用ウェブサイトへ案内するバナーのデザ

インを作成すること。 
⑧ 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。 
⑨ 常時 HTTPS 化に対応したコンテンツとすること。 
⑩ PC、スマートフォンのいずれから見ても、トップページのデザインがいび

つにならないように調整を行うこと。 
（４）電子データの作成 

（２）及び（３）で作成した新卒採用ウェブサイトのコンテンツデータを DVD-
R 等の電子媒体に格納し 1 組納入すること。また、DVD-R 等のレーベル面に



 
 

はタイトルを記載すること。 
 

13. 機構紹介プレゼンテーション資料のリデザイン 
発注者が提供する機構紹介プレゼンテーション資料（Microsoft PowerPoint 形式ス

ライド枚数 30 枚程度）の文章、図表等のリデザインを行い、発注者の了承を得ること。 
（１）発注者が別途提供する原稿（手書き原稿含む。）の内容及び意図をくみ取った

うえで、文章や図表等の大きさの調整、デザインの加工、より分かりやすい表

現や図表等への作り替え等のリデザインを行うこと。 
（２）デザインは、8．で作成したパンフレットの表紙のデザイン等を活用すること。 
（３）オリジナルの図表等を発注者が所有しておらず、二次使用の図表又は写真画

像等をトレースする場合は、可能な限り他の図表等と同等の品質を確保する

こと。 
（４）図表等は文章とのバランスを配慮しつつ、全体的なデザインと調和し、視認

性が高く、理解しやすいデザインとすること。 
（５）広報ターゲットに分りやすい内容となっているかについて、全体的なチェッ

クを行うこと。 
（６）受注者校正 3 回、発注者校正 2 回までとすること。 
（７）最終校正作業終了後、最終完成型の機構紹介プレゼンテーション資料の電子

媒体（Microsoft PowerPoint2013 以降の形式）を発注者にメールで提出する

こと。 
 

14. その他の付帯業務 
そのほか 1．から 13．に付帯する業務を行うこと。 

 
Ⅳ.納入物等 

1. 納入物及び納入期限 
本業務における納入物の名称等、本仕様書上の掲載箇所、納入期限は下表のとおり。 
 
項番 名称等 掲載箇所 納入期限 
① 撮影写真 写真データ Ⅲ.5.（８） 2020 年 2 月 28 日

（金） 
② パンフレット 印刷物 Ⅲ.8.（５） 2020 年 1 月 31 日

（金） 
③ 版下データ Ⅲ.8.（６）① 2020 年 1 月 31 日

（金） 
④ PDF データ Ⅲ.8.（６）② 2020 年 1 月 31 日

（金） 
⑤ リンクファイル

データ 
Ⅲ.8.（６）③ 2020 年 1 月 31 日

（金） 
⑥ パンフレットの

表紙のデザイン

データ 

Ⅲ.8.（６）④ 2020 年 1 月 31 日

（金） 



 
 

⑦ ポスター 印刷物 Ⅲ.9.（５） 2020 年 1 月 31 日

（金） 
⑧ 版下データ Ⅲ.9.（７）① 2020 年 1 月 31 日

（金） 
⑨ PDF データ Ⅲ.9.（７）② 2020 年 1 月 31 日

（金） 
⑩ チラシ 印刷物 Ⅲ.10.（５） 2019 年 12 月 27 日

（金） 
⑪ 版下データ Ⅲ.10.（６）① 2019 年 12 月 27 日

（金） 
⑫ PDF データ Ⅲ.10.（６）② 2019 年 12 月 27 日

（金） 
⑬ ロールアップ

バナー 
制作物 Ⅲ.11.（５） 2020 年 1 月 31 日

（金） 
⑭ 版下データ Ⅲ.11.（７）① 2020 年 1 月 31 日

（金） 
⑮ PDF データ Ⅲ.11.（７）② 2020 年 1 月 31 日

（金） 
⑯ ウェブサイト

（ 既 存 更 新

分） 

電子データ Ⅲ.12.（４） 2019 年 10 月 25 日

（金） 

⑰ ウェブサイト

（ 新 規 作 成

分） 

電子データ Ⅲ.12.（４） 2020 年 2 月 14 日

（金） 

⑱ 機構紹介プレ

ゼンテーショ

ン資料 

電子データ Ⅲ.13.（７） 2019 年 12 月 27 日

（金） 

 
2. 納入場所 

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17 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 人事部 

 
Ⅴ.その他 

1. 環境に配慮した印刷を行うこと。 
2. 発注者に提供する制作物及び写真データ（掲載の有無を問わず全データ）に関する全

ての著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含む。）及び所有権は発

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。 
3. パンフレット、ポスター、チラシ及びロールアップバナーの編集に利用するソフトは、

Adobe InDesign、Adobe Illustrator 及び Photoshop とすること。 



 
 

4. 納入後一年以内に受注者の責に帰すべき事由による瑕疵があることが判明した場合

は、発注者から瑕疵の連絡を受けてから 15 営業日以内に瑕疵を修補し、再度発注者

に納入すること。 
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. 各種作成費、交通費及び人件費、機材及び装備等調達費、保険料等の本業務に係る諸

経費全てを負担すること。 
7. 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。 
8. 本業務については、本仕様書及び受注者より 2019 年○月○日付けで発注者に提出さ

れた提案書に基づき実施すること。 


