
 

 

 

別紙 

 

仕様書 

 

Ⅰ．件名 

  「SIP サイバー/アーキテクチャ構築及び実証研究の最終成果報告会」に係る会場運営

業務 

 

Ⅱ．最終成果報告会の概要 

内閣府が主催し、発注者が事務局を務める最終成果報告会の概要は以下のとおり。 

 

 １．名称 

   戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 2期/ビッグデータ・AIを活用したサ

イバー空間基盤技術/アーキテクチャ構築及び実証研究の最終成果報告会（以下「報告

会」という。） 

 

 ２．開催日時 

   2020年 3月 18 日（水） 

   10時から 17時（9時受付開始） 

 

 ３．開催場所等 

   （１）開催場所 

      JR東京駅から電車及び徒歩にて 40分圏内の会場。 

   （２）会場の条件 

      会場は以下の 5つで構成するものとする。 

なお、来場者の動線を考慮して以下の①から⑤が同フロアにあること。 

      ①口頭発表会場 

       (a)スクール形式で来場者約300名の肩が触れ合う事のない十分な間隔を確保

して着席でき、550㎡以上であること。 

        (b)動画配信システムを設置できること。 

        (c)来場者が無線 LANを利用可能であること。 

        (d)スポットライトを備え付けていること。 

        (e)ステージ、司会台、演台を備え付けていること。 

         (f)発表者がプレゼンテーションで使用するスクリーンとプロジェクター、 

音響装置を備え付けていること。 

      ②受付 

       ①の口頭発表会場の入り口付近に設置すること。聴講者及び発表者をそれ 

ぞれ受付可能なスペースを確保すること。ネームホルダーの配布及び回収、

プログラム案内チラシ等の配布、アンケート用紙等の配布及び回収等が可

能であること。 

        ③クローク 

         来場者のコート類及びスーツケース等を収納できること。 

         



 

 

 

④来賓控室 

         20名の来賓等の控室及び昼食会場として使用可能とするため、机、椅子及

びハンガーラックを備えること。また、昼食、コーヒー等の給仕ができるこ

と。 

        50㎡以上であること。 

        ⑤ポスターセッション会場 

        (a)A0サイズ（縦）のポスター22枚が展示可能で、来場者が滞留して交流で

きるスペースがあること。 

          400 ㎡以上であること。 

        (b)来場者が無線 LANを利用可能であること。 

          (c)コーヒーなどのドリンクサービスを行うための机を 10台設置できること。 

         (d)発注者が指示するコンテンツ 2種類を独立して上映できるシステムを設置 

できること。 

          画面サイズ 50インチ以上を 2台、1画面あたり観覧席 10席程度を設置でき 

  ること 

        (e)展示ポスターに近接した位置に、机と椅子を配置した相談コーナー（対面 4 

席）を 6セット設置できること 

 

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．会場の設営及び撤去 

 ２．備品・機材等の手配 

 ３．運営マニュアル等作成業務 

 ４．運営等業務 

 ５．公式 WEBサイトの構築・動画配信とその保守管理業務 

 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．会場の設営及び撤去 

    以下により、会場の設営及び撤去を行うこと。 

    （１）口頭発表会場 

        ①２．の（１）の備品・機材等を配置すること。 

        ②ステージ及び演台を配置すること。 

        ③プログラムの進行に応じて、演台、机、椅子などの備品を配置すること。 

    （２）受付 

        ２．の（２）の備品を配置すること。 

    （３）来賓控室 

        ２．の（３）の備品を配置すること。 

    （４）ポスターセッション会場 

        ２．の（４）の備品を配置すること。 



 

 

 

    （５）看板等 

        ３．の（５）の看板等について、発注者が指示する場所に設置すること。 

    （６）会場設営及び撤去等の日時等 

        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

等と調整のうえ 2020年 3月 18日（水）8時 30分までに行うこと。 

        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

き報告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。 

 

 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）口頭発表会場 

項番 項目 仕様 数量 

ア スクリーン 口頭発表会場の規模および構造に適切な仕

様のスクリーンであること。 

（W550cm×H350cm以上） 

1幕 

イ プロジェクター アのスクリーンに対応した輝度を確保する

こと。 

ウのノート PCとの接続が可能であること。 

口頭発表者の持込み PCにも接続対応でき

ること。 

1台 

ウ ノート PC 最新のアップデートを適用した Windows10

以降の OSを搭載した PCであること。 

以下のソフトウェア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 

イのプロジェクターとの接続が可能である

こと。 

１台 

エ 関係者用机及び椅子 スクール形式で、机 W180cm×D45cm程度 

机 1台に 2名が使用する配置とすること。 

椅子は背もたれ付きとすること。 

最前列は幕板付きの机とすること。 

レイアウトは、発注者の指示にしたがうこ

と。 

36セッ

ト 

オ 聴講者用机及び椅子 スクール形式で、机 W180cm×D45cm程度  

机 1台に 2名が使用する配置とすること。 

椅子は背もたれ付きとすること。 

レイアウトは、発注者の指示にしたがうこ

と。 

108セッ

ト 



 

 

 

カ 補助椅子 背もたれ付とすること。 108脚 

キ 演台 司会者用及び口頭発表者用の演台を左右両

側に 1台ずつ配置すること。 

演台には、サの有線マイクを備えること。 

口頭発表者用演台にはイのプロジェクター

に接続されたウのノート PCとスのレーザ

ーポインタを備えること。また演台上で、

ノート PCの操作ができること。 

2台 

ク パネルディスカッ

ション用机及び椅

子 

パネルディスカッションの際には、セッシ

ョンで使用するための 12人分の背もたれ

付き椅子及び机（W180cm×D45cm以上）4

台をプログラムの進行にあわせて設営し、

終了後に撤収すること。 

また、コのワイヤレスマイクを備えるこ

と。 

1式 

ケ 演台パネリスト等

の表示貼り紙 

氏名、肩書等を会場の関係者席及び聴講者

席にむけて A3サイズで表示すること。 

12枚 

コ ワイヤレスマイク 10本（パネルディスカッションで使用） 

スタンドを備えること。 

10本 

サ 有線マイク ストレート型マイクスタンドを備えるこ

と。（発表者、司会用演台で 2本） 

2本 

シ スピーカー等音響

機器 

口頭発表会場内の全域で良好な聴取ができ

る能力をもつこと。 

一式 

ス レーザーポインタ － 1本 

セ ストップウォッチ タイムキープ係が使用 1個 

ソ 卓上ベル タイムキープ係が使用 1個 

タ 手元灯 演台に設置すること。 2個 

チ 関係者席等の貼り

紙 

発注者が指定する者の座席を明示すること。 75枚 

ツ 登壇者用の飲料及

びコップ 

飲料は水、お茶とすること。ワンウェイの

プラスチック製の製品及び容器包装を使用

しないこと。 

17セッ

ト 

テ スポットライト ステージ上の司会台、演台を明るくするこ

と。 

10灯 

以上 

ト ステージ W1,500cm×D120cm×H40cm以上であること １式 

ナ インターネット動

画配信システム 

 

発注者の確認を得て会場内の模様を撮影し、有線ケー

優先ケーブルを使用して音声と映像をイン 

ターネットで安定配信できること。 

Ⅳ．の５．の発注者が指定する方法（You 

Tubeなど）でライブ配信できること。 

一式 

ニ 無線 LAN 会場全域をカバーする Wi-Fiを備えること。 1式 

    



 

 

 

   （２）受付 

項番 項目 仕様 数量 

ア 受付用机 W180㎝×D45㎝程度 2台 

イ 受付用椅子 － 6脚 

ウ 配布資料用机 W180㎝×D45 ㎝程度 2台 

エ 名刺入れ － 3個 

オ アンケート回収箱 － 3個 

   （３）来賓控室 

項番 項目 仕様 数量 

ア 机 W180㎝×D45㎝程度 8台 

イ 椅子 背もたれがあること。 20脚 

ウ ハンガーラック 20名分（ハンガー含む。） 1式 

エ 無線 LAN 来賓控室用の Wi-Fi環境を備える 1式 

オ 飲料 コーヒー、お茶、水等をセルフ方式で提供

すること。ワンウェイのプラスチック製の

製品及び容器包装を使用しないこと。 

20名分 

   （４）ポスターセッション会場 

項番 項目 仕様 数量 

ア ポスター掲示台 A0縦サイズのポスターが貼付可能で自立

可能なパーティションボードであること。 

貼り付け面の最大高さは 200cm以上で、ボ

ードの幅は 90cm程度であること。 

３．の（８）のポスターを貼付すること。 

22枚 

イ 画鋲･両面テープ

等 

22枚のポスター掲示台へのポスター貼付に

必要な数量 

一式 

ウ ポスターセッショ

ン説明者用椅子 

－ 22脚 

エ 資料配布用机 W180㎝×D45㎝程度 2台 

オ 椅子 上映システム視聴者用の背もたれ付き椅子 20脚 

カ 相談コーナー机 W180cm×D45cm程度 6台 

キ 相談コーナー椅子 背もたれ付き 24脚 

ク 上映システム 発注者指定のコンテンツを上映する 50イ

ンチ以上のモニターと再生装置 

2セット 

ケ 飲料 コーヒー、お茶、水等をセルフ方式で提供

すること。 

ワンウェイのプラスチック製の製品及び容

器包装を使用しないこと。 

300名分 

コ 飲料提供用机 飲料を提供するための机 W180cm×D45cm程

度 

配置については、発注者の確認を得ること。 

10台 

 

 



 

 

 

 ３．運営マニュアル等作成業務 

    以下を作成すること。 

    （１）工程表 

         実施に係る工程管理のため、契約締結後速やかに工程表を作成し、発注者の了承 

を得ること。また、必要に応じて状況を逐次アップデートし、発注者と共有する 

こと。 

    （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 10部 

    （３）プログラム案内チラシ 

契約締結後、発注者が提供する情報を基にプログラム案内チラシの原案を

2020 年 2 月 5 日（水）までに提示し、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、プログラム案内チラシは、発注者の事務所に電子データを納入するとと 

もにⅣの５.の公式 WEBページに A4サイズのチラシとして印刷可能な状態に 

して掲載すること。 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 印刷 両面 4色刷り 

ウ 用紙 再生コート紙 菊版 62.5kg以上 

エ 頁数 2頁 

オ 記載内容 イベント名、開催場所、開催日時、プログラ

ム、展示概要等実施体制図 など 

カ 部数 350 部 

   （４）司会進行用台本 

      口頭発表会の司会進行に係る台本を、2020年 2月 18日（火）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。 

項番 項目 仕様 

ア 判型 A4 

イ 製本 平綴じ 

ウ 印刷 両面白黒 

エ 部数 5部 



 

 

 

   （５）看板等 

      来場者を円滑に誘導するため、発注者が提供するデータを基に下表の仕様に 

 より看板等を作成すること。記載内容の詳細は発注者が別途指示する。 

項番 項目 サイズ 記載内容 備考 種類 数量 

ア 案内看板 A3サイズ 

報告会名称、矢印

等による会場場

所案内等 

スタン

ド付 
5種類 全 7枚 

イ 

口頭発表会会

場のステージ

看板 

スクリーン

の上に掲示

する適切な

サイズ 

開催名称 － 1種類 1枚 

ウ 

ポスターセッ

ション会場図 A2サイズ 

ポスターセッシ

ョン会場の平面

図等 

－ 1種類 4枚 

エ 
タイムテーブ

ル 
A2サイズ 

口頭発表会のプ

ログラム等 
－ 1種類 4枚 

  （６）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 両面白黒 

ウ 部数 350 枚 

   （７）出席者リスト及び名札 

      受注者は出席者リスト（事前登録及び報告会後の実績）を作成し、提出するこ 

と。また、事前登録及び発注者が指定するその他出席者の内容を基に名札を下 

表の仕様により作成すること。 

項番 項目 サイズ 

ア ケース外寸 W10.7cm×H11.5cm程度 

イ ケース素材 非塩ビオレフィン系両面白黒 

ウ 紐の長さ 90cm程度 

エ 紐の色 赤：来賓者用（20本） 

青：事前登録者及びその他出席者用（350本） 

オ 中紙 W10cm×H10cm程度 

カ 記載内容 別途発注者より指示する 

キ 数量 370 個 

   （８）ポスター    

      発注者が提供するポスター用電子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 A0 

イ 種類 22種類 

ウ 枚数 各 1 枚 



 

 

 

   （９）電子データ 

      作成物のうち、プログラム案内チラシについては Adobe Illustrator または 

Adobe Indesignで、運営マニュアル、司会進行用台本、アンケート用紙につ 

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．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・管理業務を行う全体責任者を 1名配置すること。 

       ② 司会者 

         口頭発表会の司会進行１名、誘導等の業務に従事する者を常時 1名配置す 

ること。 

なお、司会進行は司会業務経験者とすること。      

③ 受付スタッフ 

         来場者の受付、案内・誘導、アンケート用紙の配布及び回収、プログラム

案内チラシの配布、運搬及び配布等の業務を行う人員を口頭発表会場に常

時 3名以上配置すること。 

       ④ 運用・管理スタッフ 

         ステージ上のレイアウト変更や演台上の水の交換、照明・音響・PC機材等 

        の運用・管理、動画配信業務を行う人員を口頭発表会場に常時 4名以上配

置すること。 

       ⑤ タイムキープ係 

        口頭発表会の時間管理等を行う人員を口頭発表会場に常時 1名以上配置す

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。開催時刻までに現場

スタッフに運営マニュアルに基づき、当日の運営業務の説明を実施すると

共に全体の進行管理を行うこと。 

       ② 司会者は、口頭発表会の司会進行・誘導等を行うこと。 

       ③ 受付スタッフは、来場者の案内及び誘導、来場者の名刺の受領及び来場者 

 数のカウント、プログラム案内チラシの配布、アンケート用紙の配布及び 

回収、配布物の管理、補充、荷物の運搬を行うこと。 

なお、回収したアンケート用紙については、発注者に引き渡すこと。 

       ④ 運用・管理スタッフは、口頭発表会の進捗にあわせて、ステージ上の演台、 

椅子机のレイアウト変更等や、発表者用の水の交換等を行い、照明・音響・

PC機材等の運用・管理と会場の様子をインターネット配信する業務を行う

こと。また、来賓控室、ポスターセッション会場の飲料の管理を行うこと。 

なお、質疑応答を行うための仕組み（slido 等）で収集した発表等につい

ての質問の受付を行い、司会へ引き渡すこと。 

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


 

 

 

        ⑤ タイムキープ係は、口頭発表会の時間管理等を行うこと。 

 

５.公式 WEBサイトの構築・動画配信とその保守管理業務 

公式 WEBサイトの構築・動画配信とその保守管理業務の詳細は以下のとおり。 

（１）公式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）契約締結後速やかに発注者が提供する要件を基に発注者と協議のうえ報告会

専用の公式WEBサイトの仕様を設計及び構築すること。また、発注者による

動作確認のうえ、①から④の公開を開始すること。公開にあたっては発注者

の了承を得ること。 

公式WEB サイトの基本項目は①から④のとおり。 

① 開催概要、プログラムの内容 

② 開催場所へのアクセス 

③ 入場に係る事前登録フォーム 

④ 報告会の動画ライブ配信(公式WEB サイト上で視聴可能とする。または視

聴可能なサイトへのリンクを設けること。) 

⑤ 報告会中に質疑応答を行うための仕組み（slido等）へのリンクを構築・

運営し、公式WEBサイトから容易にアクセスできるようにすること。 

なお、④の動画ライブ配信の方法については発注者の確認を得て決定し、配

信した音声付動画データは記録保存し、発注者に納品すること。 

   （３）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。 

（４）掲載内容に追加、訂正がある場合には、発注者の了承を得たうえで逐次アッ

プデートを行い、速やかに公式WEBサイトに反映させること。 

（５）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。あ

わせて登録情報の変更、登録取り消しができること。 

（６）公式WEBサイトの構築の実施にあたり、オリジナルメインを取得し使用するこ

と。ドメイン名は発注者と協議の上決定し、取得費用は本調達の範囲内とす

る。 

（７）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。 

（８）公式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。 

（９）構築した公式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。 

（１０）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ー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すること。 

（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。 

（g）不正アクセス行為の禁止等に関する法律、個人情報の保護に関する法律、独

立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律等の情報セキュリテ

ィ関係の法規を遵守すること。 

（h)「クラウドサービス利用のための情報セキュリティマネジメントガイドライ

ン」を考慮し、情報セキュリティ対策を講じること。 

（i）最新セキュリティ情報に基づき、定期的にセキュリティパッチを適用する

運用を実施すること。 

（j）全てのデータ保存を、入退出管理が行われている国内のデータセンター又

は明示された範囲のセキュリティが担保される信頼度や安定性の高い国内

のプライベート若しくはパブリックのサーバホスティングシステムで行う

こと。 

（１１）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。 

（１２）公式 WEB サイトから、報告会入場に係る事前登録を 2020 年 3月 17 日(火)正

午まで受け付けること。ただし、定員に達した段階で締め切ること（定員数に

関しては別途発注者から指示する）。 

（１３）公開期間は 2020年 3月 20日（金）までとし、公開期間終了後、発注者の指示

に従い公式 WEBサイトを閉鎖のうえ、データを削除すること。 

 

６．その他付帯業務 

１．から５.に付帯する業務を行うこと。 

 

Ⅴ．報告書の作成等 

 受注者は、報告会終了後、報告書を作成し、2020年 3月 25日（水）までに発注者の事務 

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 5 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。報告会来場者から受領した名刺（A4 名刺フォルダ入り）を添付するこ

と。 

項番 名称 

ア 運営マニュアル 

イ 来場者リスト（来場者のカウント数も示すこと） 

ウ 来場者から頂戴した名刺（A4名刺フォルダ入り） 

エ 次回報告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 納入場所 日付※ 

ア 工程表 Ⅳ．の３．の（１） 発注者の事務所 2020年 1月 31日 

イ 運営マニュアル Ⅳ．の３．の（２） 発注者の事務所 2020年 2月 18日 

ウ プログラム案内チ

ラシ 

Ⅳ．の３．の（３） 報告会会場 2020年 3月 18日 

エ 司会進行用台本 Ⅳ．の３．の（４） 発注者の事務所 2020年 3月 2日 

オ 看板等 Ⅳ．の３．の（５） 報告会会場 2020年 3月 18日 

カ アンケート用紙 Ⅳ．の３．の（６） 報告会会場 2020年 3月 18日 

キ 出席者リストおよ

び名札 

Ⅳ．の３．の（７） 報告会会場 2020年 3月 18日 

ク ポスター Ⅳ．の３．の（８） 報告会会場 2020年 3月 18日 

ケ 電子データ Ⅳ．の３．の（９） 発注者の事務所 2020年 3月 25日 

コ 回収したアンケー

ト用紙 

Ⅳ．の４．の（２）の

③ 

発注者の事務所 2020年 3月 20日 

サ 配信した音声付動

画データ 

Ⅳ．の５．の（２） 発注者の事務所 2020年 3月 20日 

シ セキュリティ実装

チェックリスト 

Ⅳ．の５．の（１０）

の(ｂ) 

発注者の事務所 2020年 2月 5日 

ス 報告書 Ⅴ. 発注者の事務所 2020年 3月 25日 

※ウ、オ、カ、キ、ク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．会場借り上げ費、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、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。 

 ２．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。 

 ３．発注者の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。 

 ４．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。 


