
 

仕 様 書   

 

１．事業の件名 

サイクリング誘客促進事業 

 

２．事業の概要 

（１）業務の目的 

広域関東の平野部、山岳地帯には、多種多様な地形のキラーコンテンツが存在するが、その恩

恵は一部地域に限定されている。本事業は、新潟県上越地方と長野県北信地方を対象として、

多様な周遊広域サイクリング観光コースの設定、環境整備、流通を推進し、FIT サイクリストを

フックにエリア特有の観光スポット（山岳や湖沼、城・武家屋敷などの歴史的な建造物や街な

み、日本の原風景的なロケーション）を訴求させ、認知度の向上及び滞在コンテンツの充実を

図り、年齢層が厚くサイクリストが多い台湾市場をはじめ、隣県地域からの誘客により宿泊数

の増加や、地域の雇用・消費に貢献することを目的とする。 

 

（２）事業概要 

平成 29 年度サイクリング受入整備事業の成果を鑑み、台湾のサイクリスト向けにサイクリン

グツアーコースを造成し、それらのコースならびに今後造成されるコースの継続的な販売を視

野に入れ、サイクリングツーリズムの普及を促進する。それにより宿泊型のコンテンツの充実

を図り、サイクリングランドオペレータを育成することで地域に貢献する。 

 

（３）連携先 

 信越自然郷、信越高原連絡協議会 

 

（４）対象地域 

  新潟県妙高市、飯山市、中野市、山ノ内町、信濃町、飯綱町、木島平村、野沢温泉村、栄村、

長野市とする。 

 

（５）対象市場 

主たる対象市場は「台湾」とし、主たるターゲットは「ロードバイク、クロスバイクユーザ」

とする。 

 

 



３．事業の内容 

（１）.「広域サイクリングコース」の造成 

エリア特有のキラーコンテンツを取り入れた、他地域と連動させた複数の観光サイクリン

グコースを造成する。具体的には、風光明媚な観光スポットを巡るサイクリングコースを設

定し、危険個所の点検等ルートの確認を行う。造成するコース数は 4 コースとし、各コース

の特徴を具体的に明示する。 

【モデルコースに求める条件】 

・対象地域の各市町村に広域にまたがるものとすること。 

・対象地域に最低２泊以上宿泊し３日間は対象地域を走行するコースとすること。 

・レンタル自転車や電動アシストバイクの利用も含めた商品造成を行うこと。 

    

（２）. サイクリングマップの制作事業 

（１）の広域サイクリングコースについて、ターゲット目線を意識し、見やすく、知りたい

情報がわかりやすくまとめられた繁体字版、英語版のマップを作成する。 

     

【サイクリングマップに求める条件・仕様】 

（ア） 使用言語と翻訳 

・繁体字言語で作成すること。 

・翻訳については全て受注者の責任において行い、ネイティブ及び日本語と当該言語のバ

イリンガル能力を有する者が、翻訳文章全体の調和等の観点も含めて厳重に検証・修正

すること。 

・掲載施設の外国語名称については施設が指定する外国語名称を確認の上、記載すること。 

（イ） 規格等 

・カラー４色の両面印刷とすること。 

・サイズは９２.0 ㎝×４2.0 ㎝、折り方はジャバラ７山（８面）＋２つ折り、仕上がりサ

イズ 11.5 ㎝×21.0㎝を想定。 

・よりよい案があれば提案すること 

（ウ） デザイン・レイアウト 

・旅行者にサイクリングの魅力をアピールするデザインであること。 

・年間を通して使用できるデザインであること。 

・見る人の印象に残るデザインであること。 

・諸外国との関係に配慮し、特定の国や文化、宗教等を連想させないデザインであること。 

（エ） 盛り込むべき内容 

・表紙に「Japan Endless Disoovery」と協議会ロゴマーク及び言語が判別できる情報。 

・コースに係る距離・所要時間等、サイクルプロショップ（アクセス情報、利用方法、レ



ンタサイクルの有無、料金、ショップ HP のQR コード等）、その他の情報。 

・その他の、モデルコース上の主要観光資源及び各施設へのアクセス方法、各施設までの

所要時間、入場料金など 

・コースについて、ルートラボのような高低差が分かるサイクリング専用マップを入れる

こと。 

（オ） 掲載許可 

・掲載する内容、写真については受注者が各関係施設に直接、依頼及び確認を行い、掲載

すること。 

・本委託による成果物（原稿、写真、イラスト、地図等）について、連携事業者が別途作

成するＰＲツール(紙媒体及び電子媒体)に掲載する場合がある。掲載施設等への許可申

請及び写真入手の際には、これを前提に予め掲載許可を得ておくこと。 

 

【納品物】 

（ア） 印刷物 ：10,000 部以上印刷すること。 

        繁体字、英語の部数内訳は相談の上決定する。 

（イ）電子データ 

①印刷用版下データ 

・イラストレータ等の通常用いられるソフトウェアの電子ファイル一式。（地図を含むデ

ータに各言語のアウトライン化前のデータ及びアウトライン化済のデータを収納した

もの） 

②掲載用データ（印刷用の版下データを下記のとおり加工したデータ） 

・PDF は１冊を 1 つの PDF で出力し、各言語それぞれ別の PDF データとして納品す

ること。 

・PDF ファイル出力バージョンについては、Acrobat4.0（PDF1.3）以降のものとす

ること（CMYK、RGBの指定はない）。 

・印刷トンボをつけず、仕上がり寸法で出力すること。 

・データの不正コピー等を防止するため、セキュリティ措置を講じること。 

・ＷＥＢ掲載に適切なデータサイズに加工すること。 

（ウ）納期 

・平成 3０年 1０月（目途）とするが、各広報で活用する際に影響の無いタイミングで

納品すること。 

・別途決定する納品先にそれぞれ指定する部数を納品すること。 

     

【作業上の留意点】 

・受注者が地図製作を専門の業者等に委託する場合は、専門の業者等との間で、事前打合



せや合成カンプなどに際し、適宜連携を図ること。 

・文字校正 2 回以上とする。 

・原稿（記事面、地図、イラスト、写真等）の校正は、受注者の責任において校了とする

こと。校了後に誤り、要訂正箇所等が見つかった場合は、受注者の責任において速やかに

訂正することとし、訂正等により発生した費用及び損失に対して、関東運輸局及び連携先

は一切責任を負わないものとする。 

 

（３） .訪日外国人旅行者向けサイクリング商品を扱う旅行代理店招請 

台湾サイクリストに影響力のある旅行代理店をモデルコース案のコースに招請（以下「ファ

ムトリップ」という）し、そのコースを検証すると同時に SNSやメディアを利用した情報の

拡散と商品販売手法を構築する。 

【対 象 者】 

訪日外国人旅行者向けサイクリング商品を扱う旅行代理店 合計４名×１回 

【実施時期】  

平成 30 年 11 月～12月 4 泊 5 日×１回  

【作業内容】 

（ア）招請するキーパーソン等の選定及び調整 

（イ）招請時期の日程調整 

（ウ）招請・取材コースの企画・調整・手配・運営 

・招請者に対しては事業前及び事業後に十二分に情報を提供する。 

・連携先へは、ヒアリング及び調査等の結果、招請者が求めている情報等を提供し、ツアー

造成及びメディア掲載がなされるように、コース設定や協力体制の充実など十二分に調整

すること。また、招請・取材コースの決定については、連携先と調整のうえ決定する。 

・取材中においてメディアの要望があった際にはフレキシブルに対応すること。（個別取材

の時間を含む。） 

・招請期間中は、Wi-Fi環境を整えておくこと。 

・招請者の安全を担保すること。また、招請期間中の事故、治療及び救援等の費用並びに第

三者に対する損害が発生した場合の対策を講じること。 

（エ）招請・取材に係る交通の手配、調整（航空及び日本国内全般） 

・専用の移動手段の手配においては、完成車及び輪行車の双方を傷つけないように固定して

搭載できる車両ならびに自転車のインバウンドツアーに習熟したランドオペレータを指

定すること。 

・受託事業者は、同様の事案のファムトリップやインバウンド自転車ツアーについての過去

の実績を記載すると同時に現在実施している独自の取り組みを記載すること。 

・移動中、自転車は車両の屋根などの外ではなく、車内に固定できることが望ましく、宿泊



先での保管方法（盗難、破損リスク）等、取り扱いについては細心の注意を払い、その運

営方法について具体的に記載すること。 

（オ）招請・取材に係る全行程の宿泊・食事の手配、調整 

・宿泊施設は原則として２名 1 室とし、男女人数などの関係でやむを得ない場合は１名１

室も可とする。 

（カ）招請・取材に係る全行程のアテンド 

・招請者それぞれにアテンドをすること。また、アテンドと通訳の業務と兼任する場合は、

双方の業務に支障のないことを条件とする。 

（キ）通訳の手配 

・各行程において、同行する通訳はそれぞれ同一人物とする。 

・全行程において、その実施につき、滞りのない運営が出来る体制を構築できるだけの、招

請者の人数に対する通訳の人数を確保すること。 

（ク）アンケートの作成・配布・実施・回収（督促を含む）・集計・分析及び翻訳 

・作成したアンケートについては連携先に内容の確認を受けることとし、今後の訪日サイク

リングツーリズムに向けた検討材料となるようなものとすること。 

・集計・分析を行った結果については、招請事業実施後速やかに回収・集計・分析及び翻訳

を行い、その結果を連携先に適宜報告すること。 

・想定するアンケート項目について、連携先と事前に協議を行うこと。 

（ケ）招請後のアンケート結果等に基づいた最終的な造成商品の検証 

 

【提案書に記載すること】 

（４） レースイベント参加ならびにセミナー開催 

台湾の大手のサイクリングイベントに参加し、そのイベント会場において、現地のサイクリスト

などを対象にしたプロモーションを行う。なお、現地への派遣者数は 4名以上とする。 

①レースイベント参加 

【実施時期】 

平成 30 年 1０月〜12月 

【作業内容】  

（ア）４,０００名以上が参加するサイクリングレースイベントへの参加の手配。 

・当該イベントでのテント出店ができるよう手配を行う。なお、参加するために係る費用

については事業費に含む。 

（イ）レースイベント会場内でテントを出店及びパンフレットの配布 

・テント出店における備品の手配、モニターや電源の確保なども行う。 

・（２）で作成したパンフレットの配布を行う。 

 



②セミナー開催 

①のイベント参加と合わせて、（１）で造成したサイクリングコースの紹介ならびに対象地域の

観光プロモーションを兼ねたセミナーを開催する。 

【実施時期】 

平成 30 年 1０月〜12月 

【参加人数】 

３０名以上を目標とすること。 

【作業内容】 

（ア）セミナー会場の手配 

・セミナーのための会場を手配する。 

・会場は最低５０名以上の規模のものとすること。 

（イ）通訳の手配 

・セミナー開催時には、専属の通訳を１名以上手配する。 

（ウ）プレゼン資料の作成 

・セミナーの際に完成した商品等のプレゼン資料を作成し、プロジェクターやパソコン等

を利用して来場者にプレゼンできるようにする。 

・会場にて商品販売に関するツアー申し込み手法を宣伝する。 

・内容については連携先と緊密に打ち合わせを行う。 

（エ）セミナー当日の運営 

（オ）セミナー時に連携先が使用する機材（パソコンやプロジェクター等）の手配、操作 

（カ）セミナー開催時に、連携先が提供するパンフレット等の配布 

（キ）セミナー内容の記録、写真を実施報告書に記載する。  

 

③その他（渡航費に関する条件） 

・渡航する派遣者 4 名は、①レースイベント参加、②セミナー開催を兼務する。 

・派遣者に関する渡航の手配を本事業にて行うこと。なお、往復航空券代（燃油付加運賃・空港

諸税等を含む）及び現地宿泊費用を事業費に含む。 

・出国及び帰国における便は、富山空港又は羽田空港を利用する便とすること。 

・航空券はエコノミークラスとする。また、宿泊先は、会場までの移動手段や所要時間等の利便

性を考慮した上で、1名 1 室利用の条件により提案すること。 

・飲食費は事業費に含まない。 

・連携先の台湾国内における移動の手配（空港・ホテル・会場間）を行うこと。 

 

 

 



４．その他留意事項 

①本業務で発生した制作物等の著作権は原則として連携先に帰属する。但し、受託者は必要に応じ

これを連携先の許諾のもとに利用、編集を行うことができる。本業務で取り扱うこととなる個人

情報の管理は適正に行うこと。 

②成果物に重大な瑕疵があった場合は、原因者において、回収、修正、再印等必要な措置を講じる

こと。 

③全体を通して安全及び法令遵守を十分配慮すること。 

④本事業は、観光庁が実施する「平成 30 年度訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金」 

 を活用する。このため、受託事業者は、「訪日外国人旅行者周遊促進事業費補助金交 

 付要綱」に従って業務を遂行すること。 

 

５．効果測定及び成果物 

（1）効果測定の実施 

① アンケート調査の企画・運営・結果の集計・分析 

② 事業実施前後における成果指標は、サイクリングコース開発件数、サイクリングツアー

商品開発件数、サイクリングツアー実施件数、サイクリングツアー参加者数、サイクリ

ングツアー売上高、SNS 記事掲載数、WEB サイト記事掲載数、出店セミナー来訪者数

とする。 

③ その他当協議会及び連携先が指示したもの 

 

（２）成果物の作成 

①提出物 

◆本事業実施報告書（本事業の内容を時系列で記録したもの。Ａ４判カラー冊子、 

20 頁程度ならびに電子データ） 

  連携先 10 部 

◆成果現物（造成コース、動画） 

  関連携先 10枚   

  ・電子媒体は DVDとし、パソコン上で再生できる形式で保存するものとする。 

 

（３）提出期限 

業務実施報告書･･･平成３１年 2月 28 日（木） 

電子データ･･･平成 3１年 2 月 28 日（木） 

成果現物･･･平成 3１年 2 月 28 日（木） 

 

 



（4）提出先 

  連携先 

 

（５）入札金額（内訳） 

本事業のために必要な経費（消費税を含む）について、概算額（人件費、移動費宿泊費、運

搬費、制作費、成果物作成費用、諸経費などの費目毎の内訳）を提示すること。なお、国外

において支出が発生する場合については、当該支出分を明確にし、課税、非課税、不課税、

付加価値税の別を記載すること。 

 

６．監督職員 （一社）関東観光広域連携事業推進協議会 事務局次長 江橋 秀久 

 

 


