
 仕様書 

 

令和元年度訪日外国人旅行者周遊促進事業 

「東南アジア誘客プロモーション事業」 

 

 

１ 事業の目的 （予算規模の目安：1,650千円） 

政府では、「観光は、真に我が国の成長戦略と地方創生の大きな柱である」との認識の下、

「明日の日本を支える観光ビジョン」を策定し、観光先進国の実現に向け、2020年までに訪

日外国人旅行者数4,000万人、地方部での外国人延べ宿泊者数7,000万人泊という目標を掲げ、

政府一丸、官民一体となって取り組んでいくこととしている。 

一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会（以下「協議会」という。）においても、202

0年までに政府の掲げた訪日外国人旅行者数4,000万人泊という目標達成に向け、地方公共団体

及び観光関係団体等と連携し、重点市場を対象とした訪日外国人旅行者に魅力のある地域の観

光資源を発信する訪日プロモーション地方連携事業を展開している。2018年には3,119万人泊

に達したものの、政府目標達成のためにはより一層の取り組みの強化が必要である。 

その中において、東南アジア６カ国（タイ、シンガポール、マレーシア、インドネシア、フ

ィリピン、ベトナム）からの訪日外国人旅行者数は3,327,632人（前年比14.1%増）となり、

今後も伸びが期待できる。 

特に、ベトナム市場は、2018年の訪日外国人旅行者数が約39万人（対前年比25.9％増）と

過去最 

高を記録し、伸び率ではJNTOにおける訪日プロモーション市場において第１位となり、近年 

で最も成長している市場である。また、主要都市であるハノイ、ホーチミン、ダナンからの航 

空路線の新規就航、増便が行われており、今後も訪日外国人旅行者が増加していくことが予想

される。 

 そこで、ベトナムのホーチミンにおいて、８月に開催される観光PRイベントに出展し、B 

toC向けのプロモーションを行うとともに、併せて現地旅行会社に対するセールスコールを実 

施することにより、旅行商品の販売及び造成促進を図り、協議会管内へのさらなる誘客促進を 

達成するものとする。 

 

 

２ 業務対象地域  

対 象 市 場：ベトナム 

業務連携先：栃木県、茨城県 

 

 

３ 業務内容 

＜「FEEL JAPAN IN VIETNAM 2019」出展事業＞ 



 （全体日程） 

日にち 地域 内容 

８月２日（金) 

 

羽田または成田→ 

ベトナム(ﾎｰﾁﾐﾝ) 

出国 

現地着、会場設営    （ホーチミン泊） 

  ３日（土） ベトナム(ﾎｰﾁﾐﾝ) FEEL JAPAN 出展    （ホーチミン泊） 

  ４日（日） ベトナム FEEL JAPAN 出展 

ホーチミンからハノイへ移動 （ハノイ泊） 

  ５日（月） ベトナム セールスコール       （ハノイ泊） 

６日（火） ベトナム（ﾊﾉｲ）→ 

羽田または成田 

出国→帰国 

 

 

 

Ⅰ．観光 PR イベント出展事業 

（１）出展する旅行博 

  ①名称 

   FEEL JAPAN IN VIETNAM 2019 

  ②期間 

   2019 年８月３日（土）～４日（日） 9:00～19:00 

  ③場所 

   WHITE PALACE（ホーチミン市内フーニョン区）Grand Platinum & Grand Crystal,  

Ground Floor 

   （住所：194 Hoang Van Thu Str., Ward 9, Phu Nhuan Dist., HCMC） 

  ④出展ブース数 

   １ブース ※連携先から出展者事務局に申込済 

（２）派遣職員に係る手配 

  ①派遣職員の渡航の手配 

連携先職員２名の渡航の手配を行う。 

【手配の留意点】 

・出国の空港は羽田空港又は成田空港を使用すること。 

・８月２日（金）出国、８月６日（火）帰国とすること。 

・燃油付加運賃・空港諸税は、委託料に含むものとすること。 

②派遣職員の宿泊の手配 

   連携先職員２名の宿泊の手配を行う。 

  【手配の留意点】 

   ・ホテルはシングルルーム（朝食付き）とすること。 

   ・宿泊ホテルの選定理由（地理的条件等）を提案書に記載すること。 



③ベトナム国内における移動等の手配 

   連携先職員２名のベトナム国内における移動（空港、ホテル、会場間）の手配を行う。 

  【手配の留意点】 

   ・移動手段はタクシー又は公共交通機関とすること。 

  ④モバイル Wi-Fi の手配 

   滞在期間中、現地で使用できるモバイル Wi-Fi を 2 台手配すること。 

 

（３）必要人員に係る手配 

①現地添乗員兼通訳の手配 

現地添乗員兼通訳を 1 名手配する。 

【手配の留意点】   

   ・現地添乗員兼通訳は８月２日（金）～４日（土）（このうち、８月２日（金）は午後の 

みの半日（会場設営及び打合せとする。））の３日間を通じて同一人物とすること。 

・現地添乗員兼通訳の昼食費は、委託料に含むものとすること。 

・現地添乗員兼通訳は、ブースの運営や移動手配の調整など、業務及び旅程が円滑に遂行

できるよう管理すること。 

・現地添乗員兼通訳は、添乗業務でだけでなく、旅行博においては、通訳として PR 業務

に従事すること。 

・現地添乗員兼通訳の通訳能力は、日常会話及び観光等に関する一般的な事項について通

訳が行えるレベルとすること。 

   ・現地添乗員兼通訳の選定理由（資格や経験など）を提案書に記載すること。 

   ・現地添乗員兼通訳は連携先の意向を踏まえて決定すること。 

  

 

（４）イベントブースでのプロモーションに係る手配 

  ①ブースの設置、装飾、運営及び撤去 

出展するブースの設置、装飾、運営及び撤去の手配を行うこと。 

【手配の留意点】 

・出展するブースは１ブース（D2.5ｍ×W3ｍ×H3m）とすること。 

 ※出展申し込みは連携先で実施済み。 

 ※出展料（１ブース円）の支払いは、委託料に含むものとする。 

・出展ブースについて、バックパネルの装飾や、椅子、テーブル等必要な備品の手配を行

い、それらの配置を行うこと。 

②ベトナム語版パンフレットの制作・印刷 

連携先の観光情報を紹介するパンフレットをＡ３見開き両面（カラー）で 1,000 部制作・ 

印刷し、旅行博の前日までに会場に納品すること。 

  【チラシの印刷の留意点】 

   ・想定デザインについて、提案書に盛り込むこと。 



   ・掲載情報については、協議会及び連携先と協議の上、決定すること。 

・印刷は、現地での印刷も可とする。 

③資料等の海外輸送の手配 

現地で消費する来場者向けパンフレットやノベルティ（注）等について、日本からベトナ 

ム国内のイベント会場までの輸送を手配する。 

（注）配布するパンフレットやノベリティは、（４）②で制作したもの以外は、連携先か 

ら提供されたものとする。 

  【手配の留意点】 

・送付量は 250kg（25kg×10 箱）程度を想定すること。 

④旅行商品の造成・販売 

連携先を訪問する旅行商品を造成し、本イベントで販売すること。 

  【企画・実施の留意点】 

・造成商品については、日本語訳をした上で、事前に協議会及び連携先に情報提供するこ

と。 

・当該旅行商品の販売・催行状況について、事後に調査を行い、調査結果を効果測定書に

記載して報告すること。 

 

Ⅱ．セールスコール 

①セールスコールの手配 

セールスコールを実施するため、旅行会社等へのアポイントを行う。 

【手配・調整の留意点】 

 ・訪問候補先を提案すること。 

・セールスコールの実施日は８月４日（月）とし、ハノイ市内で実施することとする。 

・セールスコールを実施する旅行会社は４社程度とすること。 

・車両借上げ等、訪問先への移動手段を確保すること。 

・連携先の情報に精通している通訳を 1 名手配すること（添乗員兼通訳を充てることも

可）。 

②通訳の手配 

 次のとおり通訳を手配すること。 

・８月５日（月）のハノイにおけるセールスコール時の通訳 １名 

【手配、調整の留意点】 

・通訳の昼食費は委託料に含むものとする。 

・通訳の通訳能力は、日常会話及び観光等に関する一般的な事項について通訳が行えるレ

ベルとすること。 

・通訳の選定理由（資格や経験など）を提案書に記載すること。 

・通訳は連携先の意向を踏まえて決定すること。 

 

 ③セールスコール当日の連絡調整 



セールスコール当日の旅行会社との連絡調整を行う。 

  【調整の留意点】 

    ・連絡調整の業務は、通訳業務との兼務も可とする。 

   ・車両借り上げ等、訪問先への移動手段を確保すること。 

 ④セールスコール後のフォローアップ 

セールスコールで訪問した旅行会社等に対して、商品造成状況の確認等のフォローアップ 

を行う。 

 

 

４ その他の留意事項 

①事業において、運営、管理及び庶務を行うこと。 

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協議会及び連携先と連絡調整等を密に行うこと。 

④本事業は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、本仕様書に定めのない事項について

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。 

⑥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。 

 

 

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、集計及び分析の実施 

②事業実施後における効果測定方法の提案及び実施 

 本事業の目標成果は以下のとおりとする。 

◆パンフレット配布数 5,000 部 

◆アプローチ旅行会社数 ４社 

◆旅行商品造成件数 ４件 

 

（２）成果物の作成 

①提出物 

◆事業実施報告書（A4 カラー冊子） 

 協議会 6 部   

◆事業効果測定書（A4 カラー冊子） 

 協議会 6 部   



◆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） 

  協議会 3 枚   

（電子媒体は CD 又は DVD とし、Microsoft Windows2013、Microsoft Excel2013、

Power Point2013 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、本編のほかに事業の概要を簡潔にまとめた A4 版カラー1 枚を作

成すること。 

◆報告書等の作成にあたっては、事前に協議会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履行期限 

◆事業実施報告書、事業効果測定書及び実施報告書・効果測定書電子データ 

2020 年 2 月 28 日（金） 

③提出先 

・神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 13-4 

一般社団法人関東観光広域連携事業推進協議会 

 

６ 特記事項 

①当委託業務の契約に関する費用（印紙代を含む）は、受託者の負担とする。 

②当委託業務に関する打ち合わせは 5 回を上限に、協議会又は主たる連携先が必要と認める

とき、行うものとする。 

 

７ 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 

３に記載の項目についての企画提案 

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） 

・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、交 

通費、取材費、諸経費などの費目毎の内訳）を提示すること。 

 

８ 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  鈴木 伸一 


