
仕 様 書 

（大阪観光局公式ガイドブック） 

 

１．事業名 

平成 29 年度 大阪観光局公式ガイドブック（日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語）5 言語

制作及び印刷（日本語・英語）業務 

（以下、本業務とする） 

 

２．事業目的 

多様性に溢れる街・大阪を国内外問わず広く PR する。大阪各所の観光案内所・宿泊施設や、

大阪府域外の旅行代理店、海外での観光展などで配布を行っているが、観光客の利便性や回遊

性向上に繋がることを重点的に考慮しつつも、大阪の魅力を発信し誘客への契機となる視点も

兼ね備えたツールを造成することで、観光客の増加を図ることを目的とする。 

 

３．業務内容 

  （１）制作（電子書籍を含む） 

    【仕様】 

①総ページ数：日本語版 全 68 ページ 外国語版 全 72 ページ 

②サイズ：A5 

③カラー：4/4 印刷 

④印刷：オフセット 

⑤製本：中綴じ 

⑥紙質：軽くて持ち歩きしやすい素材を使用しながらも、裏写りのないもの 

⑦校正：原則 3 校+色校 1 回 

⑧電子書籍：現在と同等の仕様とする。 

    〔参考〕大阪観光局 電子書籍ページ 

http://www.osaka-

info.jp/jp/plan/traveller_information/2017/digitalguidebook/html5.html#page=1 

    【ペ―ジ構成】 

    全体ページのデザイン・レイアウトは特集ページを除いて、原則的に現在のガイドブックの内

容を踏襲してよい。 

    ただし、記載項目以外でも、大阪観光局（以下、当局とする）が変更の必要があると判断した 

 場合は、その指示に従い業務を進めることとする。 

 

    【共通項目】 

 ①日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語 5 言語全て共通内容とする。 

（一部、外国語版のみの掲載ページあり） 

 ②表紙について、デザインが共通でも、背景色を言語別等、変化をつけて差別化を図る。 

③個店情報は掲載せず、一般的な情報を観光客のニーズに配慮しながら掲載すること。 

④当局公式マップと掲載情報は照合し、修正は相互に反映させるなど整合性を取りながら 

制作を進めること。 

http://www.osaka-info.jp/jp/plan/traveller_information/2017/digitalguidebook/html5.html#page=1
http://www.osaka-info.jp/jp/plan/traveller_information/2017/digitalguidebook/html5.html#page=1


【表紙】 

 ひと目で「大阪」と分かるものとし、国や性別を問わないターゲットに向けて、大阪らしい賑

わい感、あたたかさが伝わるようなインパクトのあるデザインにする。 

 

【特集】（18 ページ予定 新コンテンツ） 

 テーマとして、「多様性に溢れる街」「24 時間観光都市」「関西・西日本観光のハブ」を 

 キーワードにしながら、次のコンテンツを盛り込むこと。 

「食の街」「スポーツ」「ショッピング」「大阪で楽しめる体験」「ナイトエンターテインメント」 

「ポップカルチャー」などを新規ページ候補とし、多様性溢れる大阪の見どころを分かりやすく

魅力的に紹介する。 

 

【WEB 連動企画】（特集ページ内） 

 躍動感や、スケール感など、紙面上では伝えきれないリアルな大阪を、動画・映像を使用し 

回遊性向上を促進するコンテンツを造成し、観光客のニーズ把握に繋がるようにする。 

（例：クルーズ・スポーツ・モデルコース巡り・大阪の祭りなど） 

 

【大阪市・大阪府エリア 観光スポット紹介 エリアマップ など】 

    掲載施設やマップエリア情報については、原則、現在のガイドブック同様とし、情報の更新の

みとする。ただし、当局が変更の必要があると判断した場合は、その指示に従い業務を進める

こととする。 

   

【広告ページ】（12 ページ予定） 

 広告の掲載にあたり、広告主または制作会社と密接な連携をとること。 

広告データ制作が必要な場合は、別途取り決めにより制作・翻訳業務が発生する。 

なお、当該広告の制作は今回の本業務に含まず、広告募集は当局にて行う。 

 

  （２）翻訳 

本業務における外国語翻訳については、全て受託者が行うことが望ましい。再委託が必要と 

なる場合は受託者が必ず翻訳後の原稿チェックを行い、かつ納品までのスケジュールを  

遵守 すること。 

なお、提案書には次の項目を考慮し、翻訳スケジュールや体制を明記すること。 

 

①完全責任校正、ネイティブチェックと日本人担当者によりダブルチェックを行うこと。 

②大阪観光局ガイドブック・マップを熟読し、大阪及び大阪観光に基づいた翻訳とすること。 

③同じフレーズを別ページで使用している場合は、どのページも同一のフレーズを使用し、 

ばらつきのない翻訳を行うこと。 

④固有名詞については、現在のガイドブック・マップを参照に翻訳すること。 

⑤DTP 担当者は、ネイティブが見ても分かりやすいレイアウトを制作すること。（改行など） 

⑥当局担当者が初稿段階で言語レベルチェックをし、基準以下と判断した場合は、受託者の費

用において、当局指定の委託業者へ再委託する場合がある。 

⑦日本語独特の言い回しや、多言語版の改行位置など、翻訳者間のニュアンスのばらつきを 



防ぐために、翻訳ルールやガイドラインについては、「「観光立国実現に向けた多言語対応の改

善・強化のためのガイドライン」（平成 26年公表、観光庁）」を参考に作成し、当局へ提出する

こと。 

⑧既存掲載情報の変更、新規に掲載する情報について翻訳ルールやガイドラインをどのように

適用するかは、都度当局と協議の上、決定することとする。 

 

  （３）掲載確認 

    ①地図を含めた掲載されている名称や情報内容に変更・誤り等がないか確認し、必要に応じて

情報の更新を行うこと。 

    ②すべての掲載施設及び、掲載施設に関連する施設、宿泊施設に対して、掲載内容の確認を行

い、書面にて承諾を得ること。 

※外国語原稿については、日本語原稿の確認時に並行して確認すること。 

 

４．制作物に関する権利の帰属 

    ①本業務の履行に伴い発生する全著作権（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）に関する一切の権利は、当局に帰属する。 

    ②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、大阪の観光に資することを目的として、当局および当局が認めた各関係団体、施設

には無償で使用できることとする。 

    ③本業務により得られる著作物の著作者人格権について、受託者は将来にわたり行使しない 

こと。 

    ④本業務に使用する映像、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

等の負担と責任は、全て受託者が負うこと。 

       

５．納品について 

 

    ＜データ＞ 

    ①日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語 印刷用版下データ 

    ②日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語 完全データ（アウトラインあり・なし） 

    ③WEB 掲載用データ（PDF）※印刷トンボがなく、WEB 掲載に最適なサイズ 

    ④日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語 電子書籍用データ 

    ＜印刷物＞ 

    ①日本語ガイドブック 13 万部 

    ②英語ガイドブック  10 万部 

    ※1 月中旬納品（予定） 

    ＜梱包＞ 

    ①1 包装 100 部とし、100×2 200 部でダンボール 1 梱包とする。 

    ②ダンボール 1 梱包 18kg 以内とする。 

    ③内容物がわかるように、ダンボールの外側にはラベルなど明記する。 

 



    ＜納品場所＞ 

    データについては、DVD など記録用媒体に保存し、当局へ納品すること。 

    印刷物については、当局及び当局の指定する委託倉庫会社へ納品すること。 

    ＜最終納入期限＞ 

    平成 30 年 3 月 30 日（金） 

  

６．その他 

   （１）企画提案書には仕様書に基づき、次の項目を盛り込み、正本 1部・副本 9部を提出する 

こと。（副本には自社名及びロゴマーク等は一切記入しないこと） 

     （1）企画コンセプト及びガイドブック見本（紙質見本 2 部含む） 

     （2）①表紙案②特集ページ案（新コンテンツ）③大阪市内キタエリアページ案 

        ④大阪府北部エリアページ案  

       ※大阪市、大阪府域エリアについては原則情報更新を想定しているが、特集ページとの

整合性をとり、全体の完成形がイメージできるものとする。 

     （3）見積書 

     （4）スケジュール（制作・翻訳） 

     （5）編集体制・実績（同程度業務を履行した実績を明記すること）  

     （6）WEB 連動企画案 

 

   （２）原稿（記事面、地図、イラスト、写真など）の校正は、受託者の責任において校了とする

こと。校了後に誤り、要訂正箇所が見つかった場合は、受託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、当局は一切責任を負わ

ないものとする。 

 

   （３）次の既存データを、当局より提供する。 

・平成 28 年度 大阪観光局公式ガイドブックデータ（受託者のみ） 

 ・Osaka Bob フリー素材（新規書き起こしは、特定事業者への委託とする） 

 ・当局ホームページ『OSAKA-INFO』内フォトライブラリー内画像 

 

   （４）簡体字・繁体字・韓国語のガイドブックについては、当局が別途決定する印刷業者と打ち

合わせをし、データ形状等仕様の説明や色校正の確認などを含め、印刷が終了するまで必

要な連携を図ること。納品後から印刷までに必要となったデータの修正及び写真等の色調

補正は、本業務の受託者が行うこと。 

 

   （５）本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上変更が必要となった場合は、都度当局と協議の

上進めること。 

    

 

 

 

 



 

仕 様 書 

（大阪観光局公式マップ） 

 

１．事業名 

平成 29 年度 大阪観光局公式マップ（日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語・タイ語・イン

ドネシア語）7 言語 制作及び印刷業務 

（以下、本業務とする） 

 

２．事業目的 

    来阪ビジターの周遊促進・サポートを図るとともに、大阪の魅力を発信する機能も織り交ぜな

がら、観光客の利便性を高めるツールを造成することを目的とする。 

 

３．業務内容 

   （１）制作 

    【仕様】 

①サイズ：A1 サイズ以内 

②カラー：4/4 印刷 

    ③紙質：問わないが、破れにくいこと。 

    ④印刷：オフセット 

⑤校正：原則 3 校+色校 1 回 

⑥折り方：情報の見やすさ、使いやすさを配慮し、持ち歩きしやすいものとすること。 

⑦表紙：大阪観光局公式ガイドブックと連動しながらも、別のツールとして表現すること。 

⑧その他：地図の基本的機能は果たした上で、イラスト（ピクトグラム）などを用いて分かり

やすいものにすること。 

※主要ピクトグラム（ホテル・博物館などのマーク）については、交通エコロジー・モビリ

ティ財団作成の標準案内用図記号に準じたものを使用する。 

      

    【全体イメージ】 

    大阪観光局（以下、当局とする）公式ガイドブックの内容を盛り込みながら、次の項目を 

基本レイアウトとする。ただし、記載項目以外でも、当局が変更の必要があると判断した 

場合は、その指示に従い業務を進めることとする。 

    片面：①大阪府域・大阪市内の観光スポット紹介（写真など） 

       ※大阪府域・大阪市内の魅力あるスポットを、観光客のニーズや、大阪の新たな魅力を

発信することも合わせて考慮し、バランスよく紹介すること。 

       ②路線図 見やすい配置と大きさに配慮する。 

       ③案内所・チケット情報など 観光客の利便性を高める情報を掲載する。 

    片面：現在の当局公式マップの地図データをベースに次のエリアを掲載すること。 

       レイアウトは観光客が周遊しやすいよう配慮すること。 

       ①大阪市内（キタ・ミナミ・新大阪・大阪城・鶴橋周辺・ベイエリア・天王寺・阿倍野）  

       ②大阪府域（大阪府域全体の上に、北部・東部・南部のエリアごとの詳細を掲載） 



 

    【共通項目】 

 ①日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語・タイ語・インドネシア語 7 言語全て共通内容 

とする。 

②当局が指定した観光施設や宿泊施設は必ず地図上へ掲載すること。 

③個店情報は掲載せず、一般的な情報を観光客のニーズに配慮しながら掲載すること。 

④当局公式ガイドブックと掲載情報は照合し、修正は相互に反映させるなど整合性を取りなが

ら制作を進めること。 

 

（２）翻訳 

    当局公式ガイドブック仕様書内の「３．業務内容（２）翻訳」のとおり。 

 

  （３）掲載確認 

    ①地図上の掲載されている名称や情報内容に変更・誤り等がないか確認し、必要に応じて情報

の更新を行うこと。 

    ②当局の指定した掲載施設及び、掲載施設に関連する施設、宿泊施設に対して、掲載内容の確

認を行い、書面にて承諾を得ること。 

※外国語原稿については、日本語原稿の確認時に並行して確認すること。 

  

４．制作物に関する権利の帰属 

    当局公式ガイドブック仕様書内の「４．制作物に関する権利の帰属」のとおり。 

 

５．納品について 

    ＜データ＞ 

 ①日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語・タイ語・インドネシア語 印刷用版下データ 

    ②日本語・英語・簡体字・繁体字・韓国語・タイ語・インドネシア語 完全データ 

（アウトラインあり・なし） 

    ③WEB 掲載用データ（PDF）※印刷トンボがなく、WEB 掲載に最適なサイズ 

    ＜印刷物＞ 

    ①日本語マップ     14.6 万部 

    ②英語マップ      15.6 万部 

    ③簡体字マップ      4.6 万部 

    ④繁体字マップ      4.6 万部 

    ⑤韓国語マップ      4.8 万部 

    ⑥タイ語マップ       6 千部 

    ⑦インドネシア語マップ   2 千部 

※3 月上旬納品（予定） 

    ＜梱包＞ 

   ①梱包単位は、50 部／１紙帯で、600 部／１梱包以内とする。 

 ②ダンボール 1 梱包 18kg 以内とする。 

    ③内容物がわかるように、ダンボールの外側には言語別ラベルなど明記する。 



    ＜納品場所＞ 

    データについては、DVD など記録用媒体に保存し、当局へ納品すること。 

    印刷物については、当局及び当局の指定する委託倉庫会社へ納品すること。 

    ＜最終納入期限＞ 

    平成 30 年 3 月 30 日（金） 

 

６．その他 

   （１）企画提案書には、仕様書に基づき、次の項目を盛り込み、正本 1部・副本 9部を提出する

こと。（副本には自社名及びロゴマーク等は一切記入しないこと） 

     （1）企画コンセプト及びマップ見本（紙質見本 2 部含む） 

     （2）①表紙案②大阪市内・大阪府域各観光スポット紹介案③大阪市内キタエリア マップ案

④大阪府域 マップ案 

  ※全体の完成形がイメージできるものとする。 

     （3）見積書 

     （4）スケジュール（制作・翻訳） 

     （5）編集体制・実績（同程度業務を履行した実績を明記すること）  

 

   （２）原稿（記事面、地図、イラスト、写真など）の校正は、受託者の責任において校了とする

こと。校了後に誤り、要訂正箇所が見つかった場合は、受託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、当局は一切責任を負わないもの

とする。 

 

   （３）既存のデータは必要に応じ、当局が提供する。  

・平成 28 年度 大阪観光局公式マップデータ（受託者のみ） 

 ・Osaka Bob フリー素材（新規書き起こしは、特定事業者への委託とする） 

・当局ホームページ『OSAKA-INFO』内フォトライブラリーに掲載の画像 

      

   （４）本仕様書に定めのない事項及び業務遂行上変更が必要となった場合は、都度当局と協議の

上進めること。 

 

  

 

 

 


