
 

仕 様 書   

 

１．事業の件名 

令和元年度訪日外国人旅行者周遊促進事業「広域関東サイクリング整備促進事業」 

 

２．事業の概要 

（１）業務の目的 

広域関東には平野部、山岳地帯など、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。新潟県上越地方と長野県北信地方の多様な周遊広域サイクリ

ング観光コースの流通を推進し、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、認知度の向上を図り、

年齢層が厚くサイクリストが多い台湾市場、今後の市場拡大が見込めるタイからの誘客により

宿泊数の増加や交流人口の拡大を図り、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、平成 30 年度サイクリング誘客促進事業の成果を鑑

み、最大ボリューム層でリピーターも多い 20～30 代ＦＩＴ(個人旅行者)がサイクリングなど

のスポーツ体験に関心を持っている台湾市場を対象とし、サイクリングをフックとして広域関

東エリアを PR するため、サイクリングコアユーザーを主たるターゲットとし、エリアのコー

スを発信するためファムトリップ、レース、ウェブ、雑誌によるＰＲ等を実施。また今後の市場

拡大を見据え、タイからのメディア招請を行い、広域関東における更なる宿泊数の増加や、地域

の雇用・消費に貢献する。 

 

（３）連携先 

 新潟県、長野県、長野市、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、上越市、長野県飯山市、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」および「タイ」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。 



（６）事業の内容 

A.自転車雑誌社等招請事業（台湾） 

台湾サイクリストに影響力のある自転車雑誌社等を、平成 30 年度に造成したコースに招請（以

下「ファムトリップ」という）し、雑誌等メディアを利用した情報の発信をする。 

【対 象 者】 

・訪日サイクリストに影響力のあるインフルエンサー 

・自転車雑誌社、ＷＥＢサイトライター等メディア関係者  

【実施時期】  

・令和元年 ９月～10月   

【企画提案内容（業務内容）】 

① 招請者の選定及び調整 

◆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し現

在実施している取り組みを記載すること。 

◆記事読者数 10,000人以上、ＳＮＳ記事閲覧数 3,000 件を達成できる条件とする。  

②招請時期の日程調整 

③招請・取材コースの企画・調整・手配・運営 

◆招請者に対して事業前及び事業後に十分に情報を提供すること。 

◆招請対象者は各 2 名とし、日程は 4 泊 5 日程度を 2 回実施する。 

◆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、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こと。 

◆取材中において招請者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。 

④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。 

◆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。 

 

 



 

⑤招請・取材に係る全行程の宿泊・食事の手配、調整 

◆招請者が利用する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。 

⑥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。 

⑦通訳の手配 

◆全行程において、その実施につき、招請者の人数も考慮し、滞りのない運営ができるだけの

通訳の人数を確保すること。 

⑧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、今後の訪日サイクル

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。 

⑨ 招請後の記事等掲載について、 

◆体験記録形式の記事を複数回掲載し（雑誌・SNS 等）、掲載記事内容については連携先と調

整すること。- 

 

Ｂ.レースイベント出展、セールスコール事業（台湾） 

（ア）サイクリングイベントに出展 

  台湾における台中 City Race に出展し、広域関東（信越高原）の PR を実施し、サイクリス

トを対象にした総合的なプロモーションを行う。 

【実施時期】 

令和元年９月～11月 

【実施概要】 

①イベントブースの設置、装飾、運営及び撤去の手配を行うこと 

②パンフレットを配布する。 

③効果的なＰＲに向けた来場促進の企画提案・実施を行う。 

④４,０００名以上が参加するサイクリングレースイベントへ等の参加手配。 

【派遣人数】 

５名以上とする。 

【企画提案内容（業務内容）】  

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



については事業費に含む。 

◆テント出店における備品の手配を行うこと。なお、モニターや電源の確保なども行うこと。 

◆平成 30 年度の事業で作成したパンフレットの配布をおこなうこと。 

◆ブース来訪者数 1,000 人以上を目標とすること。 

 

（イ）セールスコール 

台湾の旅行会社など、セールスコールを実施し、サイクリストを対象にした総合的なプロモ

ーションを行う。 

①セールスコールの実施とフォローアップ 

  ◆セールスコールの手配、連絡調整、アポイントを行う 

  ◆セールスコールの実施は 4 件以上とし訪問先を提案すること 

  ◆セールスコールで訪問した団体等に対して、商品造成などフォローアップを行う 

  ◆セールスコールで訪問する団体については、連携先と調整すること 

  ◆効果的なセールス活動が行えるよう、訪問先等の選定・調整を行い、セールスコールで使用

する資料等も作成のこと。セールスコールでの説明資料素材については連携先で用意するが、

作成にあたり現地旅行会社等に訴求できる内容について資料編集などの適宜アドバイスを行

うこと。 

  ◆ツアー造成数 4件以上を目標にすること。 

 

（ウ）渡航費等について 

◆出展にあたり、連携先の派遣者に関する渡航の手配を行うこと。なお、派遣者の所属する連

携先自治体等から空港までの往復交通費、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、成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（朝食含む）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。 

◆出展ブースで配布資料等の海外輸送手段及び管理について、事業に関する各種資料 40kg 程

度の輸送費を計上すること。 

  

Ｃ.メディア招請事業（タイ） 

タイサイクリストに影響力のあるメディア等を、平成 30 年度に造成したコースに招請（以下

「ファムトリップ」という）し、メディアを利用した情報の発信をする。 

【対 象 者】 



訪日サイクリストに影響力のあるメディア 

【実施時期】  

令和元年９月～1０月   

【企画提案内容（業務内容）】 

①招請するキーパーソン等の選定及び調整 

◆目標とする記事読者数 5,000 人以上とする。 

②招請時期の日程調整 

③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分に情報を提供すること。 

◆招請対象者は 3名とし、日程は 4 泊 5日程度とする。 

◆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、メディア

放映または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こと。 

◆取材中において他の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。 

④招請・取材に係る交通の手配、調整（航空機及び日本国内全般） 

◆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。 

◆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。 

⑤招請・取材に係る全行程の宿泊・食事の手配、調整 

◆招請者が利用する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。 

⑥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。 

⑦通訳の手配 

◆全行程において、その実施につき、招請者の人数も考慮し、滞りのない運営ができるだけの



通訳の人数を確保すること。 

⑧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、今後の訪日サイクル

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。 

⑨招請後のメディア放映また掲載について 

◆体験記録形式の記事を複数回掲載し、掲載記事内容については連携先と調整すること。 

 

D .ＷＥＢサイトプロモーション事業（タイ） 

タイのサイクリストに影響力のある、大手サイクリング協会等のＷＥＢサイトにコースや連携

先市町村のＰＲを掲載する。 

【実施時期】  

令和元年 1１月〜令和 2 年２月 28 日（履行期間内） 

【企画提案内容（業務内容）】 

①タイの大手サイクリング協会等、掲載するＷＥＢサイトの選定及び調整 

②掲載時期の日程調整 

③掲載内容の企画・調整・手配 

◆招請者に対しては事業前に十分に情報を提供すること。 

◆掲載期間は履行期間の 2 月 28 日までとする。 

◆サイトへのアクセス数（読者数）目標を 3,000 人以上とする。 

◆連携先とＷＥＢサイト運営者それぞれが求めている情報を相互に提供し、効果的なＷＥＢサ

イト掲載がなされるように、内容の充実など十分に調整すること。 

④翻訳の手配 

◆ＷＥＢサイト掲載に当たってはタイ語等、必要な言語への翻訳を行うこと。 

◆文字校正は２回以上とする 

◆ネイティブチェック体制を明確にし、誤字・脱字を排除し、外国人旅行者が理解できる内容

で発信できる体制を構築すること 

 ⑤ＷＥＢサイト掲載に係る掲載内容、掲載数、掲載期間、閲覧数について、連携先への報告を行う

こと。 

 

３．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本事業に使用する映像、イラスト、写真、その他資料について、第三者が権利を有するものを使

用する場合、第三者との間で発生した著作権その他知的財産権に関する手続きや使用権料の負担

と責任は全て受託者が負うこと。 

③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。 

④全体を通して安全及び法令遵守を十分配慮すること。 

⑤本事業は、観光庁が実施する「令和元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。 

⑥本事業の履行期間は契約締結の日から令和２年 2 月 28 日（金）までとする 

 

４．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、招請人数、記事読者数、ＳＮＳ記事閲覧数、ブース出

展数、ブース来訪者数、（以上、台湾）、招請メディア数、記事読者数、タイ語サイト掲載

数、タイ語サイト閲覧数（以上、タイ）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 

◆本事業効果測定報告書 

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 （一社）関東観光広域連携事業推進協議会 2 部 

（３）提出期限 

令和２年２月 28 日（金） 

（4）提出先 

  連携先、（一社）関東観光広域連携事業推進協議会 

（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８％）について、概算額（人件費、移動費、運搬

費、宿泊費、使用料、掲載費用、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。 



 

５．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 


