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「御堂筋イルミネーション 2021」・「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2021」 

プロモーション業務委託仕様書 

 

１ 業務名称 

  「御堂筋イルミネーション 2021」・「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2021」 

プロモーション業務委託 

  （以下「本業務」という。） 

 

２ 202１年度の開催日程（予定） 

大阪・光の饗宴２０２１ 

令和 3 年 11月３日（水曜日・祝日）～令和 4 年 1 月 31 日（月曜日） 

コ

ア 

プ

ロ

グ

ラ

ム 

御堂筋 

イルミネーション 

２０２１ 

●開催日程 

令和 3 年 11月 3 日（水曜日・祝日）～12 月 31 日（金曜日） 

OSAKA 

光のルネサンス 

２０２１ 

●開催日程 

令和 3 年 12月 14 日（火曜日）～12 月 25日（土曜日） 

一部点灯期間：11 月 3日（水曜日・祝日）～12 月 13 日（月

曜日）、12月 26 日（日曜日）～12 月 31 日（金曜日） 

エリアプログラム（昨年

度参加団体数は 14 団

体 16 プログラム） 

プログラムにより異なる 

 

３ 履行期間 

  契約締結日から令和４年２月２８日（月曜日）まで(予定) 

 

４ 履行場所 

  大阪・光の饗宴実行委員会（以下「実行委員会」という。）が指定する場所 

なお、本業務の拠点となる事務所を受注者が大阪府内に確保すること。 

 

５ 業務内容 

本業務は「御堂筋イルミネーション 2021」と「OSAKA 光のルネサンス 2021」

の国内外への更なる認知度向上を目指し、戦略的なプロモーションを計画し展開してい

くもので、次の（１）～（８）の業務を行うこと。 

  各項目については、それぞれの記載内容を確認のうえ提案すること。 

 

（１）「大阪・光の饗宴2021」のコアプログラムである「御堂筋イルミネーション2021」

と「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2021」は、大阪を代表する冬の風物詩として定着し

別紙１ 
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ているが、より広く国内外の認知度を向上し、来場につなげるため、その趣旨や魅力、

ブランドの向上に資する情報をデジタル発信する大阪・光の饗宴公式ウエブサイトや

SNS の認知度向上・誘客強化する企画提案を行うこと。 

 

（２）発信内容については対象を意識し、訴求する企画を提案すること。「御堂筋イルミ

ネーション 2021」及び「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2021」が魅力的に伝わる画像

や動画の作成・配信方法、発信内容（企画、調査、取材、編集）等に関する企画提案

を行うこと。開催内容の告知等は大阪・光の饗宴公式ウエブサイト及び SNS で発信

するため本業務の提案内容には含めない。 

※写真、パース、動画については、発注者が所有するものは、編集が可能なものを含

めて提供する。所有しない写真・パース・動画等が必要な場合は、受注者が手配する

こと。 

 

（３）大阪の都市魅力の有力なコンテンツのひとつとして認知されるよう、一般的なイ

ルミネーション時期の季節感に捕られず、開催前より発信できる内容とすること。 

 

（４）対象は日本国内については首都圏を中心とした大阪府外、海外については東アジ

アを中心とし、「御堂筋イルミネーション 2021」及び「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス

2021」の非認知層、且つ、国内外の往来が再開された際に来阪意欲が高いアクティ

ブ層を対象とする。 

より広く発信するため、言語は日本語、英語、簡体字、繁体字、韓国語、タイ語を想

定とする。 

 

（５）大阪観光局が行う首都圏を中心としたプロモーション業務と連携・協力すること。 

業務内容例 

東京観光財団や旅行会社と連携した首都圏プロモーションとして、既存ウエブサイト

への記事・画像・動画の提供などを想定している。 

 

（６）業務を円滑に遂行するために、業務責任者（統括者）を含む複数人での必要な体

制を提案すること。 

 

（７）今後の課題分析を行うため、効果測定をまとめること。効果測定実施の際には、

根拠を示した上で、適切な KPI を設定し、その他に有益な指標があれば、提案するこ

と。 

 

（８）受注者が行った企画提案に基づき、社会情勢に応じた効果的な情報発信、プロモ

ーションの取り組みについて、発注者と受注者が協議のうえ、内容を定めるため、発
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注者と緊密に連絡をとり、情報共有しながら業務を推進すること。 

 

 

本業務は大阪の都市ブランドの向上、大阪の観光振興、活力向上という事業趣旨より  

大阪観光局の下記事業と連携することができる。 

■大阪観光局公式アカウントのウエブサイトや SNS での情報発信（日本語、英語、

簡体字、繁体字、韓国語、タイ語） 

〇記事や画像・動画は受託者で作成し、大阪観光局に提供すること。(発信作業は 

大阪観光局で行う。) 

〇掲載記事の作成、言語の翻訳・ネイティブチェックは受託者で行うこと。 

但し、タイ語の Facebook については別途大阪観光局が指定する事業者より  

翻訳・発信するため、活用する場合は見積金額に１２１，０００円(税込)を含め 

ること。 

 〇大阪観光局公式アカウントＵＲＬ 

・ウエブサイト：https://osaka-info.jp/ 

※閲覧数（全言語 48,382,906PV） 

・日本語 Twitter：@Osaka_Tabilog 

・日本語 Facebook： 

https://www.facebook.com/cafedeosaka.now  

・英語 Facebook： 

https://www.facebook.com/cafedeosaka.now.en  

・繁体字 Facebook： 

https://www.facebook.com/loveosaka  

・韓国語 Facebook： 

https://www.facebook.com/osaka.downtownofjapan.kr  

   ・タイ語 Facebook： 

https://www.facebook.com/OsakaConventionTourismBureau  

・簡体字Weibo：  

https://weibo.com/osakainfo/profile  

・YouTube： 

https://www.youtube.com/channel/UCiwxOXk_tcQzFPrdIrcOBrg  

  ※SNS のフォロワー数などは上記 URL からご確認ください。 

・解析ツール：ウエブサイト：Google Analytics 

       SNS：無償で解析できる範囲 

■大阪観光局の観光大使等の人材の活用 

・出演・経費の交渉などは受託者が行い予算に見積もること。 

 大阪観光局の観光大使等 下記ウエブサイト中段に記載 

https://osaka-info.jp/
https://www.facebook.com/cafedeosaka.now
https://www.facebook.com/cafedeosaka.now.en
https://www.facebook.com/loveosaka
https://www.facebook.com/osaka.downtownofjapan.kr
https://www.facebook.com/OsakaConventionTourismBureau
https://weibo.com/osakainfo/profile?s=6cm7D0&is_all=1
https://www.youtube.com/channel/UCiwxOXk_tcQzFPrdIrcOBrg
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 https://osaka-info.jp/page/octb-top 

■ツーリズム EXPO ジャパン２０２１への大阪ブース出展 

 

   

  その他の留意点 

※実施については新型コロナウイルス感染症等の社会情勢を踏まえ、発注者と協議しな

がら、状況に応じた内容とする。 

※発信内容は「御堂筋イルミネーション２０２１」・「OSAKA 光のルネサンス２０２１」

に特化し、それぞれ同等の発信回数・時間の長さとする。（その他の大阪の観光素材は

含めない。） 

※実施内容については別途実行委員会で実施予定の「御堂筋イルミネーション 2021」

事業及び「ＯＳＡＫＡ光のルネサンス 2021」事業、「大阪・光の饗宴 2021 の開催

にかかる広報プロモーション等業務」などと連携する。国内プロモーション業務のう

ち、広告については本業務では取り扱わない予定とする。 

 ※大阪観光局連携以外の媒体や有力な発信力を持つ人材を提案する場合は、想定閲覧者

数（読者数、ページビュー数、視聴者数、拡散数等）、閲覧者の属性（国・地域、年

齢、嗜好等）等の情報を提示し、発注者と協議の上決定、実施すること。 

※有力な発信力を持つ人材を活用する場合はステルスマーケティング等に対して有効

な対策を提案の上、実施すること。また、活用する人材の個人の SNS や、インフル

エンサーが所属する媒体にて発信を行う場合は事前に発注者に許可を得ること。 

※発注者が別途提案する場合もあるため、その際は十分に協議のうえ、できる限り反映

すること。 

 

６ 提出書類等 

受注者は、本業務完了後、下記の書類・成果品等を提出すること。 

 

（１） 提出書類・部数 

業務完了届、業務報告書、精算書 各１部 

 

（２） 成果品等の提出・部数 

・業務に関して作成した全ての成果物に関するもの全データ 

編集可能な元データ含む 一式（ＤＶＤに格納したもの） ３部 

  ・実施報告書 Ａ４サイズ ３部 

  ・課題分析・効果測定 Ａ４サイズ 3 部 

  ・その他資料（打合せ協議簿等） ３部 

 

 

https://osaka-info.jp/page/octb-top
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（３） 提出先等 

  提出は、発注者が指定する場所に行うこと。 

なお、上記（１）（２）に定めのない事項については、必要に応じて協議のうえ、これを

定める。 

成果品の作成に向け、発注者から指示事項がある場合は成果品へ反映すること。 

 

7 業務実施に関する基本的な条件 

（１）契約及び期間等に関する条件 

  業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、発注者は契

約金額以外の費用を負担しないものとする。 

 

（２）提案見積額について 

本業務にかかる契約金額については、提案見積額を基準に発注者と協議のうえ確定する

ものとする。 

 

8 その他 

（１）本業務の実施にあたっては、各種関係法令・条項等を遵守すること。 

 

（２）受注者は、契約締結日から速やかに業務が開始できるように、準備を進めること。な

お、業務開始準備のために要する経費や契約終了に伴う引き継ぎのために要する経費に

ついては、発注者は負担しない。 

 

（３）正当な理由がなく、選定結果通知後に契約を締結しなかった場合は、翌年度の本業務

において提案参加できない場合がある。 

 

（４）受注者は、業務完了後における「業務報告書」をはじめとした所要の報告書類等のほ

か、業務の着手時及び実施中においても所要の書類を作成し、発注者に提出する。具体

的な提出書類については、選定結果通知後、契約締結までの間に発注者と協議する。 

 

（５）本業務終了後５年以内に、大阪府・大阪市・他の行政機関等が行う会計監査等の実施

があった際には、証拠書類の提出や調査に協力すること。 

 

（６）情報の守秘を徹底すること。協力会社へも情報の守秘を徹底すること。受注者は、委

託業務の遂行上知り得た情報は、受注業務遂行の目的以外での使用、または第三者に提

供してはならない。 

 

（７）委託業務の終了後、成果物に誤り等が認められた場合には、受注者の責任において速
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やかにその誤りを訂正しなければならない。 

 

（８）ウエブサイト・SNS 等には、受注者名などを掲出することはできない。 

 

（９）発信内容を発注者の許可なく媒体等へ情報転載できない。  

 

（10）個人情報の取り扱いについて  

ア 委託業務の遂行上知り得た個人情報や法人情報については、受注者の責任において

厳重に管理するとともに、他の目的への転用等は絶対に行わないこと。作成途上に発

生した不要な印刷物等は、完全に裁断または焼却処分し、外部にその内容が漏れるこ

とのないようにしなければならない。また、業務完了後、受注者が保有する機器等に

データが残存している場合は、受注者の責任において確実にデータの破棄を行うこ

と。 

イ 受注者は事業実施にあたり、収集する個人情報及び法人情報について、発注者に情報

提供することを当事者に事前に説明し同意を得ること。  

ウ 事業実施にあたり収集した個人情報や法人情報は発注者に帰属するものとし、発注

者の指示に従い提供を行うこと。 

 

（11）発注者は、前項に関して必要のある場合は、立会検査を行うことができる。 

 

（12）納品後は、原稿データを速やかに発注者に返還すること。 

 

（13）著作物の譲渡等 

ア 受注者は、成果物及び大阪・光の饗宴 202１に関する知的財産権（著作権）上の全

ての権利が著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第２条第１項第１号に規定する著作

物（以下「著作物」という。）に該当する場合には、当該著作物に係る受注者の著作

権（著作権法第 21条から第 28 条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引

渡し時に発注者に無償で譲渡するものとし、その他一切の権利は、発注者に帰属する

ものとする。 

イ ただし、当該著作物のうち受注者が従前より保有するものの著作権は、受注者に留保

されるものとし、受注者は発注者及びその指定する者の必要な範囲で発注者及びそ

の指定する者に無償で使用することを許諾するものとする。 

 

（14）著作権等に関わるものを採用しようとする場合は、発注者と協議を行い、指示を受

けるものとする。 

 

（1５）契約期間終了等により次期受注者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引継ぎに協力する
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とともに、必要なデータ等を遅滞なく提供すること。 

 

（1６）施設や建物等のイラスト等を作成する場合は、当該建物等の管理者へ承諾を受けた

うえで作成すること。 

 

（1７）発注者等との打ち合わせ等については、その都度、議事録等を作成し、発注者へ提

出すること。 

 

（１８）その他 

本仕様書及び契約書に記載のない事項及び業務の実施にあたり疑義が生じた場合は、

その都度発注者と協議を行い、指示に従うこと。 

 


