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 平 成 3 0 年 1 1 月 2 2 日  

公益財団法人東京観光財団  

 

平成30年度東京おみやげ管理運営事務局の設置及びポップアップストアの開設・管理運営等業務委託 

事業者選定実施要領（プロポーザル方式） 

 

１．目的  

東京都は、国内外に向けて旅行地としての東京を強く印象づける「東京ブランド」の確立を

図るため、「東京のブランディング戦略」を策定し、東京ブランドの浸透を目的としたブランデ

ィング事業を実施している。平成 29 年４月には東京の魅力を効果的に発信するためのアイコ

ンとキャッチフレーズを「Tokyo Tokyo Old meets New」（以下、「アイコン」という。）に決定

した。またブランディング事業の一環として、アイコンを効果的に活用した商品を民間事業者

と共に開発・販売し、東京の魅力を国内外に発信するための取組「アイコンを活用した『東京

おみやげ』製作プロジェクト（以下、「東京おみやげプロジェクト」という。）」を行っている。 

  本業務委託は、東京おみやげプロジェクト全体業務の統括及び管理部門となる事務局を設置

し、東京おみやげプロジェクトの効率的かつ機動的な展開を図るとともに、来年度の常設店舗

開設を見据え、都内に東京おみやげ商品を展示・販売するポップアップストアを開設すること

で、東京ブランドの普及・浸透を目的とするものである。 

 

２．委託内容  

仕様書のとおりとする。  

 

３．事業提案上限額  

６０，０００，０００円（消費税等諸税を含む。）  

 

４．契約の履行期間 

契約締結日の翌日から平成31年3月31日まで 

 

５．選考の流れ  

（１） 公募開始及び希望申出受付開始 

平成 30年 11月 22日（木） 

希望申出方法については公益財団法人東京観光財団（以下、「財団」という。）ホームペー

ジにて「契約情報」を参照のこと。 

（２） 応募締切 

平成 30年 11月 29日（木）正午 

（３） 企画審査会への指名通知 

平成 30年 11月 30日（金）中 
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（４） 質問の受付期間 

平成 30年 11月 30日（金）から平成 30年 12月４日（火）正午 

実施要領別紙１「質問票」に質問事項を記入し、電子メールにより送付すること。 

※「質問票」送付先電子メールアドレス 

藤井 s.fujii@tcvb.or.jp / 赤村 akamura@tcvb.or.jp   

※口頭や上記以外の方法による質問は一切受け付けない。 

（５） 質問への一斉回答 

平成 30年 12 月６日（木）中 

（６） 企画提案書及び見積書の提出期限 

平成 30年 12月 14日（金）正午 

（７） 企画審査会の実施 

平成 30年 12月 18日（火） 

（８） 審査結果の通知 

平成 30年 12月 19日（水） 

 

６．企画提案に必要な提出物と提出方法  

（１） 提出物  

ア 企画提案書  

企画提案書の書式はＡ４版横とし、文字のサイズは10.5ポイント以上とする。 

企画提案書のタイトルは、「平成30年度東京おみやげ管理運営事務局の設置及びポッ

プアップストアの開設・管理運営等業務委託」とすること。 

「(２) 提出部数と提出方法 ア 提出部数」に指定のあるものを除き、自社名及び

ロゴマーク等は一切記入しないこと。 

また、以下の項目を必ず含めて作成すること。  

 

① 実施体制及び業務フロー（業務遂行にあたり協力先などがある場合は委託先具体 

名を明記すること。） 

② 業務実行スケジュール 

  東京おみやげ事務局の立ち上げ、ポップアップストアの開設・運営、テストマーケ

ティング及び商圏調査の実施等、具体的な工程を記載すること。 

③ ポップアップストアの出店場所 

  仕様書「第4の２(1)」の出店場所をもとに、選定の開設場所を提案すること。提 

案では、事業目的に照らし効果的であると思われる理由・根拠を明記すること。 

④ ポップアップストア開設に伴うデザイン・レイアウト提案 

  提案には簡単なイメージパースを掲載すること。 

⑤ ポップアップストアのマーケティングに関する提案 

  「第4の２(7)」の具体案を企画し、提案すること。 

⑥ 商圏調査関連業務に関する提案 
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  仕様書「第4の１(1)イ」の具体的な手法を企画し、提案すること。 

⑦ 過去３年以内の類似実務実績 

⑧ その他、特筆すべき事項 

 

イ 見積書 

  ① 見積総額を明記すること。見積総額は消費税等の諸税を含んだ金額とする。 

② 仕様書の項目に沿って、できる限りブレイクダウンした内訳金額を記載すること。 

③ イニシャルコストとランニングコストは分けて記載すること。ランニングコスト

は、費用が発生する条件や単位（例：東京おみやげ事業者数）も明記すること。 

 

（２） 提出部数と提出体裁 

ア 提出部数 

提出物 自社名及びロゴ 会社印 提出部数 

ⅰ．企画提案書 なし なし １０部 

あり なし 1部 

ⅱ．見積書 なし なし １０部 

あり あり 1部 

ⅲ．データCD あり なし 1部 

    上記に指定があるものを除き、自社名及びロゴマーク等は一切記入しないこと。 

イ 提出体裁 

  「（１）提出物 ア 企画提案書」及び「（１）提出物 イ 見積書」については、

合わせて１つの形状とし、左上をダブルクリップで留めたものを提出すること（製

本、ステープル留め等不可）。 

  ウ 書面の宛先 

    宛先は公益財団法人東京観光財団理事長宛とすること。 

エ 注意事項 

     提出期限までに提出がない場合は、企画審査会への参加を辞退したものとみなす。 

 （３） 提出方法と提出先 

   ア 提出方法 

     郵送または持参とする。 

   イ 提出場所 

     公益財団法人東京観光財団 総務部観光情報課 

     〒162－0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 

     ※封筒に「平成30年度東京おみやげ管理運営事務局の設置及びポップアップストアの

開設・管理運営等業務委託事業者選定審査会用資料」と朱書すること。 

 

７．企画審査会 
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 （１） 実施日 

平成30年12月18日（火） 

 （２） 会場 

① 測量年金会館会議室 

〒１６２－０８０１  東京都新宿区山吹町１１番地１測量年金会館３階 

又は、 

② 公益財団法人東京観光財団 ５階会議室  

〒１６２－０８０１  東京都新宿区山吹町３４６番地６ 日新ビル５階 

※企画審査会参加事業者に別途通知 

 （３） 実施時間 

事業者による応募書類の提案説明15分以内、質疑応答10分程度、計25分程度とする。 

各社の開始時間については別途通知する。 

なお、各社は開始時間の10分前には、指定場所で待機すること。 

（４） 参加者人数 

各社４名以内とする。 

 

８．選考方法 

企画審査会においては、財団が別途定める「平成30年度東京おみやげ管理運営事務局の設置

及びポップアップストアの開設・管理運営等業務委託事業者選定企画審査会審査要領」に基

づいて選考する。 

 

評価基準については下記のとおり 

（１）全体について 

ア 仕様の内容を十分理解し、必要とされる全ての業務において企画提案されているか。 

イ 効率的に円滑な業務運営が行え、進捗状況が十分管理・報告される体制及びスケジュ

ールが提案されているか。 

ウ 仕様書に沿ってブランディング戦略の観点が企画に反映され、アイコンとキャッチフ

レーズのPRにふさわしい提案になっているか。 

 （２）東京おみやげ事務局の設置及び運営関連業務 

   ア 事務局を円滑に運営するための整備・人員等体制等が整備されているか。 

   イ 円滑な業務を行うための業務フローが提案されているか。 

（３）ポップアップストアの開設及び運営関連業務 

  ア 訪都外国人旅行者の行動分析等、合理的根拠をもとに、効果的な開設場所が提案され

ているか。 

  イ 東京ブランド及びアイコンの浸透並びに東京おみやげ商品のPRに効果的なレイアウ

ト、及びデザインが提案されているか。 

  ウ 消費者を惹き付け、ポップアップストアへの誘客を図るのに効果的な宣伝告知施策が

提案されているか。 
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 （４）商圏調査について 

  ポップアップストア開設の効果を適切に測定でき、常設店舗開設につながる分析等が

行える提案内容になっているか。 

（５）その他 

ア 事務局の運営及びポップアップストア開設・運営等、関連業務の類似実績があり、効

果的な運営が見込めるか。 

イ 提案価格は妥当か。経費内訳それぞれに事業実施の妥当性はあるか。 

 

９．選考結果の通知 

  全ての応募者に対し、選考結果を電子メール（「選考結果について」文書を添付）にて通知

する。 

  なお、審査内容に関わる質問については一切受け付けない。 

 

１０．質問等 

  仕様書に関する質問は、期間内に電子メールにて受け付ける。別紙１「質問票」に記入の

上、期間内に提出のこと。質問内容については、全て事務局で取りまとめた上、指名通知を

受けた全ての事業者に対し、一斉に回答する。なお、質問受付期間終了後の質問について

は、一切受付けない。 

 

１１．その他 

（１） 企画提案応募に係る費用は、全て応募者の負担とする。 

（２） 応募書類は返却しない。 

（３） 企画審査会の当日、開始時間に遅れた場合は失格とする。 

（４） 応募を辞退する場合は、企画審査会の前日までに別紙２「辞退届」を提出すること。 

（５） 契約締結に当たっては、受託者との協議の上、仕様書又は契約提案額を変更する場合

がある。 

 

１２．本件の問合せ先 

公益財団法人 東京観光財団 総務部観光情報課（担当：赤村、藤井） 

〒162－0801 東京都新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階 

TEL 03-5579-2681（月～金 午前9時～午後5時（祝日を除く。）） 

FAX 03-5579-8785 


