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大阪 MICE デスティネーション・ショーケース 2019 MICE ナイト企画運営業務 

企画提案コンペ仕様書 

 

１．事業の目的 

大阪観光局は MICE 開催地として大阪の魅力をより多くの主催者の方々に知っていただくため、

2013 年度より毎年『大阪 MICE デスティネーション・ショーケース』を開催しており、2019 年度

についても更なる発展を目指し、同イベントを実施します。 

内容としては大阪府内にある MICE 施設、ホテル、観光施設、コンベンション運営企画会社等の

MICE 関連産業の担当者（出展者）と MICE 主催者・案件保持者（商談参加者）とが、直接お話し

いただける商談会を中心にプログラムを構成します。合わせて MICE 関連セミナー、大阪ならでは

のテーマパーティーの体験、そして実際にバスで大阪の MICE 関連施設、ユニークベニューなどを

視察する FAM ツアーも実施します。 

今回も近隣アジア諸国を中心に海外商談参加者の招請に力を入れ、更に首都圏及び関西地域の 

方々も対象にMICEデスティネーションとしての大阪の魅力をアピールします。 

今年で 7 回目を迎える今回は、グランフロント大阪の「コングレコンベンションセンター」を会場

とし、大阪の経済面、観光面でのポテンシャルを大きく打ち出すと同時に、地元の MICE 事業者に

はこの出展を通じて、各社 MICE 関連商品を盛大に発表していただく機会とします。 

本事業の一番の見せ場である大阪ならではのテーマパーティーの企画・演出（大阪 MICE ナイト）

は、今後大阪での開催を考えておられる MICE 主催者に大阪での開催を決定付ける大きな要素とな

りますので、主催者に強烈な印象を持って帰っていただけるようなパーティーの総合プロデュースが

できる会社に事業実施をお願いしたいと思います。 

なお、今回は同じコングレコンベンションセンター内で ICCA 基準の国際会議を開催していただく

予定です。できれば、国際会議の参加者にショーケース商談会の見学や「大阪 MICE ナイト」への

参加を促し、お互いに交流できる場面を作りたいと考えています。 

ついては、事業実施にあたり業務を委託するため企画提案を募集し、事務局である大阪観光局内に

設置する企画選定委員会において審査を行い、優れた企画提案を行った事業者を選定いたします。 

 

２．ショーケースへの来場者想定人数（2018年度実績） 

  ①ブース出展事業者：50～60 ブース 190 名（各ブースから 2 名 MICE ナイト参加） 

  ②国内商談参加者：50～60 名（MICE ナイト参加） 

  ③海外招請者：30 名（ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ・中国・ﾍﾞﾄﾅﾑ・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱなど）（MICE ナイト参加） 

  ④見学者：180 名（MICE ナイト不参加） 

  ⑤大阪観光局招待者：160 名（大半が MICE ナイト参加） 

   ※MICE ナイトには国際会議参加者約 100 名も参加予定 

 

３. 委託業務  

「コングレコンベンションセンター」での MICE ナイトの企画立案・準備と当日の運営 

   ○日時：2019 年 12 月 2 日（月） 18：30～20：30 大阪 MICE ナイト本番時間 

       9:00～20:30（設営、準備、本番、撤去などの時間は説明会で配布する資料参照） 
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    ○パーティー参加人数 約 400 名 

・会場は「コングレコンベンションセンター」を使用する。 

・会場の広さは説明会で配布する資料を参照のこと。 

○大阪ならではのテーマパーティーを企画提案すること。「アトラクション」については、実際の 

MICE 開催時に利用できるような提案であること。華美な設営や演出は不要。 

■テーマ、コンセプトの提案 

■パーティー会場のレイアウト・装飾の提案 

   以下のような要素を提案書の中に含めてわかりやすく提案のこと。 

   ・ステージの大きさ 

   ・意匠 

   ・装飾 

   ・看板（必ず必要なわけではない、コンセプトに応じて作成してください） 

   ・年配の方のために座って休める配慮を含める 

   ・立食パーティーに必要なハイテーブル配置 

   ※MICE ナイトには国際会議参加者にも参加いただく予定です。ショーケースの参加者と 

国際会議の参加者がスムーズに交流できるような工夫・アイデアを提案して下さい。 

■パーティーの演出の提案 

  以下のような要素を提案書の中に含めてわかりやすく提案のこと。 

 ・映像 

   ・音響 

   ・照明 

 ・アトラクション 

■シナリオの提案 

    当局は開会・閉会の挨拶、乾杯は入れたいと考えている。それ以外は自由にシナリオを提案

のこと。当局から福娘派遣、鏡割り用樽酒を準備する可能性があるが、オープニングにおい

ても斬新なアイデアがあれば提案いただきたい。 

■飲食について 

 ・食事のメニュー及びドリンク、見せ方、実演演出などの考え方・提案を提示のこと。 

 ・立食パーティーを予定 

・飲食予算：一人＠6,000 円×400 名＝2,400,000 円を予定 

   ・上記予算の範囲内で、取り扱い業者決定後、メニュー、食事の飾りつけ、実演演出などの 

    詳細は打合せにより決定。 

   ※飲食については華美である必要はありません。限られた予算内で工夫したメニューや見せ 

方を期待します。 

■MICE ナイト招待状の作成（当日、ナイト参加者に配布） 

 プログラム、料理メニュー、アトラクションの紹介などパーティーのテーマや内容を記載 

■パーティーの総合プロデューサー、サブプロデューサー、司会を当日配置 

※司会は簡単な英語での案内も可能な方を希望します 

■当日の進行・運営計画（実施体制など）と要員の配置 
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■記録写真の撮影、撮影写真データ（キャプションを入れること）の納品 

■アンケート（日本語・英語）の作成、回収、報告書作成。アンケート原本回答書のコピー 

（PDF）の提出 ※アンケート回収率を高める工夫をご提案ください。 

■MICE ナイト終了後、会場の現状復帰、および荷物搬出。 

     参考：「コングレコンベンションセンター」について質問がある場合は、下記の担当者にメー 

ルでご相談下さい。 

担当：コングレコンベンションセンター  澤田 様 

E-mail：tak-sawada@congre.co.jp    TEL：06-6292-6911 

○報告書の作成 

下記の事項を記載した実施報告書を 2019 年 12 月 27 日（金）までにデータで提出すること。 

①MICE ナイト会場設営・演出や飲食、アトラクション等に係る各種手配およびアンケート 

集計結果や記録映像を反映させた実施報告 

②来年度のショーケースへの引継ぎ事項・より良くするための提案等 

※報告書記載以外の記録映像データも提出すること 

   ○大阪観光局との定期的な打合せ 

    委託契約締結後、毎月１回程度の割合で当局スタッフとの打合せ会議に出席すること。その際 

に必要な打合せ資料等を参加者数分準備すること。 

 

４．予算 

業者の管理費・手数料を含め金 7,000,000 円（消費税込み）以内で見積もるものとし、消費税額を 

明記すること。 

 注 1：別紙明細書に記載の項目・個数は必ず予算に含めること 

 注 2：その他提案も予算内に収めること 

 注 3：原則として、委託料の追加請求は認めない 

 

５．契約期間 

契約締結日～2019 年 12 月 31 日（火） 

 

６.提出書類 

①応募申請書（様式 1） ②企画提案書（様式 2）  ③会社概要（様式 3）  

④見積書（様式 4）   ⑤業務のスケジュール表（様式 5） 

⑥執行体制（様式 6）  ⑦実績書（様式 7） 

 

７. 応募申請書の締切り（様式１） 

   3 月 8 日（金）17:00 応募申請書締切り 

 

８. 会場見学会 

3 月 6 日（水）10：00～ グランフロント大阪 地下２階「コングレコンベンションセンター」 

＊参加希望者は 3 月 5 日（火）17:00 までにご連絡ください。 
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９．企画書の提出期限（様式 2～７） 

3 月 29 日（金）17：00 まで必着で、郵送または持参にて提出のこと。 

   ＊8 部ご提出下さい。（正本 1 部、副本 7 部）  

   ＊副本は審査会用として参加者を識別させる表現等（企業名や提案者が特定される語句やロゴ） 

を削除して下さい。 

 

10. プレゼンテーション 

   4 月 4 日（木）（予定）各社毎、時間は追って連絡する。 

 

11. 結果通知 

4 月 5 日（金）（予定）メールにて連絡する。 

 

12.その他 

（1） 提出書類などの作成に要する費用は、応募者の負担とし、提出書類等は返却しない。 

（2） 提出された提案書、審査内容、審査経過については公表しない。 

（3） 入選者の選定にあたっては、提案された内容を総合的に評価した上で決定する。事業を実施す

るにあたっては、「大阪 MICE デスティネーション・ショーケース 2019 事業」事務局と協議

して進めて行くものとし、提案された内容を全て実施することを保証するものではない。 

(4)  質問は随時メールにて受け付けるが、受け付けは 3 月 20 日（水）17:00 までとする。 

     質問とその回答はすべての応募者に共有する。 

（5） 採用した成果品（ロゴ、デザイン等）についての知的財産権（著作権）は当局に帰属するもの

とする。 

（6） 応募については複数の連合体の構成員になっていないこと。また、連合体の構成員になってい

る場合は、単独の事業者での応募はできない。 

   （但し、応募者の下請業者となる場合は連合体の構成員とはみなさない） 

 

【お問い合わせ・提出先】 

公益財団法人 大阪観光局内「大阪 MICE デスティネーション・ショーケース 2019 事業」事務局 

担当 田仲、塩見、土田、中野、山地 

E-mail:convention@octb.jp  

                TEL: 06－6282－5911  

FAX: 06－6282－5915 


