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「ツーリズム EXPO ジャパン 2019 事業」の企画書の提出を招請します。 

応募される方は、下記事項に留意のうえ応募してください。 

なお、当競争入札の対象事業はツーリズムEXPOジャパン2019とします。 

また、詳細な事項は業務委託契約に記載することといたします。 

 

１．応募される方の資格 

２．企画募集から決定までの主な日程と特記事項 

３．概要 

（１）件名 

（２）事業目的 

（３）全体概要 

（４）業務 

（５）企画書の提出 

  ４．その他必要事項 

  ５．企画書提出時の注意事項 

別紙（１）応募者データ(法人の概要)票 

  （２）宣誓書 

  （３）個人情報に関する管理体制および管理状況について 

  （４）業務実施体制（記載例） 

  （５）作業工程（記載例） 

  （６）質問状 

  （７）事業報告書 

  （８）＜参考＞「ツーリズム EXPO ジャパン 2019｣組織および推進室（事務局）体制案 

（９）その他応募者からの自主提案 

※当該事業にプラスとなる提案があればご記入ください。 

 

１．応募される方の資格 

■当事業委託先については、 

・その応募する会社（ジョイントベンチャーでの提案については全ての参画会社）の経

営および財務状況が健全であること。 

・当事業に関し、イベント事業運営に関する知見や経験が十分にあること。 

・独自のノウハウを持つ一方、当事業組織および運営体制の独自性を理解し、必要があ

れば、事業運営を当事業組織・組織体制に照らし合わせカスタマイズし、当事業の目

的を関係者とともに達成する積極的な意思があること、などが必要条件となります。 

■応募資格に関する申請資料については、 

・①から⑦までは必ず提出ください。⑧は可能であればご提出ください。 

・応募できる方は法人に限定させていただきます。 

・ジョイントベンチャーとして共同請負をされる場合はその請け負う全ての会社からも

①から⑦までの必要な書類を提出いただきます。 
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①応募者データ(法人の概要)票（別紙(1)） 

②宣誓書（別紙(2)） 

③個人情報に関する管理体制および管理状況について（別紙(3)） 

④登記事項証明書（発行日から3か月以内） 

登記事項証明書とは、商業登記法(昭和38年法律第125号)第6条第5号から第9号までに

掲げる株式会社登記簿等に記録されている事項の証明書で、履歴事項全部証明書とし

ます。 

⑤営業経歴書 

営業経歴書とは、申請者が自ら作成している会社の沿革、組織図、従業員数等の概要、

営業品目、営業実績及び営業所(地域を代表して主に契約を締結する本店、支店、事

務所等)の所在状況についての記載を含んだ書類です(上記内容が記載されていれば、

パンフレット等でも可)。 

申請日前 1 年以内に作成したものを提出してください。 

⑥財務諸表類 

財務諸表類とは、申請者が自ら作成している直前 3 年間の事業年度分に係る貸借対照

表、損益計算書及び利益金処分(損失処理)計算書です。 

⑦納税証明書「その 3 の 3」 

「法人税」及び「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書 

⑧（任意での提出資料)  

申請者が主体的に行った展示会、商談会またはキャンペーンなど今回の応募審査に役

立つと思われる実績報告書等の資料 

 

２．企画募集から決定までの主な日程と特記事項 

 

■主な日程（予定） 

2018年 

11月1日(木)   企画募集公告 

11月1日(木)～11月9日(金) 質問受付期間 

11月12日(月)～11月16日(金) 質問回答期間 

11月22日(木)12時00分       企画書提出締切日 

11月※別途ご連絡          プレゼンテーション 

12月5日(水)予定     審査結果発表 

 

※発表は、企画応募者への個別発表の他、選出事業者は企画公告と同様に（公社）日本観光振

興協会と（一社）日本旅行業協会のホームページに掲載します。 

 

※予定の日時については変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 

３．概要 

（１）件名 「ツーリズム EXPO ジャパン２０１９」事業の企画・運営業務 
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（２）事業目的 

ツーリズム EXPO ジャパンは 2018 で 5 周年を終えて、日本観光振興協会、日本旅行業

協会、日本政府観光局（JNTO）の 3 団体が協力し、国内旅行、海外旅行、訪日旅行の三

位一体で、展示商談会、観光フォーラム、顕彰事業、WELCOME RECEPTION の４事業を展開

している。ＢｔｏＢとＢｔｏＣを網羅し、世界各国、日本各地から観光産業をはじめと

する様々な業界が参加する、世界を代表する包括的観光イベントであるツーリズム EXPO

ジャパンを通じて、新しいツーリズムを創造する場であり世界へ情報発信を行う旅の総

合プラットフォームを地域に波及するために、２０１９年は大阪で開催することとした。 

 

（３）全体概要 

名  称 ツーリズム EXPO ジャパン２０１９大阪 

期  間 2019 年 10 月 24 日(木)から 10 月 27 日(日) 4 日間 

開催場所 インテックス大阪他 

主 催 者 公益社団法人日本観光振興協会 

一般社団法人日本旅行業協会 

日本政府観光局（JNTO） 

2019 年 全体プログラム（2018 年 11 月 1 日時点） 
一般日 一般日

10/26（土） 10/27（日）

時間 会議場 展示場 未定 会議場 展示場 展示場 展示場
9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

展示会/
ステージ
セミナー

展示会/
ステージ
セミナー

10/25（金）
業界来場日 業界来場日

展示
商談会/
ステージ
セミナー

開会式・
顕彰事
業・ｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙ観光
ﾌｫｰﾗﾑ

WELCOME
RECEPTIO

N
又は

JAPAN
NIGHT

各種プロ
フェッショ
ナルセミ
ナー、

シンポジ
ウム

展示
商談会

国際ﾈｯﾄ
ﾜｰｸ会議

10/24（木）

 
※ 日時等は変更することがあります。 

 

（４）業務（入札対象事業） 

事業規模および既定経費や参考数値はツーリズム EXPO ジャパン 2017 の見込を基にし

たものであり、これらの数値をもとに応募書類（企画書）を作成ください。 
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また、会議参加登録料、出展小間代金や出展小間数等の参考数値は、以下の各事業の

詳細にてご確認ください。 

■入札対象事業に含まれる共通業務 

・組織委員会、実行委員会、各部会、打合せ等の資料作成および運営の補助、議事   

録作成等の業務 

・主催者と協力した出展、協賛、参加申込などの営業活動と広報活動 

・業務効率かつ相乗効果を図るため、業務企画・運営にあたっては推進室(事務局)

との密接な連絡・連携の必要があり、事業委託会社は推進にあたり推進室に原則３

名以上の担当者を駐在させること 

・国際イベントであり、諸外国との対応が必須となりますので英語対応可能なこと 

・基本計画・実施マニュアルの制作 

・その他、当事業運営に関する全ての業務と次回への準備業務 

・各事業における報告書の作成（協賛報告書含む） 

・その他、成功に向けた業務 

 

接遇・運営 
【事業予算】 

   18,000,000 円（消費税込） 
   

【予算に含まれない主催者精算のもの】 
   会場費（高熱水、空調、清掃費も含む） 

 

【受託条件】 

・東京並びに大阪に事業所があること 

・TEJ 推進室に常駐者が 2019 年 6 月 1 日～11 月 15 日まで３名以上可能なこと（2017

年又は 2018 年と 2019 年同一人物が 1 名以上） 

うち、PC のスキル（Word・Excel・PowerPoint）と語学スキル（英語でのメール・    

電話対応以上）がある人を２名以上とする 

 

【事業内容】 

・組織委員会、実行委員会、各部会、各部署との打合せ資料の作成及び運営、議事録   

作成業務 

・基本計画、実施マニュアルの制作・報告書作成 

・各招待者事前対応 

(スケジュール管理、招待者リスト作成・管理、招待状作成・発送・集計、 終案

内作成・発送) 

・TEJ パス一式（招待者含む各事業パス、ストラップ、パスケース）の制作・管理、発

送 ※パスに広告が入った場合は、その制作業務 

・TEJ パス（招待者用）の管理、発送 

・TEJ フォーラム登壇者及び随行者のコレスポンディング業務（TEJ フォーラムチーム

と連携） 

・TEJ フォーラム登壇者及び随行者の交通手配業務及び日本滞在中観光などの対応業務 
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・TEJ フォーラム会場接遇運営（接遇関連諸室の運営、茶器等の準備） 

但し、レイアウト関係の備品は除く。（国際会議班が用意） 

・展示商談会以外の各当日の受付業務・会場内誘導、招待者及び登壇者への接遇業務 

・海外 VIP の日本滞在中のアテンド業務（英語必須）、及び国内 VIP の事業毎のアテンド

業務 

・展示商談会会場接遇運営（接遇関連諸室の管理・運営、備品・茶菓子等の準備） 

但し、レイアウト関係の備品は除く。（展示商談会班が用意） 

・展示商談会 VIP 対応（内覧を含む） 

・WELCOME RECEPTIPON（または JAPAN NIGHT）の VIP 対応 

・各事業担当会社との密な連携と円滑な業務分掌 

・大阪での打合せが発生し出張経費が生じる場合は、事業予算に含む 

 

（５）企画書の提出 

    ・提出期限：11 月 22 日(木) 12 時 00 分 

    ・提出部数：12 部(A4 版)および電子媒体による電子データでの提出 

    ・提出方法：持参又は郵送（郵送の場合は、書留にて上記提出期限までに必着のこと） 

    ・提出先：ツーリズム EXPO ジャパン推進室 担当 福島・渡木・丸山 

TEL:03-5510-2004、Fax:03-5510-2012 

E-Mail：event＠t-expo.jp 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-3-3 全日通霞が関ビル４F 

 

４．その他必要な事項 

①評価は、以下の基準により行います。 

なお、評価基準の配点等の質問は、一切受付けません。 

■独自のノウハウを持ちイベント運営に関する知見や経験が十分にあるか。 

■提案内容に、目的達成に向けた効率かつ効果的な運営を図る一方、コストを 小化する

具体的な施策を有しているか。 

■業務の目的・内容について十分に理解しているか。 

■提案内容に独創性がみられ、かつ、説得力を有しているか。 

■提案内容が具体性・妥当性を伴っているか。 

■作業工程や内外での体制等が事業を確実に遂行できるものとなっているか。 

■出展営業、協賛営業に貢献する具体的な提案がなされているか。 

 

②書類等の作成に用いる言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限ります。 

 

③提出期限までに企画書が到達しなかった場合は、いかなる理由をもっても企画競争に参

加できません。 
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④企画書の差し替え及び再提出は、一切認めません。なお、(第 1 次)審査合格後において

も企画書の記載内容の変更は、原則、認めません。 

 

⑤提出された企画書の内容について、必要に応じてヒアリングを行うことがあります。 

 

⑥企画書の作成及び提出等に要する経費は、企画競争参加者の負担とします。 

 

⑦本審査合格者の企画書を提出した者は、企画競争実施の結果、唯一 適な者として特定

したものであるが、契約手続きの完了までは、当協会との契約関係を生じるものではあ

りません。 

 

⑧本審査に合格しなかった企画書は、原則廃棄します。 

 

⑨適当な企画提案がない場合は、中止又はその他の方法によることがあります。 

 

⑩本審査不合格者には、不合格となった旨及びその理由を書面により通知します。なお、

本通知は、別途行う契約手続きの執行を妨げるものではありません。 

 

⑪企画競争の実施結果として、落札者（業務委託先として決定した者）との契約終了後、

速やかに落札者の名称、住所、代表者氏名及び決定日を公表します。 

 

⑫落札者とは、業務担当役員等と十分協議を行いながら、契約を締結、事業を進めること

とします。また、個人情報など業務遂行に必要な契約の締結も合わせて行います。 

⑬本契約により製作された制作物の著作権は主催団体に帰属することとします。 

 

５．企画書提出時の注意事項 

企画競争における企画書提出者の匿名性を確保し、公平性及び透明性を一層高めるため、

企画書の記載方法等については、今後、以下のとおりとします。 

 

「企画書」とは、当企画競争説明書で明記した提出すべき書類や企画書に盛り込む内容等、

全てが記載されたものを指します。 

 

保存用（正副）(２部) 

※提出時には、社名入りの封筒に封をして提出してください。 

 

１．社名等が記載されているもの原本（提出したもののすべてを含み社印・代表社印が押印

されたもの）・・・正 

２．同上の写し・・・・副 

審査用の企画書(８部) 

 １．保存用の企画書から社名等の記載を除いた企画書・・・10部 

 ２．企画書には、企画競争説明書で明記することとされた項目をわかりやすく記載してくだ
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さい。なお、ページ数は１項目につき５頁程度を上限としてください。 

 

審査用の企画書の書式等 

用紙：表紙はＡ４縦を原則としますが、図表の挿入などでＡ４横とするページを設けること

ができます。図表の他についても効果的な表記がＡ４横である場合には、Ａ４横でも

構いません。 

フォント：ＭＳ明朝(英語の場合はCentury又はＭＳゴシック)12ポイントを原則とします。し

かし、使用ソフトや図表の事情により効果的な表記が12ポイント以外である場合

は、ポイントを変えても構いません。 

 

※「企画書の表記等で提案者が特定できないようにし、公正な審査が行える環境を整える」

という、本注意事項の趣旨を踏まえ、企画書の作成をお願いします。 

 

以 上 


