
 

 

 

仕様書 

 

 

Ｉ．件名 

「第 2回 航空・宇宙機器 開発展」出展に係る会場設営・運営業務 

 

Ⅱ．出展概要 

発注者が出展する展示会の概要は以下のとおり。 

展示会名称 第 2回 航空・宇宙機器 開発展（以下「展示会」という） 

出展日時  2020年 2月 26 日（水）から 28日（金） 

          26日（水）10時から 18 時 

          27日（木）10時から 18 時 

          28日（金）10時から 17時 

出展場所  〒261-8550 千葉市美浜区中瀬 2-1 幕張メッセ 

出展面積  3小間 約 9ｍ×約 5.4ｍ（約 48.6㎡） 

 

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。 

    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 

発注者が指定するレイアウト別紙を基に以下のものを用意すること。 

① 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、ブースに相応しい色とすること。 

② ファサードを設置し、遠方からの視認性を確保すること。 

③ メインサインには、発注者が貸与するチャンネル文字 2組を用いること。 

また、必要な電源設備を設置すること。 

④ 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。 

⑤ 受付を設置すること。 

⑥ 展示スペースを設けること。 

⑦ 商談スペースを設けること。 

⑧ ストックルームを設けること。 

 

 



 

 

 

(２) 受付 

① ２．の（１）の備品を配置すること。 

② アンケート用紙の配布及び回収が可能なスペースを設けること。 

(３) 商談スペース 

２．の（２）の備品を配置すること。 

(４) 展示スペース 

① ２．の（３）の備品・機材等を配置すること。 

② ３．の（３）の A0及び A1サイズの展示パネルを設置すること。 

③ デモスペースにディスプレイを設置すること。また、必要な電源設備を整備 

すること。 

④ 発注者が用意する各展示物を展示すること。また、各展示物は原則として展 

示台に設置すること。 

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。 

⑤ 各展示物のネームプレートを用意すること。 

⑥ 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。 

(５) ストックルーム 

① ２．の（４）の備品を配置すること。 

② 約 2.1ｍ×2.4ｍ（約 5.0㎡）の面積を確保すること。 

③ 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 受付用カウンター W1,200㎜×D450㎜×H700㎜程度 

棚がついていること。 

1台 

イ 受付用椅子 背もたれ付であること。 1脚 

ウ カタログスタンド パンフレット等を 5種類置けること。 1台 

エ アンケート回収箱 ― 1台 

   （２）商談スペース 

項番 項目 仕様 数量 

ア 机 φ750㎜×H700mm 1台 

イ 椅子 背もたれ付であること。 4脚 

ウ カタログスタンド パンフレット等を 5種類置けること。 1台 

   （３）展示スペース 

項番 項目 仕様 数量 

ア 展示台 1 W1,600㎜×D1,000㎜×H900mm程度 

展示台の下に収納スペースがあること。 

200kgまでの重さに耐えられること 

1台 

イ 展示台 2 W1,600㎜×D500㎜×H900mm程度 

展示台の下に収納スペースがあること。 

3台 



 

 

 

ウ 展示台 3 W1,000㎜×D1,000㎜×H500mm程度 

展示台の下に収納スペースがあること。 

1台 

エ 展示台 4 W1,000㎜×D500㎜×H900mm程度 

展示台の下に収納スペースがあること。 

1台 

オ 展示台 5 W800㎜×D500㎜×H900mm程度 

展示台の下に収納スペースがあること。 

2台 

カ ディスプレイ 40インチ以上であること。 

PC映像出力が可能なこと。 

2台 

キ ネームプレート 展示品名、展示品の説明を記載 10個 

ク タッチ禁止の看板 「お手を触れないで下さい」と記載。 8枚 

ケ 展示物保護用の布 白色 1,500㎜×1,200㎜ 1枚 

コ 展示物保護用の布 白色1,200㎜×1,200㎜ 8枚 

サ カタログスタンド パンフレット等を 5種類置けること。 1台 

シ 境界壁 約 5,400㎜×2,700mm 1枚 

ス パーテーションＡ パネル貼付面（両面）は A１（タテ）サ
イズのパネル 2枚（縦並び）または 1枚
が貼付可能な、W800mm×H2,100mm程度の
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。 

パネルごとにアームスポット照明を取り

付けること。 

2枚 

セ パーテーションＢ パネル貼付面（両面）は A１（タテ）サ
イズのパネル 2枚（横並び）または 1枚
が貼付可能な、W1,600mm×H2,100mm程度
の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。 
パネルごとにアームスポット照明を取り
付けること。 

1枚 

ソ パネル掲示用備品 ３．の（３）のパネルをア.イ.ウ.エ.オ
に固定するための備品を用意すること。 

1式 

   （４）ストックルーム 

項番 項目 仕様 数量 

ア 棚 W1,000㎜×D400㎜×H1,800mm程度 1台 

 

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．の会場設計業務において、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 出展概要、会場案内、スケジュール、会場

レイアウト図、ブースレイアウト図、展示

物一覧、実施体制図、役割分担表、スタッ

フ業務の詳細、注意事項、緊急時対応等。 

オ 部数 5部 

   （３）パネル 

１．の（4）の②で使用するパネルについて、契約締結後発注者が提供するデータを基 

にデザイン案を作成し、2020年 2月 5日（水）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 判型及び種類 A0 （タテ）１種類、A1 （タテ）7種類 

イ 枚数 8枚 

ウ 印刷 片面 4色刷り 

エ 装丁 マットコート印刷したものを 5mm 厚の

A0,A1サイズ軽量パネルに貼りつけること。 

   （４）アンケート用紙 

発注者が提供するデータを基に下表の仕様により作成すること。 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 印刷 片面白黒 

ウ 枚数 展示者用   30部 

来場者用 1,000部 

（５）電子データ 

運営マニュアル、パネル、アンケート用紙の電子データについては発注者が別途指示

する形式の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、発注者及び主催者（会場の管理者） 

と調整のうえ行うこと。開催期間中に機材の不具合が生じた場合は速やかに交換する 

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「幕張メッセ」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、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 受付スタッフ 

        来場者の受付、案内、配布物の管理、補充、荷物の運搬、展示物の安全管理、来場 

者のカウント、PR等を行う受付スタッフを開催期間中、常時 2名配置すること。 

   （２）運営業務 

      以下の運営業務を行うこと。 

      ① 全体責任者は、本業務の運営・管理業務を行うこと。運営マニュアルを用いた業

務内容の周知徹底、全体の進行管理を行うこと。 

② 受付スタッフは、来場者の受付、案内、配布物の管理、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、アンケートの配布、回収等を行うこと。 

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。 

なお、受注者は、展示会終了後 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、2020 年 3月 13日（金）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、発注者に確認のうえ、

指示に従うこと。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 パネルの内容を縮小したものを添付すること。 

エ 来場者数 

オ 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すること。) 

 



 

 

 

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３．の（１） 発注者の事務所 2019年 10月 31日 

イ 運営マニュアル Ⅳ．の３．の（２） 展示会会場 2020年 2月 26日 

ウ パネル Ⅳ．の３．の（３） 展示会会場 2020年 2月 26日 

エ アンケート用紙 Ⅳ．の３．の（４） 展示会会場 2020年 2月 26日 

オ 電子データ Ⅳ．の３．の（５） 発注者の事務所 2020年 3月 13日 

カ アンケート結果速

報値 

Ⅳ.の５.の（２）

の② 

発注者の事務所 2020年 3月 6日 

キ 報告書 Ⅴ. 発注者の事務所 2020年 3月 13日 

※イ、ウ、エ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。 

 

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．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． 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．受注者は、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．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．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。 

  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。 


