
業務委託仕様書 

 

１ 件名 

産業交流展2015「公社総合展示ゾーン」ブースの設営及び撤去業務委託 

 

２ 業務内容 

産業交流展2015「公社総合展示ゾーン」ブースの設営及び撤去。設営には、配電、照明、看板、床カーペッ

ト（色：グリーン系）等の装飾全般を含む。（電気工事費は含まず） 

（１）公社事業紹介コーナー 

（２）知財相談コーナー 

（３）応援ファンド支援企業コーナー 

（４）広域多摩支援企業コーナー 

 ※『別紙１：産交展2015 公社総合展示ゾーン小間割』及び『産業交流展全体レイアウト』を参照 

  産業交流展全体レイアウトは仕様説明会時に配布します。 

 

３ 履行場所 

東京都江東区有明３－１１－１ 東京ビッグサイト 西ホール 

公社総合展示ゾーン 小間番号：未定 

 

４ 契約期間 

本契約締結の日から、平成２７年１１月２０日（金）まで 

・設営日：平成２７年１１月１７日（火） 

・会 期：平成２７年１１月１８日（水）～１１月２０日（金） 

・撤去日：平成２７年１１月２０日（金） 

 

５ ブース面積                       

 1小間：2,970mm×2,970mm＝９㎡ 総面積：９㎡×１０小間 

 

６ 装飾の考え方 

（１）１０小間全体を「公社総合展示ゾーン」と認識される装飾をすること。 



（２）原則、間に仕切り等は設けず見通しを良くすること。 

（３）コーナー別詳細 

 ア．公社事業紹介コーナー（５小間） 

  ・受付カウンター 

  ・リーフレット等（最大５０種類）の配架と閲覧コーナーを４人分程度設ける 

  ・通路に面した場所に４０インチモニターを設置できるようにすること 

  ・商談・相談コーナー（机１と椅子４）を２か所以上設置すること 

  ・寛げるよう植栽を２か所以上設置すること 

 イ．知財相談コーナー（１小間） 

  ・仕様については、『別紙２：2015産業交流展_知財ブース_仕様』を参照 

 ウ．応援ファンド支援企業コーナー（１小間） 

  ・出展企業 ２社   

  ・仕様については、『別紙３：2015産業交流展_応援ファンドブース_仕様』を参照 

 エ．広域多摩支援企業コーナー（３小間） 

  ・仕様については、『別紙４：2015産業交流展_多摩支社ブース_仕様』を参照 

 オ．共通項 

  ・上記ブースの各モニターについては音響機能が必要 

  

７ 搬入出車両証 

当公社が主催者へ次の４枚（４台分）を申込み、提供する。 

（１）乗用車・バン用・・・２枚 

（２）２ｔ～１０ｔ車・・・２枚 

 

８ 提出書類 

※提出先 ： 企画管理部総務課 担当：畠野 

 東京都千代田区神田佐久間町一丁目 9番地  東京都産業労働局秋葉原庁舎 5階  

 電話） ０３-３２５１-７８８６ 、ＦＡＸ） ０３- ３２５１-７７９６  

 メール） a-hatano@tokyo-kosha.or.jp 

（１） 平成２７年 ９月 １０日（木） 1 6 時までの提出書類 ※郵送提出可 （必着）  

①希望票 【様式 1】（必要事項を記入 ・押印） 



②運営実績等記入一覧表 【様式 2】（必要事項を記入） 

③東京都の 「平成27・28年度物品買入れ等競争入札参加資格審査受付票」 の写し及び 「平成27・28年度競争

入札参加資格審査結果通知書 （物品等） 」 の写し 

 

（２）平成２７年１０月９日（金） 16 時までの提出書類 ※郵送提出可 （必着） 

①ブースレイアウト図 及び ブースイメー ジ （各社１案のみ提出） （平面図及び立面図） 

②見積書 （税込、各業務に係る明細を記載すること） 及び会社案内 

③委託業務における提案ポイント（Ａ４判１枚以内で記載してください） 

※見積額は ２，８９４，４００円 （税込） 以内で提案すること。 

 ご提案いただいた価格及び内容に基づき審査させていただき、決定いたします。 

※ （２）①～③までの資料を各 8部ずつご提出願います。 

※応募に係る経費については応募者の負担とし、提出書類は返却致しません。 

 

９ 支払方法 

業務完了確認後、適法な請求書が提出された日から３０日以内に、受託者が指定する金融機関口座へ振込み

により支払うものとする。 

 

１０ 契約情報の公表 

公益財団法人東京都中小企業振興公社は、経営の一層の透明性の向上を図っていくため、「経営情報の公表

に関する要綱」に基づき、特定契約（官公庁との契約や競争入札に適さない契約等）のすべて及び契約金額が

２５０万円以上の契約案件を以下のとおり公表する。 

（１）公表項目 

契約方法（競争・独占・緊急・少額または特定の区分別）、契約種別（工事・委託・物品等の区分別）、

契約相手方の名称、契約金額 

（２）公表時期及び手法 

決算の公表に合わせて年１回取りまとめ、当公社ホームページ及び閲覧により公表する。 

なお、公表の趣旨に同意できない場合は、契約締結後１４日以内に、文書にてその旨を申し出ることができ

る。 

 

１１ 暴力団等排除に関する特約条項 



別紙に定めるところによる。 

 

１２ その他 

本仕様書に定めのない事項及び本業務の履行にあたり疑義が生じた場合については、下記１２記載の担当者

と協議のうえ、その指示に従うこと。 

 

１３ 問合せ先 

（公財）東京都中小企業振興公社 企画課 梶山 

〒101-0025 千代田区神田佐久間町 1-9 

電話：03-3251-7897 



別紙１ 

 

産業交流展 201５ 公社総合展示ゾーン小間割 

 

企画課 企画課 企画課 知財センター 応援ファンド 

企画課 企画課 広域多摩 広域多摩 広域多摩 

 

 

    （公財）東京都中小企業振興公社(企画課)  5小間 

    東京都知的財産総合センター       1小間 

    地域応援ファンド支援企業        １小間 

    広域多摩イノベーションプラットフォーム 3小間 



産業交流展２０１５　知財センターゾーン 別紙２

■仕様要望

①知財相談コーナーを設ける。PCを設置し、インターネットでIPDL検索が体験できる。
   相談者２名、アドバイザー１名が相談できるテーブル×１、イス×４
　相談コーナーがあることが来場者から見えるように設置してほしい。
　ノートPC(持ち込み）と無線LAN装置(持ち込み）用の電源2口が必要。
　相談コーナーのテーブルの両脇と後ろに低いパテーションを立てる。
 （相談内容の秘匿性をゆるく守る）
　相談コーナーのぼり(1本）を近くに立てる

②来場者が知財センターゾーンが判る表示(看板など）

③知財センター事業案内（タペストリー　2枚）、ポスター（A１版）が掲示できるスペース。

④マニュアル(８～１０種類）が閲覧でき、持ち帰りができるコーナーの設置。
　テーブルもしくはカウンターに平置きで資料を並べる。

⑤知財関係の資料を自由に持ち帰えることができるA4カタログスタンド
　　資料数：MAX１８種類

⑥終了後ノートPCを保管できる場所と資料のストックスペースの確保。

＜参考＞
　・タペストリー　　 60cm×76ｃｍ　　上部にフック2個有
　・マニュアル、資料 A4版



■知財センターコーナーでの対応
①知財相談コーナーで簡単な知財相談を受ける。IPDL検索が体験できる。
　　具体的な相談は知財センターに来所を勧める。　相談内容を相談カードに記入する。
②マニュアル展示コーナーでマニュアルを見ていただき、必要であれば、持ち帰っていただく。
③事業案内・シンポジウムチラシは積極的に配布する。

■平面図

産業交流展　2015　知財センターコーナー
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　別紙３

1 出展目的 ①応援ファンド事業ＰＲ

②採択事業販路開拓（２社）

2 什器・備品類
・テーブル（担当事業者２名がノートＰＣ２台を使用し、来場者２名にデモンストレー
ション可能な大きさ）

・椅子（担当事業者用３脚、来場者用３脚）

・ディスプレイ台（バッグ・財布等革製品展示用、１㎡前後）要ライティング

・パンフレットスタンド２台（縦一列に５～６種類配架可能なもの）

・パネル台２台（Ａ１サイズパネル展示用）

・自立型テレビモニター（３２インチ/スピーカー付/ＰＣ接続で動画再生可能なもの）

・テレビモニター下部にＰＣ設置用什器

・貴名受２個

3 要望 ・テーブル下にＰＣ・ルータ電源２台分を確保すること

・テレビモニター下部にモニター及びＰＣ用電源を確保すること

・ディスプレイ台は革製品が美しく見えるようなもので段差のある形とし、さらにライ
ティングでその効果を高めること

【産業交流展２０１５】　応援ファンドブース仕様　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



産業交流展２０１５
ブースレイアウトイメージ

東京都地域中小企業応援ファンド事業

パンフレットスタンド

自立型ＴＶモニター
（３２インチ/スピーカー付）

パネル台

ライティング

貴名受

パネル台
ディスプレイ台
（革製品展示用）

貴名受 パンフレットスタンド
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別紙４

　「産業交流展2015」公社ブースにおいて、あらかじめ多摩支社展示スペース用にご用意頂きたい備品等

①展示用の机：7台
　サイズ：700×500×1020ｍｍ

②枠：1セット
　Ａ1サイズのパネルを表と裏に各1枚ずつ貼ることができ、その上に簡易的なサインを設置できるような枠組み。
下記（イメージ）のとおり展示用の机に設置する予定。

③商談セット：1セット
　テーブル1台とイス4脚

④パンフレットスタンド（2列・8段）：2台

⑤90インチのＴＶモニター：1台（1500Ｖ）3日間
⑥モニタースタンド：1台

⑦パネル（自立式）

④参考イメージ ⑤⑥参考イメージ

■電源
　・100インチのテレビモニター
　・動画再生用パソコン
　・3Ｄプリンター
　・3Ｄプリンターモニター用パソコン

2015年　産業交流展　多摩支社の備品要望案

については下記のとおりです。下記に記載していない備品（事業説明用パネル等）は多摩支社で用意・運
搬します。

500㎜ 

700㎜ 

700㎜ 
500㎜ 

841㎜ 

594㎜ 

200㎜ 

1,020㎜ 

200㎜ 

収納スペースとし
て活用できればベ

①展示用の

②



新技術創出交流会のＰＲ 3次元造形支援のＰＲ
＋プラットフォームのＰＲ

通路（太）

通路（細）

企画課

企画課企画課 知財センター 応援ファンド

 
 

テーブル 

イス 

90インチ 

パンフレッ

トスタント 

幅500ｍｍ 交流会 

説明用パネル 

1枚 幅900ｍｍ 
交流会の参加企業 

名簿を置く 

①交流会の流れ  

②参加大手企業 

③交流会の様子（写真） 

（課題） 来年の交流会申込（5月）まで時間が

空いている。興味を持ってくれた企業にどのよ

うにアプローチをしていくべきか。（名刺を受け

取る等） 

交流会の様子（動画）をオート再生で流

し続ける。動画は各1分程度。 

 

①交流会（三部構成） 

②参加中小企業の声 

③実績ＰＲ 参加大手、マッチング件数 

パネル 

内側：プラットフォームのＰＲ 

通路側：3次元造形支援のＰＲ 

パンフレッ

トスタント 

幅500ｍｍ 

机②＆スタンド 

プラットフォーム事業 

のチラシ等を置く 

机上（黒布） 
 

机③ 3Ｄプリンター 

    パソコン（モニター） 

机⑤⑥  大型造形物（アイキャッチ） 
 

3000ｍｍ 3000ｍｍ 3000ｍｍ 

3000ｍｍ 

イス 

イス イス 

机① 

机③ 

机⑤ 

机⑦ 

机② 

机④ 

机⑥ 

机① 

3次元造形支援企業の 

造形物＆企業紹介 

3Ｄプリンター 

実演中  

のパネル 


