
仕  様  書 

平成 30 年度訪日外国人旅行者周遊促進事業 

「モデルコース紹介ツール作成事業」 

 

１．事業の件名 

  モデルコース紹介ツール作成事業 

  【対象市場】 

   中国、香港、台湾、韓国、タイ、フィリピン、シンガポール、米国、オーストラリア 

  【連携先】 

京成電鉄株式会社、西武鉄道株式会社、東武鉄道株式会社 

 

２．事業の概要 

  広域関東紹介パンフレット作成事業（事業規模：３００万円程度） 

（１）事業の目的 

   東京都心部に集中する外国人旅行者を周辺地域へ誘客するため、鉄道を活用した「広域

周遊ルート」多言語パンフレットを鉄道事業者と共同して作成して、旅行博等で紹介する

ことにより、外国人個人旅行者の広域観光周遊を促進することを目指す。そのために、主

要ゲートウェイである成田空港を起点として、鉄道事業者である京成電鉄株式会社、西武

鉄道株式会社、東武鉄道株式会社（以下、「鉄道三社」という）と自治体である千葉県、埼

玉県、栃木県、日光市が連携して事業を行う。 

 

（２）企画募集内容（業務内容） 

    成田空港に到着する外国人個人旅行者に秩父・飯能、日光・鬼怒川、成田等の広域拠点

地区を周遊し、各地で宿泊してもらうため、昨年度作成した多言語観光パンフレットの観

光地等の情報を更新し当該観光地等の PR に活用できるようにする。また、上記観光地を

周遊する際、鉄道三社それぞれの企画乗車券（京成、東京メトロ、東京都交通局共通の企

画乗車券と西武の秩父・飯能を周遊できる企画乗車券、東武の日光・鬼怒川を周遊できる

企画乗車券、京成の成田を周遊できる企画乗車券）を組み合わせて使用すると安価で便利

に旅行することができるため、これらの企画乗車券についても紹介する。なお、作成した

パンフレットは、各社が出展する旅行博で配布し、広域観光周遊を認知させるとともに、

各社の TIC でも配布することで乗車券購入者に対する広域観光周遊のガイドツールとして

も活用する。 

 

①原稿の作成（デザイン及びレイアウト作業含む） 

   ◆使用言語と翻訳 

・受託後支給する昨年度作成のマップデータを基に、５言語（英語、中国語（簡体字

および繁体字）、タイ語、ハングル）各々、作成すること。 

※平成２９年度作成のマップデータは、受託者特定後、各言語ａｉファイル及び 

PDF ファイルで支給。 

    ・日本語で原稿を作成し、（一社）関東観光広域連携事業推進協議会及び連携先の確認

を受けた後に、外国語版を作成すること。 

    ・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。 

・翻訳文章の精度を高めるための各種方策を提案及び実施すること。 



    ・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。 

   ◆規格等 

・DTP 製版、オフセット印刷、カラー４色、両面印刷 

・展開サイズは 69０㎜×420 ㎜、折り方はジャバラ５山（６面）＋2 つ折り、 

仕上がりサイズ 115 ㎜×210 ㎜にて作成すること。 

ただし、より良い案があれば提案すること。  

・地図、記事面の合成カンプを作成し、地図上の情報および翻訳情報について掲載デ

ータと照合し、誤りのないよう整合をとること。 

   ◆デザイン・レイアウト 

    ・既存のデザイン・コンテンツを基に作成すること。ただし、より良い案があれば提 

案すること。（既存のデザインについては別紙 1 を参照のこと。） 

・訪日旅行者の視点で見やすく、分かりやすい内容とすること。 

    ・各言語とも同一デザイン・レイアウトとすること。 

    ・デザインについては、以下のコンセプトを満たすように作成すること。 

� 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。 

� 訪日旅行者をお迎えする心（ホスピタリティ）が感じられるデザインである

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。 

    ・作成したパンフレットは、各社が出展する旅行博で配布する他、各社の TIC 等で配 

     布し、乗車券購入者に対する広域観光周遊のガイドツールとしても活用することを 

     予定しているため、そのことを踏まえたデザインとすること。 

   ◆盛り込むべき内容（必須項目） 

＜表面＞ 

・表面に「Japan. Endless Discovery」のロゴマーク及び言語が判断できる情報は 

掲載する。 

・主要観光地および連携先が提供する鉄道路線にフォーカスし、それらを分かりやす 

く表した１都１０県（福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、 

神奈川県、長野県、山梨県、新潟県）の広域地図。 

・鉄道三社各社の企画乗車券を紹介すること。 

・主要観光地の魅力が伝わる名所、施設等の基本情報。 

・主要観光地への都心からの詳細なアクセス方法、所要時間、料金時刻表ＱＲコード、 

お得なチケット情報、チケットの買い方、発地情報等。 

・指定する宿泊施設（別紙２）の情報。 

・切符の買い方や使い方などの説明。 

・その他、含めた方が良いと思われるものを提案すること。 

＜裏面＞ 

・企画乗車券を活用し、指定する施設等（別紙２）をプロットした主要観光地を周遊 

できるモデルコースの紹介。 

・指定する施設のほか主要観光地のおすすめの施設、温泉、アクティビティ、名産品 

の紹介、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。 

    ・モデルコースは別紙２のエリアごと作成し、成田空港を起点とする各エリアを繋ぐ 

交通機関も併せて紹介すること。 

・その他、含めた方が良いと思われるものを提案すること。 



   ◆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。    

◆作成条件 

    ・イラストレータ等の通常用いられるソフトウェアを使用し、電子データで作成する

こと。 

 

②印刷、納品 

   ◆印刷部数 

・英語３５,000 部、簡体字 10,000 部、繁体字２0,000 部、タイ語１0,000 部、

韓国語５,000 部、計 80,000 部印刷すること。 

   ◆印刷で使用する材料 

再生マットコート紙四六判 90 ㎏ベース 

・グリーン購入法適用用紙 総合評価 80 以上であること。 

   ◆納期 

・平成３０年１１月３０日（金）までに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。 

   ◆納品物 

(ア) 成果物現物 

(イ) 印刷用版下データ 

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。 

(ウ) 広域観光マップＷＥＢ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を納品すること。 

・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。 

(エ) 日本語の見本データ 

 

③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、（一社）関東観

光広域連携事業推進協議会及び連携先は一切責任を負わないものとする。 

 

３．その他留意事項 



  ①事業において、運営、管理、庶務を行うこと。 

  ②事業の実施記録については、カメラ等を用いて記録を行うこと。 

  ③（一社）関東観光広域連携事業推進協議会及び連携先との連絡調整等を密に行うこと。 

  ④本事業は、（一社）関東観光広域連携事業推進協議会及び連携先と十分に協議を行いなが

ら事業を進めることとし、作業内容及び本仕様書の内容に疑義が生じたときには、その

都度協議会及び連携先と協議の上、その指示に従い作業を進めること。また、協議会及

び連携先は、作業期間中いつでもその作業状況の報告（報告書の作成を含む）を求める

ことができるものとする。なお、本仕様書に定めの無い事項については、その都度協議

の上対応するものとする。 

  ⑤本業務で発生した制作物等の著作権は（一社）関東観光広域連携事業推進協議会及び連 

携先に帰属する。 

⑥本業務により得られた全著作物（第三者があらかじめ著作権を保有している図・写真を

除く）について、（一社）関東観光広域連携事業推進協議会または連携先は受注者および

掲載施設等の許可なく無償で使用・加工ができるものとする。 

  ⑦本業務により得られる著作物の著作者人格権について、受注者は将来にわたり行使しな

いこと。また、受注者は本作品の制作に関与した者について著作権を主張させず、著作

者人格権についても行使させないことを約するものとする。 

  ⑧本業務に使用する映像、イラスト、写真、その他資料等（（一社）関東観光広域連携事業

推進協議会及び連携先から提供されたものは除く）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や使

用権料等の負担と責任は、全て受注者が負うこと。 

  ⑨上記⑤～⑧の規定は、本業務の一部を第三者に委託した場合においても適用する。受注

者は、第三者との間で必要な調整を行い、第三者との間で発生した著作権その他知的財

産権に関する手続や使用権料等の負担と責任を負うこと。 

  ⑩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、再印刷等必要な措

置を講じること。 

  ⑪本業務で取り扱うこととなる個人情報の管理は適正に実施すること。 

 

４．企画提案書に盛り込む内容 

①事業の内容に関する具体的な企画案（項目、方法、人数、選定理由等） 

②事業実施体制及び作業工程 

③法人の概要等 

    ・法人の概要（業務実施体制図を含む） 

    ・担当者の氏名及び連絡先 

    ・国又は地方公共団体等における同様の受注業務実績 

④参考見積（概算及び内訳） 

 

５．効果測定及び成果物 

（１）効果測定の実施 

   ・事業実施後における効果測定方法の提案及び実施 

（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、３0 

頁程度） 

    （一社）関東観光広域連携事業推進協議会 2 部   連携先 ６部 合計８部 

   ◆本事業効果測定書（Ａ４判カラー冊子、３0 頁程度） 



    （一社）関東観光広域連携事業推進協議会 2 部   連携先 ６部 合計８部 

   ◆本事業実施報告書／効果測定書電子データ（報告書を記録した電子媒体） 

    （一社）関東観光広域連携事業推進協議会 ２枚   連携先 ６枚 合計８枚 

    （電子媒体は CD 又は DVD とし、Microsoft Word2007、Microsoft Excel2007、 

Power Point2007 において編集可能ないずれかのファイル形式及び PDF 形式の 

両方で保存するものとする。） 

◆電子データとしては、本編の他に事業の概要を簡潔にまとめたＡ４判カラー1 枚を作 

成すること。 

    ・報告書の用紙は、グリーン購入法に適合したものを使用すること。 

   ◆成果現物 

    （一社）関東観光広域連携事業推進協議会 ２部   連携先 ６部  合計  ８部 

    ・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。 

   ◆報告書等の作成にあたっては、事前に監督職員の承認を受けること。 

②提出期限 

   本事業実施報告書・・・平成３１年２月２８日（木） 

   本事業効果測定書・・・平成３１年２月２８日（木） 

   本事業実施報告書／効果測定書電子データ・・・平成３１年２月２８日（木） 

   成果現物・・・データ入手次第速やかに 

  ③提出先 

   神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目１３－４ 神交共ビル 4 階 

   （一社）関東観光広域連携事業推進協議会及び連携先 

 

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 鈴木 伸一 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                       別紙１

（※29 年度制作のものへ修正） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

別紙２ 

施設等の指定について 

１．パンフレットの作成において以下の地域・コンテンツは必ず含めること。 

（１）パンフレット記載施設 

  

（2）マップ記載宿泊施設 

 エリア 施設名 住所 

秩父 宮本家 

和どう 

新木鉱泉 

小鹿荘 

農園ホテル 

埼玉県秩父郡小鹿野町長留 510 

埼玉県秩父市黒谷 813 

埼玉県秩父市山田 1538 

埼玉県秩父郡小鹿野町三山 243 

埼玉県秩父市大宮 5911-1 

日光・鬼怒川 日光金谷ホテル 

中善寺金谷ホテル 

日光アストリアホテル 

奥の院 ほてる とく川 

日光温泉 日光千姫物語 

鬼怒川グランドホテル 

鬼怒川あさやホテル 

鬼怒川金谷ホテル 

小西ホテル 

本家伴久 

栃木県日光市上鉢石町１３００ 

栃木県日光市中宮祠２４８２ 

栃木県日光市光徳温泉 

栃木県日光市日光 2204 

栃木県日光市安川町６−４８ 

栃木県日光市鬼怒川温泉大原１０２１ 

栃木県日光市鬼怒川温泉滝８１３ 

栃木県日光市鬼怒川温泉大原１３９４ 

栃木県日光市湯元温泉 2549-5 

栃木県日光市湯西川 749 

成田 リッチモンドホテル成田 千葉県成田市花崎町９７０ 

千葉県富里市日吉台２丁目６－４ 

エリア 地域・コンテンツ等 

秩父 長瀞ライン下り、祭の湯、羊山公園、あしがくぼの氷柱、小松沢

レジャー農園、阿佐美冷蔵、宝登山神社、三峯神社、番場通り、

秩父神社、安田屋、、武甲酒造、SL パレオエクスプレス、メープ

ルベース、PICA 秩父、.、メッツァ（2018 年秋１次、2019 年

春 2 次）、トーベ・ヤンソンあけぼの子どもの森公園、宮沢湖温泉 

喜楽里別邸 

日光・鬼怒川 日光東照宮、二荒山神社、輪王寺、金谷ホテル、いろは坂（新

緑・紅葉）、中禅寺湖（遊覧船）、イギリスイタリア大使館別荘、

湯元温泉エリア、 SL、東武ワールドスクウェア、日光江戸村、酒

蔵、金谷テラス、日光珈琲、明治の館、大笹牧場、ネイチャー体

験、湯西川かまくらまつり、龍王峡、明智平ロープウェイ 

成田 成田山新勝寺（本堂、公園の四季、まつり）、表参道（街並み、う

なぎ）、宗吾霊堂、さくらの山、房総のむら（日本文化体験）、酒

蔵めぐり観光タクシー、着物着付体験（ふれあい館にて水～金実

施、料金８００円）成田開運きっぷを利用しながら、成田山新勝

寺と表参道をボランティアガイドが無料で案内する NaritaTransit

＆StayProgram もあわせて紹介する。 

 



インターナショナルゲストハ

ウス アズール成田 

マロウドインターナショナル

ホテル成田 

ウェルコ成田 

アパホテル京成成田駅前 

成田東武ホテルエアポート   

 

千葉県成田市駒井野７６３－１ 

 

 

千葉県成田市花崎町８１８－１ 

千葉県成田市花崎町９０６ 

千葉県成田市取香 320−1 

 


