
各種メディアを活用した観光プロモーション企画運営業務 

委託仕様書 

 

１ 名称 

各種メディアを活用した観光プロモーション企画運営業務 

 

２ 目的 

本業務は、テレビやＳＮＳ等を活用した観光プロモーションの企画実施を通じて、

千葉県観光の魅力を発信し、ターゲットエリアからの来訪を促進することを目的と 

する。 

 

３ ターゲット 

（１）年代 

４０代のファミリー層をメインターゲットとする。 

（２）エリア 

東北圏、首都圏 

 

４ 契約期間 

契約締結日から令和４年３月３１日（木）まで 
 

５ 委託内容 

下記（１）～（３）の業務及びこれらに付随する業務について、以下の点に留意   

して十分な検討を行ったうえで企画実施すること。 

・本業務で行う事業間の連携又は県等が実施する他の事業との連携により、高い  

プロモーション効果が得られるよう工夫を凝らすこと。 

・継続的な事業効果を意識して、プロモーションを展開すること。 

・プロモーションを実施するにあたっては、新型コロナウイルスの感染拡大防止に 

留意すること。 

 

（１）東北圏における観光プロモーション 

東北圏からの来訪促進を図るため、観光プロモーションを企画実施する。 
なお、本業務にかかる企画、交渉、調整、手続き、手配、演出、支払い等、一切 



の業務を行うこと。 

① 宮城県内における観光プロモーション 

ア テレビメディア招請 

 （ア）取材日程 
      テレビの放映時期及び取材内容等に合わせた、適切な日程を調整すること。 

※ただし、２泊３日以内とする。 
※日程については、県及び関係機関と調整したうえで決定する。 

（イ）取材内容 
千葉県内の観光スポット、ご当地グルメ、宿泊施設等を取り上げること。 
※取材内容の詳細については、県及び関係機関と調整したうえで決定する。 

（ウ）招請するテレビメディア 
宮城県仙台市に所在するテレビメディア １社以上 

      ※ただし、地上波系列局に限る。 
   （エ）番組枠・放送時間枠 
      視聴率の高い情報番組等において、１５分程度放送されるよう手配する 

こと。 
（オ）テレビの放映時期 
  原則として、以下のａ及びｂの時期において、それぞれ１回以上放映する 
こと。 
ａ 原則、令和３年１１月中旬 

※ａの時期については、本業務とは別に実施する予定の観光展（令和 

３年１１月１７日～１９日）の集客につながるよう、最適な時期を 

交渉して放送すること。 
    ｂ 原則、令和４年１月中旬～下旬 

※ｂの時期については、下記イで実施する予定の観光物産展（令和４年

１月１９日～２２日）の集客につながるよう、最適な時期を交渉して

放送すること。 
   （カ）視聴者プレゼント 
     ・番組で紹介したグルメや下記イの観光物産展で販売する特産品などを  

視聴者にプレゼントする、プレゼントパブリシティを実施する。 
・プレゼント品については、県及び関係機関と調整したうえで決定する。 
・受託者はプレゼント品を必要数調達すること。なお、プレゼント品の調達 



や発送等に係る経費は、本事業の委託料に含むものとする。 
（キ）留意事項 

      ロケ等に著名人を起用する場合は、県及び関係機関と調整のうえ決定する。 

  イ 観光物産展の開催 

   （ア）開催日程 
      令和４年１月１９日（水）～２２日（土）を予定（４日間実施予定） 
      午前１０時頃から午後９時頃まで実施する予定 
   （イ）開催場所 

ＪＲ仙台駅２階ステンドグラス前を予定 
   （ウ）ＰＲ方法 

観光ＰＲコーナー及び特産品販売コーナーを設置し、原則として以下の 

方法によりＰＲを行う。 
     ・観光パンフレットコーナーの設置 

・観光パンフレット及びノベルティグッズ等のサンプリング 
・本県観光の魅力を発信するディスプレイ 
・特産品の販売 
・ご当地キャラクターの登場 

     ・抽選会の実施 
     ・来場者アンケートの実施 
     ・その他、集客やメディアの取材に結びつくような企画 
  （エ）イベントスタッフの手配 

・観光パンフレット等の袋詰め作業および配布、アンケートや抽選会の実施、 

来場者の誘導等に必要な要員を手配する。 

・着ぐるみのパフォーマー及び着ぐるみ誘導の要員を手配する。 

（オ）会場等の手配 

・契約後、速やかに会場等を確保すること。 

・特産品の販売コマ数は、３５コマ程度（予定）とする。 

・会場内には、観光パンフレットやノベルティグッズ、特産品等のストック  

スペースを確保する。 

・会場内又は会場周辺に、着ぐるみやイベント参加者の控室を確保する。 

・会場周辺に、商品等を事前保管するためのストックスペース及び保冷車等 

を確保し、商品の荷受け及び適正な保管を行うとともに、会場設営に合わせ 



て搬入する。 

（カ）設営・撤去 

・会場の設営、装飾、撤去を行う。 

・会場装飾は、基調となる色を提案し、千葉県の観光の魅力を十分にＰＲ   

できるよう企画すること。 

   ・会場装飾用に、千葉県産の切り花等を計２００本程度手配し、会場設営に  

合わせて搬入する。 

     ・音響、照明、電源、パンチカーペット、システムパネル、ポールパーテー   

ション、プラスチックチェーン、テーブル、のぼり旗用ポール・アンカー、

パネルスタンド、パンフレットラック、看板、サイン、プランター、バケツ、

じょうろ、レジ、販売用ワゴン、消火器、ゴミ箱、掃除用具など、イベント

に必要な備品、消耗品等の一切を必要数手配する。 

     ・会場内で発生した廃棄物の処理を行う。 

（キ）会場警備 

     ・会場設営及び撤去時に、安全対策として警備員を配置する。 

・会場施工後の、イベントを開催していない時間帯に警備員を配置する。 
（ク）ノベルティグッズ 

     ・抽選会の景品や来場者への配布を目的とし、チーバくんグッズ等を 1,200 

個程度手配し、会場設営に合わせて搬入する。 

（ケ）広報宣伝（観光物産展に関する告知） 

原則として、本事業で招請したテレビメディアの番組内において、    

イベント初日（令和４年１月１９日（水）の予定）に、会場からの中継に   

よるイベント告知等を実施すること。 
・上記以外のテレビメディアにおいて、宮城県内で放映している視聴率の 
高い番組等でイベント告知等を実施するよう交渉すること。 

      ・宮城県内で購読者数が多い新聞社の朝刊折込広告を、原則として   

イベント初日又はその前日に実施すること。なお、折込みに必要な広告 

チラシについても作成することとし、広告枚数は 100,000 枚以上とする。 

（コ）千葉県の魅力を体験・実感できるゲーム等 

     ・原則として、早春の千葉県の魅力を体験・実感できるゲーム等を企画、  

実施すること。 

     ・ゲーム等の景品を手配すること。 



（サ）その他 

・運営マニュアル、進行台本等を作成する。 

・観光パンフレットや着ぐるみなど、県が指示する荷物について、県が指定  

する場所とイベント開催場所の間を往復で運搬する。これに際して、荷物  

運搬用車両として、物量に応じたトラックを手配する。 

・想定される来場者数をもとに、イベント保険に加入する。 

・抽選会は、景品表示法を順守のうえ、実施すること。 

  ・特産品販売に係る出展者の募集、調整、契約手続、売上の管理、販売品の 

手配、確保等は、本業務には含まない。 

・観光物産展の開催にあたっては、新型コロナウイルスの感染拡大防止に 

かかるガイドライン等に基づき、必要な対策を行うこと。 

 

ウ メディア訪問等 

・上記イの観光物産展開催に合わせ、現地メディアや業界メディアにプレス    
リリースを配信する。 
・また、これに連動して、県職員等による現地メディア訪問を企画実施する。 
・日程や訪問先については、県及び関係機関と調整したうえで決定することと

し、スケジュール作成やアポ取り等の調整を行うこと。なお、１０ヵ所程度の

現地メディアを訪問することとする。 
・効率的にメディア訪問が行えるよう、必要な移動手段を必要数手配する。 
・訪問先への手土産として、千葉県の特産品等を必要数手配する。 
・メディアへの露出が可能となるよう、ＰＲ会社を活用するなど、十分な対策 
を施すこと。 

 
② 福島県内における観光プロモーション 

ア テレビメディア招請 

 （ア）取材日程 

    テレビの放映時期及び取材内容等に合わせた、適切な日程を調整すること。 

※ただし、２泊３日以内とする。 

※日程については、県及び関係機関と調整したうえで決定する。 

（イ）取材内容 

千葉県内の観光スポット、ご当地グルメ、宿泊施設等を取り上げること。 



※取材内容の詳細については、県及び関係機関と調整したうえで決定する。 

（ウ）招請するテレビメディア 

福島県に所在するテレビメディア １社以上 

     ※ただし、地上波系列局に限る。 

 （エ）番組枠・放送時間枠 

    視聴率の高い情報番組等において、１５分程度放送されるよう手配すること。 

（オ）テレビの放映時期 

    原則として、以下のａ及びｂの時期において、それぞれ１回以上放映する       

   こと。 

ａ 原則、令和３年１１月中旬 
※ａの時期については、本業務とは別に実施する予定の観光展（令和３年  

１１月１７日～１９日）の集客につながるよう、最適な時期を交渉して

放送すること。 
ｂ 原則、令和４年１月中旬～下旬 

※ｂの時期については、上記①イで実施する予定の観光物産展（令和４年 

１月１９日～２２日）の集客につながるよう、最適な時期を交渉して 

放送すること。 

（カ）イベント告知（観光物産展に関する告知） 

原則として、本事業で招請したテレビメディアの番組内において、上記①イ 
で行うイベントの告知等を実施すること。 

（キ）視聴者プレゼント 
   ・番組で紹介したグルメや下記イの観光物産展で販売する特産品などを 
   視聴者にプレゼントする、プレゼントパブリシティを実施する。 

・プレゼント品については、県及び関係機関と調整したうえで決定する。 
・受託者はプレゼント品を必要数調達すること。なお、プレゼント品の調達 
や発送等に係る経費は、本事業の委託料に含むものとする。 

（ク）留意事項 

    ロケ等に著名人を起用する場合は、県及び関係機関と調整のうえ決定する。 

 

③  効果測定 

・上記①及び②における観光プロモーションの効果測定を行うこと。 

・効果測定の手法については提案事項とする。 



・最終的には、県と受託者が協議したうえで、効果測定の手法を決定する。 

 

（２）首都圏におけるネット広告を活用した観光プロモーション 

ア 業務概要 
千葉県観光の魅力を発信するＷＥＢサイトに誘導し、サイトの閲覧を通じて 

本県への来訪促進を図るため、ＳＮＳやＷＥＢにおけるネット広告を実施する。 

イ 委託業務内容 

  （ア）広告用バナーの制作 

   ａ 業務内容 

・本事業で使用する広告用バナーを企画・制作する。 

・広告用バナーの企画・制作に必要な素材の入手（権限処理を含む）、使用   

する画像一式の収集、各種申請手続き、編集、データ加工・合成作業等、一切

の業務を行う。 

・制作にあたっては、広告の出稿において順守すべき各種規定等を事前に調査

し、それらをふまえること。 

・受託者は、修正可能な段階で、広告媒体の審査等を受け、広告画像に修正を  

求められた場合は、受託者の責任により修正すること。また、修正に要した  

経費は受託者が負担すること。 

・広告用バナーの制作に必要な経費は、すべて本業務の委託料に含むものとし、

すべての手配は受託者が行う。 

ｂ バナーデザイン等 

・クリックを促すデザインや仕掛けを施すこと。 

・出稿予定の広告媒体の特性に応じたデザインや表示方法とすること。 

・千葉県マスコットキャラクター「チーバくん」を使用することは妨げない。 

・最終的には、県と受託者が協議したうえで、デザインを決定する。 

ｃ 制作物   

１０種類以上 

  ※出稿予定の広告媒体が指定するサイズ・画質とすること。 

ｄ 納品 

（ａ）納品物 

電子データ納品（ＤＶＤ－Ｒ等） 

※県及び広告媒体が指定する形式で納品すること。 



（ｂ）納品期限 

   原則、令和３年７月以降を予定 

   ※詳細は、別途、県が指示する。 

（ｃ）納品場所 

   千葉県商工労働部観光誘致促進課及び県が指定する箇所 

（イ）ネット広告を活用した観光プロモーション 

・ネット広告を活用した観光プロモーションを企画・実施する。 

・広告の出稿にあたっては、順守すべき各種規定等を事前に調査し、それらを     

ふまえること。また、必要な各種申請手続き等、一切の業務を行うこと。 

・新型コロナウイルスの感染状況が悪化し、プロモーション効果の低減が想定さ

れる場合は 延期や変更などその対応策を検討し、県と協議したうえで決定する。 

なお、対応に必要となる経費は受託者が負担すること。 

・ネット広告に必要な経費は、すべて本業務の委託料に含むものとし、すべての 

手配は受託者が行う。 

・最終的には、県と受託者が協議したうえで、ＰＲ手法等を決定する。 

ａ ＰＲ媒体 

・日本国内での登録者数が多く、高い発信力が期待できるＳＮＳ（ソーシャル  

メディア系サービス・アプリ等） １媒体以上 

・日本国内での利用者数が多く、高い発信力が期待できる検索ポータルサイト等

（スマートフォン版含む） １媒体以上 

ｂ 広告開始時期 

    原則、令和３年７月以降を予定 

※広告期間等の詳細については、県と受託者が協議したうえで決定する。 

ｃ 配信ターゲット 

    高いＰＲ効果が得られるよう、ターゲットを設定すること。 

※詳細については、県と受託者が協議したうえで決定する。 

  ｄ 広告のリンク先 

    リンク先については、県が別途指示する。 

  ｅ 表示回数等 

    広告の表示回数は、合計 1,000 万回以上を達成すること。また、より多くの  

クリック数が獲得できるよう、効率的・効果的に広告を運用すること。 

 



（３）報告書等の作成 

① 報告書の作成 

・本業務完了後、実施結果及びその効果についてまとめた「実績報告書」を    

作成し、詳細を報告すること。 

・本業務に関する記録写真の撮影を行い、データ納品をすること。 

・ネット広告を活用した観光プロモーションについては、以下の内容も含め     

こと。 

 ア ＰＲ媒体、掲載期間、表示回数、クリック数、インプレッション単価、 

クリック単価等 

イ その他、県が指示する必要な数値等 

 

② クリッピング 

・本業務で実施した観光プロモーションに関して、露出したメディアをクリッピ

ングし、メディアごとに広告費換算及び到達度の算出を行い、一覧にまとめて 

報告すること。 

  ※テレビ放映の場合は、放送場面を録画し、県が指示する数量をデータ納品 

すること。 

※新聞等の紙媒体の場合は、県が指示する数量の現物を納品すること。 

・その他、県が指示する必要な数値等を報告すること。 

 

６ 事業の成果について 
メディア（テレビ、新聞、雑誌、ＳＮＳ、ＷＥＢ等）への露出を、本業務における

成果の一つとすることから、メディアへの露出を広告費換算した金額が、本業務に  

要した経費を上回る効果をあげること。 
 

７ 納品物件に関する責任の所在 

本業務にかかるすべての納入物品については、受託者が最終的な責任を負うこと。 

 

８ 経費 

本業務の実施に係る一切の経費は、委託料に含むものとする。 

 

９ その他の留意事項 



（１）本業務が円滑に実施され、かつ高い事業効果が可能な体制を構築すること。 

（２）委託業務の実施に当たっては、県と必要な協議及び打ち合わせを十分に行い、    

  その指示に従い、誠実に業務を進めるものとする。 

なお、協議及び打合せは、県又は受託者の求めに応じ実施するものとし、打ち合 

わせを行う場所は、県が指示する。 

（３）新型コロナウイルスの感染状況等により、事業の内容を変更または中止する場合 

がある。 

変更する場合も委託料の範囲内で柔軟に対応するものとし、県が求める事項は、 

最大限実現できるよう努めること。 

（４）委託料については、事業実績等によって、減額精算することがある。 

（５）受託者は、委託業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。 
ただし、県の承諾を得たときはこの限りでない。 

（６）受託者は、やむをえない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、 
  あらかじめ県と協議の上、承認を得ること。 
（７）委託業務に関して知り得た秘密をみだりに他に漏らし、又は委託業務以外の目的 

に使用してはならない。委託期間が終了し、又は委託契約が解除された後において 
も同様とする。 

（８）各種申請等を実施する際、手数料などの負担が生じる場合、当該手数料は委託料 
に含まれるものとする。 

（９）本仕様書に記載されていない事項については、県の指示に従うこと。 
（10）本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合には、県と協議すること。 
 

 

 


