
仕 様 書 

 

１．事業の件名 

   平成 30 年度訪日外国人旅行者周遊促進事業「台湾プロモーション及びブロガー招請事業」 

   【対象国・地域】台湾 

   【連  携  先】北関東三県広域観光推進協議会（茨城県、栃木県、群馬県）、 

           茨城県 

 

２．事業の目的 

   一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会は、上記連携先と共に、台湾市場を対象に、

北関東三県の豊かな自然や食、良質な温泉、歴史・文化等の観光資源の魅力を PR するため、

台湾現地の旅行会社やメディア等への訪問、パワーブロガー招請や現地旅行会社向けセミナ

ーを実施し、北関東三県への観光誘客促進を図ることを目的とする。 

 

３．企画募集内容（業務内容） 

 （１）台湾プロモーション（事業規模：１.１４０千円） 

    台湾現地の旅行会社やメディア等を訪問し、北関東三県の豊かな自然や食、良質な温泉、

歴史・文化等の観光資源の魅力を PR する。 

   【実施時期】 

    平成 30 年 10 月～１１月頃 

   【出張期間 ／ 出張人数】 

    ４泊５日程度 ／ 連携先から３名程度とする（各県１名想定） 

   【接触対象 ／ 接触数】 

    台北市や台中市にある旅行会社・メディア等 ／ ５社以上     

※プロモーションの目標として、商品造成数５件以上、送客 150 人以上とすること。 

 

   【企画提案内容（業務の内容）】 

    ①出張者がプロモーションする旅行会社やメディア等とのアポイント・日程調整。 

    【留意事項】 

     ・接触する旅行会社の選定にあたっては、訪日旅行の取り扱い実績が豊富、かつ、北

関東三県の旅行商品造成可能性の高いところを中心に選定すること。 

     ・接触するメディア等の選定にあたっては、北関東三県の魅力を情報発信できるとこ

ろを選定すること。 

     ・１社あたり１時間程度の時間を確保すること。 

    ②台湾現地のコーディネーター及び通訳を手配 

    【留意事項】 

     ・台湾現地の旅行会社やメディア等接触時には、専属の通訳を１名以上手配すること。 

     ・通訳レベルは商談が可能なレベルとすること。 

     ・コーディネーターは通訳を兼ねることも可とする。 

     ・現地における案内・進行等を行うこと。 

    ・訪台中の内容を記録し、写真を添えて、主な内容を実施報告書に記載すること。 

    ③出張者の渡航手配 

 連携先の出張者に関する渡航の手配および連携先の台湾現地における移動の手配（空



港・ホテル・現地訪問先間）を行う。 

【留意事項】 

・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

むこと。 

     ・出国及び帰国における便は、茨城空港または成田空港または羽田空港を利用する便

とすること。 

     ・参考見積は、３名各４泊５日で算出することとし、実際の手配にあたっては別途、

連携先と調整すること。 

     ・航空券はエコノミークラスとすること。また、宿泊先は、現地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めないこと。 

     ・移動手段は、タクシー・バス等の公共交通機関とすること。 

 

（２）パワーブロガーの招請（事業規模：１.６８０千円） 

    台湾で影響力のあるパワーブロガーを招請し、北関東三県を巡る周遊観光コースに参加

してもらい、当該エリアの魅力を SNS 等で発信してもらう。 

   【招請対象者】 

    パワーブロガー １名以上 

     ※SNS 情報発信 20 件、媒体接触者数（PV 数）100,000 件を目標とすること。 

   【主たるターゲット】 

    20 代～30 代の FIT 層 

   【実施時期及び実施期間】 

    平成 3１年１月頃 ／ ４泊５日程度 

   【企画提案内容（業務の内容）】 

    ①パワーブロガーの招請 

訪日旅行に興味を持ち、訪日台湾旅行者の視点で好意的な情報発信を確実に実施でき

かつ主たるターゲットに効果的に訴求できるブロガーを選定及び招請する。 

【留意事項】 

     ・パワーブロガーの選定（提案）に際しては、ブロガーの詳細な情報（PV 数、ユー

ザー数などを含む。）が確認できる資料を示した上で、本事業によって期待される

露出ボリュームを明示すること。 

・選定理由を具体的に明記すること。 

     ・業務終了後において、定量データ［媒体接触者数（アクセス数、UU 総数等）及び

広告換算額等］の報告を求める。 

     ・円滑な業務推進のため、中国語（繁体字）及び日本語が堪能なコーディネーターを

クルーに配置すること。 

     ・②の招請・取材コースの全工程に参加できるよう招請時期の日程調整を行うこと。 

    ②招請・取材コースの実施（別紙１参照） 

      ①で招請するパワーブロガー（以下、招請者）が参加する招請・取材コースの企画・

調整・手配・運営を行う。 

    【留意事項】 

     ・全行程は４泊５日程度とし、茨城県に２泊程度、栃木県・群馬県に各１泊程度とす

る。 

     ・茨城空港または成田空港または羽田空港 IN・OUT による日程調整を行うこととし、



招請・取材コースも茨城空港または成田空港または羽田空港 IN・OUT のコースを

企画提案すること。 

     ・提案した招請・取材コース中の各視察施設・スポット等について選定理由をそれぞ

れ具体的に明記すること。 

     ・提案した招請・取材コースに基づき、最終的な実施コースの調整については、招請

者の訪日経験、現地消費者ニーズ等を踏まえた上で招請者に対し事前にヒアリング

を行い、どのような情報が必要か等を調査し招請・取材コースに反映させることで、

新しいツアー造成及びメディア掲載に結びつけられるようなコースを設定するこ

と。 

     ・また、招請者に対しては十二分に情報を提供すること。（連携先から必要な情報を

入手し、必要な場合は翻訳した上で提供すること。） 

     ・招請・取材コースの内容については、以下の点について留意すること。 

      ◇コースの行程は、台湾で人気の日本の自然や食、日本文化体験、歴史的建造物、

農業体験等の観光資源を活かした多様性あるコースをそれぞれ設定すること。 

      ◇ターゲットに訴求力のあると考えられる潜在的な観光資源があれば、積極的に提

案に含めること。 

      ◇連携先へは、招請者へのヒアリング及び現地消費者ニーズ調査等の結果、招請者

が求めている情報等を提供し、メディア露出及びツアー造成がなされるように、

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。 

      ◇なお、招請・取材コースの決定については、一般社団法人関東観光広域連携事業

推進協議会及び連携先と調整の上決定すること。 

      ◇全ての取材先や撮影場所には事前に連絡・調整し、取材先の撮影許可等（取材場

所や素材等の取材先への調整、版権処理、その他今般事業の取材前から番組放送

後に係る一切の許認可、届出、調整等）を取ること。 

      ◇一つ一つの取材先において十分な取材時間（インタビューなどを含む）を確保し、

拙速な行程としないこと。また、取材中において招請者から要望があった際には、

全体の行程を考慮・調整しながらフレキシブルに対応すること。 

      ◇招請期間中は、SNS等による取材内容等の情報発信が常時可能となるよう、Wi-Fi

ルーターを貸与し、インターネット環境を整えておくこと。 

      ◇メディア露出において、どのように紹介されることが誘客ターゲットへ向けて訴

求できるかを考慮し露出内容について想定した上で、想定した露出内容を実現す

るためにどのように取材させるかについても併せて提案すること。 

    【交通に係る留意事項】 

    ・招請・取材に係る交通の手配、調整については以下の点に留意すること（航空及び

日本国内全般：別紙１参照）。 

      ◇専用車を手配する場合は、招請者、添乗員、随行者の移動と招請者の荷物の運搬

を考慮して、余裕を持った大きさとすること。 

・招請・取材に係る全行程の宿泊・食事の手配、調整（別紙１参照）については以下

の点に留意すること。 

      ◇宿泊施設は原則として１室１名とし、インターネット環境が整備された施設とす

ること。 

      ◇施設の選定にあたっては、宿泊施設についても取材の一環となりうることに十分

留意すること。また、行程を通じて同等レベルとなるような施設を手配すること。 

◇入国から出国までの行程中のすべての朝食、昼食、夕食を手配すること。食事場



所の選定にあたっては、招請国の好みも加味し、施設の雰囲気も含めて取材の一

環になりうることに十分留意すること。 

      ◇食事は各地域の特色を出すことや食事内容が重ならないように注意すること。 

      ◇食事とは別に、招請者の飲料水（ペットボトル１本／人・日）を手配すること。 

     【同行者・通訳手配の留意事項】 

・招請・取材に係る全行程をアテンドする同行者を手配し、全行程の実施の記録をす

ること。 

      ◇同行者は招請地域の観光知識に長け、適切に旅程管理ができ、招請期間中の不測

の事態等にも適切に対応しうる者を手配すること。 

      ◇同行者の宿泊、食事等の手配を併せて行うこと。 

      ◇通訳が同行者を兼務する場合は不要とする。 

    ・招請・取材に係る全行程に係る通訳を手配すること、通訳手配の留意事項は以下の

通り。 

      ◇全行程を通して同行する通訳は同一人物とすること。 

      ◇通訳は招請者の母国語に対応できる者であるとともに、取材先の説明者等の説明

内容を的確に理解し、確実に通訳できるレベルの者とすること。 

      ◇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。    

◇当該者の宿泊、食事等の手配を併せて行うこと。 

 ・招請期間中、連携先の職員が随行する場合について、以下の事項に留意すること。 

◇随行業務に支障を来すことが無いよう、連携先の指示を踏まえ、必要に応じて随

行に係る各種手配（宿泊、国内移動、食事、観光施設入場料その他）を行うこと。 

◇連携先職員の随行に係る費用は本事業費に含めないこと。 

    ③アンケートの実施 

     ・アンケートの作成・配付・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一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会及び

連携先に内容の確認を受けることとし、今後の訪日観光客増加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、その作業状況を一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会及び

連携先に適宜報告すること。また集計及び分析結果を効果測定書に記載すること。 

     ・想定するアンケート項目について別紙２を参考に作成し、企画提案書に記載するこ

と。 

    ④招請者の情報発信のフォローアップ 

本業務実施後の招請者の記事作成および掲載・情報発信等のフォローアップを行う。 

 

  （３）現地セミナー開催（事業規模：１.１３０千円） 

    台湾の旅行会社向けセミナーを開催し、茨城県、栃木県及び群馬県の観光資源を PR す

ることで、旅行商品の造成を求める。 

   【実施時期】 

    平成 30 年 10 月～１１月頃 

   【出張期間及び出張人数】 

    １泊２日程度 ／ 連携先から１名程度とする 

   【実施概要】 



    計２回セミナーを開催すること 

    会場は台北と台中でそれぞれ実施すること 

   【参加人数】 

    20 社の参加を目標とする 

   【企画提案内容（業務の内容）】 

    ①セミナーの手配及び運営 

     ・セミナーのための会場を手配し、当日の運営を行うこと。 

【留意事項】 

・会場は５０名以上の規模のものとすること。 

・会場における装飾を行うこと。 

・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

を行うこと。 

・セミナー開催時に、連携先が提供するパンフレット等を現地旅行会社に提供するこ

と。 

     ・セミナーの内容を記録し、写真を添えて、主な内容を実施報告書に記載すること。 

 ②コーディネーター及び通訳の手配 

     台湾における行程中、コーディネーターならびに通訳を１名以上手配する。 

    【留意事項】 

     ・コーディネーターは通訳を兼ねることができる。 

    ③資料の作成 

     セミナーで使用する資料を作成する。 

     ・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することを想定した資料

とすること。 

     ・内容については連携先と緊密に打合せを行うこと。 

    ④連携先出張者の渡航手配 

     連携先の出張者の渡航手配を行う。 

・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

めることとする。 

・出国及び帰国における便は、茨城空港または成田空港または羽田空港を利用する便

とすること。 

・参考見積は、２名（うち１名はコーディネーター）各２泊３日で算出することとし、

実際の手配にあたっては別途、連携先と調整すること。 

・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。 

・連携先の台湾現地における移動の手配（空港・ホテル・会場間）を行うこと。 

・移動手段は、タクシー・バス等の公共交通機関とする。 

 

４．その他留意事項 

  ①上記３（１）及び（３）について、一体的に事業を実施することも可能とする。 

  ②事業において、運営、管理、庶務を行うこと。 

  ③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。 

  ④一般社団法人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。 

  ⑤本事業は、一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会及び連携先と十分な協議を行い



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

の都度協議の上、その指示に従い作業を進めること。また、一般社団法人関東観光広域連

携事業推進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。 

  ⑥本業務で発生した制作物等の著作権は一般社団法人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。 

  ⑦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。 

  ⑧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。 

  ⑨招請者の安全を確保すること。 

  ⑩各事業における事業規模額は目安であり、他に事業実施につき効果的な予算配分があれば

提案すること。 

 

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・分析 

  ②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（Ａ4判カラー冊子、３０頁程度） 

    ◇一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会 ２部、連携先 各２部、計８部 

   ・本事業効果測定書（Ａ4判カラー冊子、３０頁程度） 

    ◇一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会 ２部、連携先 各２部、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） 

    ◇一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会 １枚、連携先 各１枚、計４枚 

    （電子媒体はＣＤ又はＤＶＤとし、Microsoft Word、Microsoft Excel、Power Point

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。 

   ・成果現物（ブログ等） 

    ◇一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会 １部、連携先 各１部 合計４部 

    ◇掲載内容を翻訳し、文章（Word）で提出すること。 

    ◇取材をした施設が掲載された場合は、該当施設あてに掲載情報を提供すること。 

   ・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。 

   ・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。 

  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･･･記事掲載された発行号を現地より入手次第速やかに 

  ③提出先 

    一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会及び連携先（北関東三県広域観光推進協



議会（茨城県・栃木県・群馬県）、茨城県） 

 

６．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）提案者の概要等 

  ①法人の概要（業務実施体制図を含む） 

  ②担当者の氏名及び連絡先 

  ③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） 

  ①提案した企画案実施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、資

機材費、交通費、運搬費、効果測定及び成果物作成費用、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、不課税の別を記載すること。また、参考見積額は付加価値税などの諸税を

踏まえて算定すること。 

 

７．監督職員 

   一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会事務局 次長 江橋 秀久 

 



別紙 1 

日付 1 日目 2 日目 3 日目 ４日目 ５日目 

出入国 入国    出国 

ファムトリップ 一部実施 ○ ○ ○ 一部実施 

視察地 
・留意点等を踏まえてコースを設定すること。 
・台湾市場をターゲットとし、日本の自然や食、日本文化体験、歴史的建造
物、農業体験等を効果的に訴求すること。 

宿泊地 

・設定したコースにあわせ宿泊地を決定すること。 

・茨城空港または成田空港または羽田空港 in・out でコースを企画提案するこ

と。 

（例） 

茨城県 

 

茨城県 

 

栃木県 

 

群馬県 

 

－ 

添乗 

（アテンド） 

入国から ○ ○ ○ 出国まで 

・行程に対して添乗（アテンド）する体制とすること。 

事業実施記録 

○ ○ ○ ○ ○ 

・行程に対して事業実施中記録できる体制をとること。 

通訳手配 

入国から ○ ○ ○ 出国まで 

・全行程において、その実施につき、滞りの無い運営ができる体制を構築でき
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。 

食事手配 入国から ○ ○ ○ 出国まで 

宿泊手配 ○ ○ ○ ○ － 

航空手配 ○    ○ 

国内交通手配 入国から ○ ○ ○ 出国まで 

 



別紙２ 

○アンケート作成・集計要領 

 

【招請事業】 

１．以下に掲げる項目については、必ず設問に含めること。 

 ・各視察先（宿泊施設・食事先・交通機関等含む）について、３段階評価（良い・普通・悪い）

及び自由記載のコメント 

 ・アテンド・通訳について、３段階評価（良い・普通・悪い）及び自由記載のコメント 

 ・ファムトリップ全体について、３段階評価（良い・普通・悪い）及び自由記載のコメント 

 ・ファムトリップで紹介した観光資源のなかで、招請者が“自国の観光客に紹介したいと思う

もの”“ネガティブな印象をもったもの”それぞれの名称及びその理由 

 ・ファムトリップで紹介したエリアを効果的にプロモーションするための助言、その他気づい

た点（自由記載） 

 ・今後取材をしたい日本のエリア・施設・テーマと、その理由 

 ・ファムトリップに参加しやすい時期 

 

２．アンケート結果を集計し効果測定書に掲載する際、３段階評価については帯グラフ形式で示

すこと。 

 

 

 


