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大阪 MICE デスティネーション・ショーケース 2018 （ハード系業務） 

（全体会場レイアウト企画・商談会場設営・ＭＩＣＥナイト全般） 

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、2018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（セラー）と MICE 主催者・案件保持者（バイヤー）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

察するツアーも実施します。 

今回も昨年に引き続き近隣アジア諸国からのバイヤーの招請に力を入れ、更に首都圏及び関西地 

区の方々も対象に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 6回目を迎える今回は、今年開館 100周年を迎える『大阪市中央公会堂』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。 

大阪 MICE デスティネーション・ショーケース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（MICE ナイト）は、将来 MICE の実施を検討される主催者の方々に対し、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

パーティーの総合プロデュースができる会社に委託したいと思います。特に今回は、『大阪市中央公

会堂』を会場としていることからも、「古き良き大大阪時代」をテーマにした企画・演出をお願い致

します。 

なお、今回は商談会の運営管理・国内海外招聘手続き・FAMツアーを中心にした【ソフト系業務】

と商談会設営および MICE ナイトを中心にした【ハード系業務】に分けて依頼します。 

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．商談会に招待するバイヤーの人数（1組織から 2名を上限として招待） 

  ①首都圏     計  50 名 

  ②関西エリア  計  70 名 

  ③海外      計  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） 

              合計 150 名 予定 

 

３. 商談会に出展いただく地元大阪のセラー 

   大阪市内にある 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 

産業に従事する事業者 50 社以上（人数 50社×2名＝100名）を募る予定 
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４. セミナー講演者 

首都圏から１～２名の講演者を招聘する予定 

 

５．委託業務 ※バイヤーは具体的な案件について商談できる方を主な対象とする 

①ショーケース会場全体のレイアウト企画および商談ブース備品の準備、当日の設営・撤去 

   ○日時：2018 年 12 月 6 日（木）9:30～21:30（設営、準備、本番、撤去などの時間は別紙参照） 

   ○会場滞留人数：300～400 名（セラー、バイヤー、招待者、見学者） 

   ○会場設営：商談ブース 50 ブース以上（1 階大集会室） 

・商談ブースの後ろにはポスターなどが張り出せるポスターボード（例 900×1800）×2 枚  

を設置し社名板（簡易なもの、日本語英語表記）を貼る。ロゴやカラーなど特別仕様は出展 

者負担。 

・商談ブースは、会議机 2 本、セラー用椅子２脚、バイヤー用椅子 2 脚を用意  

※限られたスペースを有効活用したブースレイアウトを提案して下さい 

・無料ブースの設定 約 20 ブース（1 階大集会室の舞台を活用） 

 ※有料ブースの半分程度の広さを想定 

・フリー商談会場の設定 

・館内案内サインおよびフロアマップの作成・設置（移動導線をわかりやすく表示すること） 

※日本語英語表記 

・館内に休憩コーナーを設け、協賛による「喫茶コーナー」を設置予定 

・その他控室、クローク、パントリー等の設置 

・無線マイク（2 本）、商談時間管理用ベル 

※上記についても委託事業者にて手配願います 

■『大阪市中央公会堂』と商談会レイアウトやクローク設置、館内導線の取り決めなどについて 

の調整・交渉 

■『大阪市中央公会堂』とセミナー会場（3 階小集会室）の仕様・レイアウトおよび施設備品等 

についての調整・交渉 

    問い合わせ先：『大阪市中央公会堂』（サントリーパブリシティサービス株式会社） 

担当：館長補佐 至田 勝祐 様 

E-Mail: katsuhiro.shida@sps.sgn.ne.jp   TEL：06-6208-2002 

■商談会終了後、利用会場を現状復帰、搬出の手配 

商談会の実施に向けて、ハード系・ソフト系受託事業者双方で情報共有を密に行うこと 

   ◎地下１階大会議室は併催イベントで使用する予定です。備品等は大阪観光局から中央公会堂に 

    依頼しますが、当日の机・イス等の配置・原状復帰作業を委託業者に依頼する場合があります。 

 

②「大阪市中央公会堂（中集会室）」での MICE ナイトの企画立案・準備と当日の運営 

   ○日時：2018 年 12 月 6 日（木） 18：15～20：15 大阪 MICE ナイト本番時間 

       9:30～21:30（設営、準備、本番、撤去などの時間は別紙参照） 

    ○パーティー参加人数 約 350 名 

・会場は「大阪市中央公会堂（中集会室）」を使用する。（添付資料参照） 



 3 

・会場の広さは添付図面を参照のこと。 

○大阪ならではのテーマパーティーを企画提案すること。特に今回は、大阪市中央公会堂の中集 

 会室の雰囲気を活かした企画・演出であること。「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：「古き良き大大阪時代」 

■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 

■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。今回は、当局からの福娘派遣、鏡割り用酒樽は準備しない。（その他のアトラクショ

ンを盛り込む可能性はあり） 

■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。 

 ※ケータリングは「中之島ソーシャルイート アウェイク」を利用すること 

・立食パーティーを予定 

・飲食予算：一人＠7,000 円×350 名＝2,450,000 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、演出などの 

    詳細は打合せにより決定。 

■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 

■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）、動画の撮影データ納品 

■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：「大阪市中央公会堂」について質問がある場合は、担当者にメールでご相談下さい。 

担当：『大阪市中央公会堂』（サントリーパブリシティサービス株式会社） 
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館長補佐 至田 勝祐 様 

E-Mail: katsuhiro.shida@sps.sgn.ne.jp   TEL：06-6208-2002 

 

③報告書の作成 

下記の事項を記載した実施報告書 3 部を 2018 年 12 月 28 日（金）までに提出すること。 

a）商談会の実施に関すること 

ア)商談ブース等に係る各種手配・設営の実施報告 

イ)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 

b）MICE ナイトの実施に関すること 

ア)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実施報告 

イ)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 

c）提出先 

大阪観光局「大阪 MICE デスティネーション・ショーケース事業」事務局 

※電子データも提出すること 

 

 ④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・ハード系受託事業者・ソフト系受託事業者 

 の３者による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。 

 

 ⑤イベント賠償保険等の加入 

  会場の大阪市中央公会堂は国の重要文化財である。商談会や MICE ナイトでの会場設営・撤去にお 

いて施設の破損等が発生した場合に充分補償可能な「イベント賠償責任保険」等に加入すること。 

 

６．予算 

業者の管理費・手数料を含め金 9,000,000 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 

 

７．契約期間 

契約締結日～2018 年 12 月 31 日（月） 

 

８.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） 
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９. 応募申請書の締切り（様式１） 

   5 月 18 日（金）17:00 応募申請書締切り 

 

10. 会場見学会 

5 月 22 日（火）15：00～ 集合場所：大阪市中央公会堂 正面玄関前 

＊参加希望者は 5 月 21 日（月）までにご連絡ください。 

 

11．企画書の提出期限（様式 2～７） 

6 月 4 日（月）17：00 まで必着で、郵送またはご持参をお願いいたします。 

   ＊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） 

を削除すること。 

 

12. プレゼンテーション 

   6 月 13 日（水）（予定）各社毎、時間は追ってご連絡いたします。 

 

13. 結果通知 

6 月 15 日（金）（予定）メールにてご連絡させて頂きます。 

 

14.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 2018 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 6 月 5 日（火）17:00 までとする。 

     質問とその回答はすべての応募者様に共有させていただきます。 

（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 2018 事業」事務局 

担当 田仲、塩見、土田、中野 

E-mail:convention@octb.jp  

                TEL: 06－6282－5911  

FAX: 06－6282－5915 


