「『着地型旅行商品販売促進事業』に係る企画提案」実施要領
１ 趣旨
近年旅行形態が、募集型企画旅行等のパッケージ型及び職場等の団体旅行
を中心とするものから、往復の交通機関と宿泊のみをパッケージとする予約
（ダイナミックパッケージ等）形態を中心とする個人旅行へと変遷している。
このため、旅行先における魅力ある着地型旅行商品を数多く造成することに
より、新潟県をより魅力ある目的地として情報発信していく必要性が高まっ
ている。
このことから、まずは旅行者にとって魅力ある多種多様な着地型旅行商品
を数多く造成することを第一目標とし、次に旅行者に新潟県内の着地型旅行
商品を情報発信するために著名なインターネット販売サイトへ数多くの着地
型旅行商品を掲載し、ひいては新潟県内における観光消費額の増大を目指す
ことを最終目標とする。
この要領は、この目標を達成するために実施する本事業に係る委託業者を
選考するために、必要な事項を定めるものである。
２ 委託業務概要
(1) 事業名
着地型旅行商品販売促進事業
(2) 業務内容
別添「『着地型旅行商品販売促進事業』に係る企画提案」仕様書のとおり
(3) 委託期間
契約日から令和２年２月 29 日
３ 見積金額の上限額
10,000 千円（消費税及び地方消費税並びに契約締結に係る印紙税を含む）
※ この費用には、委託者との打ち合わせに要する費用及び企画提案に基
づく委託業務の一切が含まれるものとする。
４ スケジュール
令和元年５月 10 日（金）
５月 17 日（金）
５月 22 日（水）
５月 31 日（金）
６月３日（月）

公示（「にいがた観光ナビ」に掲載）
参加意思表明及び質問提出期限（17:00 必着）
質問回答提示
企画提案書提出期限（16：00 必着）
書類選考結果通知（予定）
1

６月５日（水）
６月６日（木）

プレゼンテーション実施
プレゼンテーション審査結果通知
（「にいがた観光ナビ」に掲載）

５ 参加資格
(1) 個人又は法人単独による参加の場合
次に掲げる条件をすべて満たすこと。
ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に
該当しない者であること。
イ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条の規定に基づく更生
手続開始の申立て又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第 21 条
の規定に基づく再生手続開始の申立てがなされていない者（会社更生
法の規定に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法の規定に基づ
く再生手続開始の申立てがなされた者であっても、更生計画の認可が
決定された者又は再生計画の認可の決定が確定された者を除く）であ
ること。
ウ 会社法（平成 17 年法律第 86 号）第 475 条若しくは第 644 条の規定
に基づく清算の開始又は破産法（平成 16 年法律第 75 号）第 18 条若し
くは第 19 条の規定に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者
であること。
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第
77 号)第２条第１項第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動
を行う者でないこと。
(2) 企業連合による参加
ア ５(1)に掲げるすべての要件を満たす個人又は法人を含めて結成され
た者であること。
イ 企業連合を構成する者のいずれの者も、他の企業連合の構成員となっ
ていないこと。
６ 参加申込書の提出
(1) 提出書類
別添「参加申込書（様式１）」
(2) 提出期限
令和元年５月 17 日（金）17：00 必着
(3) 提出方法
郵送、持参又は電子メールにより提出
※ 当協会から、提出のあった翌開庁日までに、「参加申込書」記載の
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担当者宛電子メールにより、
「参加申込書」を受領した旨の連絡を行う
ので、確認すること。
※ 電子メールにより提出する場合は、件名を「『着地型旅行商品販売促
進事業』に係るプロポーザル参加申込」とすること。
(4) 提出部数
１部
(5) 提出先
公益社団法人新潟県観光協会（担当：髙橋）
〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１
Tel:025-280-5879
E-Mail:umasa@niigata-kankou.or.jp
７ 質疑・回答
(1) 提出書類
別添「質問書（様式２）」による
(2) 提出期限
６(2)に同じ
(3) 提出方法
郵送、持参又は電子メールにより提出
※ 当協会から、提出のあった翌開庁日までに、「参加申込書」記載の
担当者宛電子メールにより、
「質問書」を受領した旨の連絡を行うので、
確認すること。
※ 電子メールにより提出する場合は、件名を「『着地型旅行商品販売促
進事業』に係るプロポーザルの質問」とすること。
(4) 提出部数
１部
(5) 提出先
６(5)に同じ
(6) 回答
令和元年５月 22 日（水）に、参加表明書を提出したすべての者へ電子メ
ールにより回答を提示する。あわせて、新潟県公式観光サイト「にいがた観
光ナビ」（https://niigata-kankou.or.jp/）に回答を掲出する。
なお、質問に対する回答は、実施要領及び仕様書の追加又は修正とみなす。
また、質問の回答に対する再質問は受け付けない。
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８ 企画提案書の提出
(1) 企画提案書
９(2)オ審査方法の記載事項及び別添「『着地型旅行商品販売促進事業』に
係る企画提案」仕様書の内容について、具体的な記載をすること。A4 用紙
（A3 用紙の場合は、A4 サイズに折りたたむこと）とし、綴じ方は任意とす
る。
なお、提案書の枚数制限はない。
ア 魅力的な着地型旅行商品の造成・開発方法
イ インターネット販売サイトにおける販売促進策
※ 委託者が選定したインターネット販売サイトを明示すること
ウ 次年度以降の事業の参考にする報告書の内容（想定している内容）
エ 業務実施スケジュール
オ 業務実施体制及び企業概要
カ 他の類似業務の受託実績及び成果
キ 見積書
※ すべての経費についての内訳が分かるように、できるだけ具体
的に明記すること。
(2) 提出期限
令和元年５月 31 日（金）16：00 必着
(3) 提出方法
郵送又は持参により提出
(4) 提出先
６(5)に同じ。
(5) 提出部数
10 部。
９ 受託事業者の選考方法
(1) 書類審査（第一次審査）
参加申込者が４者を超える場合は、企画提案書等により第１次審査を行
い、プレゼンテーションを行う者４者を選考する。この場合において、す
べての企画提案書等を提出した者に対して第１次審査の結果を、令和元年
６月３日（月）17：00 までに電子メールで通知する。
(2) プレゼンテーション
企画提案書等に係るプレゼンテーションを下記のとおり実施する。プレ
ゼンテーションに係る詳細事項は、
「参加申込書（様式１）」に記載の担当者
宛電子メールにより別途連絡する。
ア 開催日時・場所
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令和元年６月５日（水）午後
新潟県庁付近（場所・時間は別途連絡する）
イ 持ち時間
45 分（説明 30 分、質疑 15 分）
ウ 順序
「参加申込書（様式１）」の受付順
エ その他
提出した企画提案書の内容に係るプレゼンテーションとし、追加の資
料配布は認めない。パソコン（インターネット通信環境含む。）及びプ
ロジェクターは必要に応じて参加者が持込むこと。なお、スクリーンは
プレゼンテーション会場の広さに応じたものを当協会が用意する。
プレゼンテーションを欠席した者は、失格とする。
オ 審査方法
企画提案書及びプレゼンテーション内容に基づき提案内容について、
主に以下の点について審査し、総合的に最も優れた提案を行った者と次
点の者を決定し、その結果を「参加申込書」記載の担当者宛電子メールで
通知する。あわせて、「にいがた観光ナビ」にも掲載する。
審査内容については公表しない。また、審査結果の異議申立は受け付
けない。
なお、提案内容に疑義のある場合は、
「参加申込書」記載の担当者に対
して個別に聞き取りをする場合がある。
(ｱ) 魅力ある着地型旅行商品の開発〔75％〕
・ 事業者伴走型の事業となるに必要かつ十分なワークショップの運
営体制（実施回数及び講師実績等）であるか
・ ワークショップ開催当日以外における事業者に対するフォロー体
制が必要かつ十分なものであるか
・ 過去に魅力ある着地型旅行商品の造成・磨き上げを行った必要か
つ十分な実績を有するか（他自治体及び観光協会並びに民間事業者
からの委託による事業受託実績とその成果）
・ 着地型旅行商品の造成・磨き上げにより、インターネット販売サイ
トにおける商品掲載件数を 100 件増加（「仕様書」２(1)イ(ｱ)参照
/p.2）させるにあたり必要かつ十分なワークショップの運営体制と
なっているか
・ インターネット販売サイトへの掲載方法について、事業者への必
要かつ十分なフォロー体制が構築されているか
・ 次年度以降の着地型旅行商品の開発の参考に資する報告書の作成
体制が構築されているか
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(ｲ) 特集ページの制作及び販売促進策〔20％〕
・ 新潟県の旅行意欲を喚起させるにあたり季節に応じて必要かつ十
分な特集ページとなっているか
・ 着地型旅行商品の販売促進策が季節に応じて必要かつ十分なもの
であるか
・ 旅行意欲の喚起及び販売促進に資するために必要かつ十分な箇所
に特集ページが配置される予定となっているか
・ 次年度以降の着地型旅行商品の開発の参考に資する報告書の作成
体制が構築されているか
(ｳ) 事業実施体制〔5％〕
・ 提案内容の確実な実施が見込める体制となっているか
・ 費用が予定価格以内であり、見積額が妥当なものか
10 契約の締結
当協会は、９の方法により選考した受託候補者と別途改めて内容を協議し
た上で契約を締結する。
最も優れた者との契約締結に向けた協議が整わない場合は、次点の者と契
約締結に係る協議を行うことがある。
11 各種書類の提出における留意事項
参加申込書（様式１）、質問書（様式２）及び企画提案書は（以下「各種書
類」という。）郵送又は電子メール（様式１及び２のみ）による提出が可能で
あるが、郵送事故又は電子メールの不具合等により期限までに各種書類の到
達がされなかった場合において、当協会はその責任を負わない。
このため、各種書類を郵送又は電子メールによる提出の場合は、12 問合せ
先宛に電話等により各種書類の到達確認をすることを推奨する。
12 問合せ先
公益社団法人新潟県観光協会（担当：髙橋）
〒950-8570 新潟市中央区新光町４－１
Tel:025-280-5879
E-Mail:umasa@niigata-kankou.or.jp
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「『着地型旅行商品販売促進事業』に係る企画提案」仕様書

１ 事業目的
(1) 旅行者にとって魅力ある（「売れる」）着地型旅行商品を数多く造成するこ
と。造成にあたっては、食の体験、陶芸等の文化体験及び日帰りバスツアー
並びにアクティビティ等数多くのジャンルの商品の造成を目指すこととし、
特定のジャンルに偏ることのないようにすること。
(2) 旅行者に新潟県内の着地型旅行商品を情報発信するためにインターネッ
ト販売サイトへ数多くの同商品を掲載し、ひいては新潟県内における観光
消費額の増大を目指すこと。
なお、著名なインターネット販売サイトにおける新潟県内の着地型旅行
商品の掲載件数を、現状（令和元年５月 13 日）と比較して 100 件程度の増
加を目標とする。
※ 令和元年 10 月から 12 月にかけて「2019 新潟県・庄内エリア デスティ
ネーションキャンペーン」が開催されるが、本事業の対象は新潟県内に限定
され、山形県庄内エリアは一切含まれない。

２ 委託業務内容
(1) 魅力ある着地型旅行商品の造成
ア 県内３か所程度でのワークショップの開催
(ｱ) ワークショップ（以下「WS」という。）開催に先立ち、既存の着地型
旅行商品について現状と課題（「魅力ある」ものへと変遷するための課
題等）について整理し、その結果を提出すること。
なお、既存の着地型旅行商品に係る商品リストは、当協会保有のもの
（「にいがた観光ナビ」体験メニュー及び平成 30 年度に市町村観光協
会等が募集したもの）を活用する他、委託者が保有するものを活用する
こと。
(ｲ) 魅力ある着地型旅行商品の造成のため、県内３か所を目安に WS を開
催し、当協会が公募により選定した観光事業者（民間事業者並びに市
町村及び観光協会）に対して、他県等における着地型旅行商品の成功
例（磨き上げたことにより大幅に集客が伸びた事例等）や受託者の考
える魅力ある着地型旅行商品の造成方法について伝授すること。
伝授するにとどまらず、観光事業者が実際に着地型旅行商品を造成
するに際し、WS 開催当日以外においても観光事業者に寄り添うことに
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より魅力ある着地型旅行商品を造成するまで必要かつ十分なサポート
をすること（事業者伴走型）。
なお、この魅力ある着地型旅行商品の造成にあたり、例えば「食」に
係るもの、日帰りバスツアー、マリンスポーツ及びスノーアクティビテ
ィ等幅広い種類（ジャンル）のものを対象とすること。
※ この WS は、県内３か所においてそれぞれ３回程度を想定している
が、委託費の上限価格の範囲内において、受託者が考える必要かつ
十分な実施個所数及び回数を実施すること。
※ WS 開催に係る会場借上費及び講師派遣費用も委託費用に含まれる。
なお、WS 想定参加者数は県内３か所のうち、２か所は 70 人程度、
１か所は 150 名程度を想定している。委託者決定後に、当協会は会場
選定について自治体の保有する会議室の手配等に係る助言は行う予
定であるが、自治体の保有する会議室の確保を確約するものではな
い。
※ 魅力ある着地型旅行商品の「造成」には、新規の造成の他、既存の
着地型旅行商品の磨き上げ、販売方法の改善等も含まれる。
(ｳ) WS による魅力ある着地型旅行商品の造成に係るノウハウについては、
幅広く観光事業者が享受できるようなものとすること。
イ インターネット販売サイトへの掲載
(ｱ) WS により造成した着地型旅行商品について、受託者の選定する着地型
旅行商品を数多く販売するインターネット販売サイト（以下「web 販売
ページ」という。）への掲載方法等について観光事業者に対して十分なサ
ポートをすること。
なお、観光事業者の希望する任意の web 販売ページ（受託者が運営す
るものの他、他事業者や観光事業者自身の運営するもの）における販売
も可能とすること。
また、受託者の選定する web 販売ページにおける掲載件数を、WS によ
り造成した着地型旅行商品を含め、現状（令和元年５月 13 日）と比較し
て 100 件程度の増加を目指すこと。なお、100 件程度の増加を目指すに
あたり、新規に掲載するものは、特定の種類（ジャンル）に偏ることな
く、幅広い種類（ジャンル）にわたるようにすること。
※ 受託者が選定する web 販売ページ以外の web サイトへの掲載方法に
係るサポートは不要であるが、販売方法（チャンネル）の選択につい
ては、観光事業者の任意選択によるものとすること。
(2) 着地型旅行商品の販売促進（web 特集ページの制作及び掲出）
ア web 販売ページにおいて、新潟県内の着地型旅行商品を特集するページ
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（以下「特集ページ」という。）を作成し、web 販売ページを閲覧した者
に対して、必要かつ十分な露出を行い、新潟県への旅行意欲を喚起させる
とともに、着地型旅行商品の販売促進策を講じること。
※ 販売促進策については、web 媒体に限定せず、委託費の上限価格の範
囲内において受託者が有効と考えるものも可とする。
イ 特集ページは、令和元年９月初旬から同年 12 月末日まで掲載すること
により、秋季のみならず冬季間における新潟県への旅行意欲を喚起させ、
着地型旅行商品の販売促進を講じること。
なお、特集ページのページ数及び階層は、委託費の上限価格の範囲内に
おいて、提案者が上記の目的を達成するに必要かつ十分なものを制作す
ること。
また、特集ページは、季節に応じた露出とするとともに、着地型旅行商
品の販売価格の変更（消費税率の引上げ等）及び開催日時の変更等の修正
にも上限価格の範囲内で応じることができる仕組みとすること。
※ 特集ページへの掲載については、９月初旬までに WS による造成が完
了したもの（又は既存の着地型旅行商品で十分な魅力のあるもの）等
から順次掲載をする形態も可とし、９月初旬までに WS の造成をすべて
完了させることは求めないものとする。
※ 軽微な修正については、特集ページの管理者が行うことが望ましい
が、修正権限（CMS ソフトによる更新権限等）を当協会に付与すること
により、当協会が修正対応することも可とする。
(3) 着地型旅行商品の造成結果の報告
ア WS により造成した着地型旅行商品の利用者に対して、アンケート等を
実施することにより、次年度以降における商品開発の参考となる報告書
を作成すること。この報告書は、可能な範囲において、観光事業者が幅広
く活用できるものとする。
イ web 販売ページからの着地型旅行商品の利用者及び(2)イの販売促進策
に係る報告書（次年度以降における着地型旅行商品の造成に資するもの）
を作成すること。この報告書は、可能な範囲において、観光事業者が幅広
く活用できるものとすること。
ウ 特集ページの閲覧者に係る属性及び同ページからの着地型旅行商品の
利用者に係る報告書（次年度以降における着地型旅行商品の造成に資す
るもの）を作成すること。この報告書は、可能な範囲において、観光事業
者が幅広く活用できるものとすること。
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４ 委託期間
契約日から令和２年２月 29 日まで

５ 成果品
委託期間終了後、以下の内容を記載した業務実績報告書及び添付資料を成
果品として提出すること。
(1) 委託業務の実績（時期・媒体等）
※ 実施状況が分かる資料（写真や成果品等）を添付すること。
(2) 委託業務実施の効果の分析（各種報告書を含む）
(3) web 特集ページ等の販売促進物（各種広報物）
※ 本業務で作成した広報物（掲載紙等）は、原則としてその現物を提出
すること。
なお、掲載媒体の性質上現物により難い場合は、当協会と協議のうえ
省略できることがある。

６ その他
委託業務の実施に当たっては、当協会と必要な協議及び打ち合わせを十分
に行い、疑義がある場合には双方協議の上、業務を進めるものとする。
なお、販売促進策の具体的内容については、企画提案内容を基本とするが、
受託候補者と当協会による協議により最終決定するものとする。
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「『着地型旅行商品販売促進事業』に係る企画提案」仕様書

１ 事業目的
(1) 旅行者にとって魅力ある（「売れる」）着地型旅行商品を数多く造成するこ
と。造成にあたっては、食の体験、陶芸等の文化体験及び日帰りバスツアー
並びにアクティビティ等数多くのジャンルの商品の造成を目指すこととし、
特定のジャンルに偏ることのないようにすること。
(2) 旅行者に新潟県内の着地型旅行商品を情報発信するためにインターネッ
ト販売サイトへ数多くの同商品を掲載し、ひいては新潟県内における観光
消費額の増大を目指すこと。
なお、著名なインターネット販売サイトにおける新潟県内の着地型旅行
商品の掲載件数を、現状（令和元年５月 13 日）と比較して 100 件程度の増
加を目標とする。
※ 令和元年 10 月から 12 月にかけて「2019 新潟県・庄内エリア デスティ
ネーションキャンペーン」が開催されるが、本事業の対象は新潟県内に限定
され、山形県庄内エリアは一切含まれない。

２ 委託業務内容
(1) 魅力ある着地型旅行商品の造成
ア 県内３か所程度でのワークショップの開催
(ｱ) ワークショップ（以下「WS」という。）開催に先立ち、既存の着地型
旅行商品について現状と課題（「魅力ある」ものへと変遷するための課
題等）について整理し、その結果を提出すること。
なお、既存の着地型旅行商品に係る商品リストは、当協会保有のもの
（「にいがた観光ナビ」体験メニュー及び平成 30 年度に市町村観光協
会等が募集したもの）を活用する他、委託者が保有するものを活用する
こと。
(ｲ) 魅力ある着地型旅行商品の造成のため、県内３か所を目安に WS を開
催し、当協会が公募により選定した観光事業者（民間事業者並びに市
町村及び観光協会）に対して、他県等における着地型旅行商品の成功
例（磨き上げたことにより大幅に集客が伸びた事例等）や受託者の考
える魅力ある着地型旅行商品の造成方法について伝授すること。
伝授するにとどまらず、観光事業者が実際に着地型旅行商品を造成
するに際し、WS 開催当日以外においても観光事業者に寄り添うことに
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より魅力ある着地型旅行商品を造成するまで必要かつ十分なサポート
をすること（事業者伴走型）。
なお、この魅力ある着地型旅行商品の造成にあたり、例えば「食」に
係るもの、日帰りバスツアー、マリンスポーツ及びスノーアクティビテ
ィ等幅広い種類（ジャンル）のものを対象とすること。
※ この WS は、県内３か所においてそれぞれ３回程度を想定している
が、委託費の上限価格の範囲内において、受託者が考える必要かつ
十分な実施個所数及び回数を実施すること。
※ WS 開催に係る会場借上費及び講師派遣費用も委託費用に含まれる。
なお、WS 想定参加者数は県内３か所のうち、２か所は 70 人程度、
１か所は 150 名程度を想定している。委託者決定後に、当協会は会場
選定について自治体の保有する会議室の手配等に係る助言は行う予
定であるが、自治体の保有する会議室の確保を確約するものではな
い。
※ 魅力ある着地型旅行商品の「造成」には、新規の造成の他、既存の
着地型旅行商品の磨き上げ、販売方法の改善等も含まれる。
(ｳ) WS による魅力ある着地型旅行商品の造成に係るノウハウについては、
幅広く観光事業者が享受できるようなものとすること。
イ インターネット販売サイトへの掲載
(ｱ) WS により造成した着地型旅行商品について、受託者の選定する着地型
旅行商品を数多く販売するインターネット販売サイト（以下「web 販売
ページ」という。）への掲載方法等について観光事業者に対して十分なサ
ポートをすること。
なお、観光事業者の希望する任意の web 販売ページ（受託者が運営す
るものの他、他事業者や観光事業者自身の運営するもの）における販売
も可能とすること。
また、受託者の選定する web 販売ページにおける掲載件数を、WS によ
り造成した着地型旅行商品を含め、現状（令和元年５月 13 日）と比較し
て 100 件程度の増加を目指すこと。なお、100 件程度の増加を目指すに
あたり、新規に掲載するものは、特定の種類（ジャンル）に偏ることな
く、幅広い種類（ジャンル）にわたるようにすること。
※ 受託者が選定する web 販売ページ以外の web サイトへの掲載方法に
係るサポートは不要であるが、販売方法（チャンネル）の選択につい
ては、観光事業者の任意選択によるものとすること。
(2) 着地型旅行商品の販売促進（web 特集ページの制作及び掲出）
ア web 販売ページにおいて、新潟県内の着地型旅行商品を特集するページ
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（以下「特集ページ」という。）を作成し、web 販売ページを閲覧した者
に対して、必要かつ十分な露出を行い、新潟県への旅行意欲を喚起させる
とともに、着地型旅行商品の販売促進策を講じること。
※ 販売促進策については、web 媒体に限定せず、委託費の上限価格の範
囲内において受託者が有効と考えるものも可とする。
イ 特集ページは、令和元年９月初旬から同年 12 月末日まで掲載すること
により、秋季のみならず冬季間における新潟県への旅行意欲を喚起させ、
着地型旅行商品の販売促進を講じること。
なお、特集ページのページ数及び階層は、委託費の上限価格の範囲内に
おいて、提案者が上記の目的を達成するに必要かつ十分なものを制作す
ること。
また、特集ページは、季節に応じた露出とするとともに、着地型旅行商
品の販売価格の変更（消費税率の引上げ等）及び開催日時の変更等の修正
にも上限価格の範囲内で応じることができる仕組みとすること。
※ 特集ページへの掲載については、９月初旬までに WS による造成が完
了したもの（又は既存の着地型旅行商品で十分な魅力のあるもの）等
から順次掲載をする形態も可とし、９月初旬までに WS の造成をすべて
完了させることは求めないものとする。
※ 軽微な修正については、特集ページの管理者が行うことが望ましい
が、修正権限（CMS ソフトによる更新権限等）を当協会に付与すること
により、当協会が修正対応することも可とする。
(3) 着地型旅行商品の造成結果の報告
ア WS により造成した着地型旅行商品の利用者に対して、アンケート等を
実施することにより、次年度以降における商品開発の参考となる報告書
を作成すること。この報告書は、可能な範囲において、観光事業者が幅広
く活用できるものとする。
イ web 販売ページからの着地型旅行商品の利用者及び(2)イの販売促進策
に係る報告書（次年度以降における着地型旅行商品の造成に資するもの）
を作成すること。この報告書は、可能な範囲において、観光事業者が幅広
く活用できるものとすること。
ウ 特集ページの閲覧者に係る属性及び同ページからの着地型旅行商品の
利用者に係る報告書（次年度以降における着地型旅行商品の造成に資す
るもの）を作成すること。この報告書は、可能な範囲において、観光事業
者が幅広く活用できるものとすること。
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４ 委託期間
契約日から令和２年２月 29 日まで

５ 成果品
委託期間終了後、以下の内容を記載した業務実績報告書及び添付資料を成
果品として提出すること。
(1) 委託業務の実績（時期・媒体等）
※ 実施状況が分かる資料（写真や成果品等）を添付すること。
(2) 委託業務実施の効果の分析（各種報告書を含む）
(3) web 特集ページ等の販売促進物（各種広報物）
※ 本業務で作成した広報物（掲載紙等）は、原則としてその現物を提出
すること。
なお、掲載媒体の性質上現物により難い場合は、当協会と協議のうえ
省略できることがある。

６ その他
委託業務の実施に当たっては、当協会と必要な協議及び打ち合わせを十分
に行い、疑義がある場合には双方協議の上、業務を進めるものとする。
なお、販売促進策の具体的内容については、企画提案内容を基本とするが、
受託候補者と当協会による協議により最終決定するものとする。
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