
 

「欧米メディア・エージェント招請事業（

 

１．事業の名称 

ビジット・ジャパン地方連携

「欧米メディア・エージェント招請事業（

 

２．事業の目的 

本事業はビジット・ジャパン地方連携事業の一環として

財団法人 大阪湾ベイエリア開発推進機構）

で、欧州のメディアを対象に関西を紹介する

力・情報を発信することで、旅行先としての認知度及び期待度を高め、

とを目的とする。 

 

３．事業の概要 

（１）事 業 名：「欧米メディア・エージェント招請事業（

（２）日   程：平成２８年１１

（３）人   数：欧州メディア

    通訳案内士１名

（４）ターゲット：海外旅行経験と各国の文化・伝統産業に興味を有する富裕層及び中間上位層

（５）行   程：別紙行程表（以下「行程」という。）

 

４．手配関係 

行程に基づき、被招請者が円滑に来日できるよう次の手配を行うこと。

※被招請者４名のうちドイツから招請する１名は、１１月３０日（水）朝に途中離団して帰国する。

※行程確定後、運輸局が指定する行程表に必要事項を記載して、運輸局

 

（１）航空券の手配 

・下記航空券を手配すること。

・利用クラスは、エコノミークラス

・燃油サーチャージ及び空港使用料、空港税等の諸税を含めること。

・搭乗者の名簿等手続き上必要なデータは、落札

○イギリス ロンドン～関西空港

（往）平成２８年１１月２５日（
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ビジット・ジャパン地方連携事業 

「欧米メディア・エージェント招請事業（欧州メディアファム）」

仕 様 書 

ビジット・ジャパン地方連携事業 

「欧米メディア・エージェント招請事業（欧州メディアファム）」 

本事業はビジット・ジャパン地方連携事業の一環として、近畿運輸局と関西地域振興財団

大阪湾ベイエリア開発推進機構）（以下、「連携先」という。）が

を対象に関西を紹介するファムトリップを実施し、欧州市場において

、旅行先としての認知度及び期待度を高め、関西

「欧米メディア・エージェント招請事業（欧州メディアファム

１１月２５日（金）～１２月１日（木） 

欧州メディア ４社４名 

通訳案内士１名 連携先随行者１～２名 計６～７名 

海外旅行経験と各国の文化・伝統産業に興味を有する富裕層及び中間上位層

（以下「行程」という。）のとおり 

招請者が円滑に来日できるよう次の手配を行うこと。 

※被招請者４名のうちドイツから招請する１名は、１１月３０日（水）朝に途中離団して帰国する。

行程確定後、運輸局が指定する行程表に必要事項を記載して、運輸局・連携先

。 

クラスは、エコノミークラス。 

燃油サーチャージ及び空港使用料、空港税等の諸税を含めること。 

搭乗者の名簿等手続き上必要なデータは、落札事業者決定後、３営業日以内に連携先から提供する。

～関西空港  （被招請者２名） 

日（金）   ロンドン      （LHR）  09:40

パリ       （CDG）  11:55

パリ       （CDG）  14:00

関西空港      （KIX）  09:55

ファム）」 

関西地域振興財団（一般

が連携して実施するもの

欧州市場において関西の魅

関西への誘客につなげるこ

欧州メディアファム）」 

海外旅行経験と各国の文化・伝統産業に興味を有する富裕層及び中間上位層 

※被招請者４名のうちドイツから招請する１名は、１１月３０日（水）朝に途中離団して帰国する。 

・連携先と共有すること。 

決定後、３営業日以内に連携先から提供する。 

0 発（AF1681 便） 

5 着 

00 発（AF292 便） 

55 着 
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   （復）平成２８年１２月 １日（木）  関西空港      （KIX）  11:50 発（AF291 便） 

                                         パリ       （CDG）  16:35 着 

                                         パリ       （CDG）  18:05 発（AF1080 便） 

ロンドン    （LHR）   18:20 着 

 

○ フランス パリ～関西空港  （被招請者１名） 

（往）平成２８年１１月２５日（金）    パリ       （CDG）     14:00 発（AF292 便） 

関西空港      （KIX）     09:55 着   

（復）平成２８年１２月 １日（木）   関西空港      （KIX）     11:50 発（AF291 便） 

パリ           （CDG）    16:35 着 

 

○ドイツ  フランクフルト～関西空港 （被招請者１名） 

（往）平成２８年１１月２５日（金）   フランクフルト （FRA）     13:25 発（LH740 便） 

関西空港      （KIX）     08:40 着 

   （復）平成２８年１１月３０日（水）  関西空港      （KIX）     10:50 発（LH741 便） 

                                         フランクフルト （FRA）     14:50 着 

 

 ※ファムトリップ途中離団や航空券発券後のキャンセル等、自己都合により費用が発生した場合は、

当該被招請者の負担とする。 

 

（２）専用車の手配 

下記の時間で被招請者４名と通訳案内士１名、連携先随行者１～２名が乗車可能な専用車を１台

手配すること。また、上記人数の乗車に加えて、６～７名分のスーツケースが積載可能な車両とす

ること。 

乗務員の行程上必要とする、食費、宿泊費等、必要経費については入札事業者において経済的か

つ効率的なものを選択し、付帯費用として入札価格に含めること。 

有料道路通行料金、駐車代金等については、連携先にて負担するため、入札価格には含めないこ

と。 

乗務員については安全運転の技能を必須とした上で、道路事情、目的箇所への具体的な道程に熟

知した者であること。なお、手配に際し、道路運送法等関係法令を遵守している事業者とすること。 

１１月２６日（土）１１：００－１７：００（専用車使用時間） 

１１月２７日（日）０９：００－１８：００（専用車使用時間） 

１１月２８日（月）０８：００－１８：００（専用車使用時間） 

１１月２９日（火）０８：３０－１７：００（専用車使用時間） 

１１月３０日（水）０９：３０－１７：００（専用車使用時間） 

 

（３）公共交通機関の手配 

下記のとおり手配すること。 
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※連携先１名にかかる費用については、連携先負担のため、入札価格には含めないこと。 

① １１月２８日（月）（被招請者４名、通訳案内士１名、連携先１名） 

・和歌山港－徳島港（南海フェリー １０：３５ 和歌山港発 専用車航送料、 

乗船料） 

② １１月２９日（火）（被招請者４名、通訳案内士１名、連携先１名） 

         ・新神戸－京都 （ＪＲのぞみ１３６号 １７：１６発）普通車指定席 

③ １１月３０日（水）（被招請者１名） 

・京都駅八条口－関西国際空港（リムジンバス ７：２０発）  

④ １２月１日（木）（被招請者３名、通訳案内士１名、連携先１名）   

・京都－関西空港（ＪＲはるか １３号 ８：４８発） 普通車指定席 

   ※１１月２９日（火）及び１１月３０日（水）のタクシー代については、連携先負担のため、 

入札価格には含めないこと。 

 

（４）通訳案内士の手配  

宿泊施設を除くすべての訪問先の説明が可能で、十分にその魅力を伝えることのできる英語の通

訳案内士（国家資格取得者）１名 

（ 業務内容 ） 

・通訳及び観光案内業務 

・行程管理（時間管理、運転手との連絡調整、立て替え払い等） 

※ 手配時間は下記の通り。 全行程同一人が望ましい。 

 

＜通訳案内士拘束時間＞ 

・１１月 ２６日（土） １１：００－２０：００の間 

・１１月 ２７日（日） ０９：００－２０：００の間 

・１１月 ２８日（月） ０８：００－２１：００の間 

・１１月 ２９日（火） ０８：３０－２１：００の間 

・１１月 ３０日（水） ０９：３０－２１：００の間 

・１２月  １日（木） ０８：００－１２：００の間 

※ 勤務地までの交通費等の関連費用も合わせて計上すること。 

※ 行程上必要とする宿泊費を含めること。ただし、必ずしも被招請者と同一宿泊施設でなく

てもかまわない。 

 

（５）宿泊施設の手配（被招請者４名、通訳案内士１名、連携先１名） 

行程に基づき、手配を行うこと。 

※連携先１名にかかる費用については、連携先負担のため、入札価格には含めないこと。 

①１１月２６日（土）－ １１月２７日（日） 

「紀州南部ロイヤルホテル」（和歌山県日高郡みなべ町山内字大目津泊り３４８） 

（ツインルーム １泊２食つき、バス・トイレ付、３６㎡以上、１室１名） 
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②１１月２７日（日）－ １１月２８日（月） 

「福智院」（和歌山県伊都郡高野町高野山６５７） 

（和室 １泊２食つき、トイレ付、１室１名） 

③１１月２８日（月）－ １１月２９日（火） 

「和の宿 ホテル祖谷温泉」（徳島県三好市池田町松尾松本３６７－２８） 

（和室 １泊２食つき、トイレ付、１室１名） 

④１１月２９日（火）－ １２月 １日（木） 

「京都東急ホテル」（京都市下京区堀川通五条下ル柿本町５８０） 

（ツインルーム ２泊朝食つき、バス・トイレ付、２６㎡以上、１室１名） 

   ※１１月３０日（水）の宿泊については、被招請者３名、通訳案内士１名、連携先１名で手配す 

ること。 

    ※京都市内の宿泊のみ通訳案内士１名は当該ホテル周辺の他のホテルを手配すること。 

※各宿泊施設については、関西地域振興財団 担当：星（ＴＥＬ：０６－６２２３－７２０２）

で仮予約しているので、問い合わせること。 

 

（６）食事の手配（被招請者４名、通訳案内士１名、連携先２名） 

  別添行程表に基づき、連携先に確認のうえ手配を行うこと。 

※食事金額については連携先負担のため、入札価格に含めないこと。 

※１１月３０日（水）昼食・夕食については、被招請者３名、通訳案内士１名、連携先２名で手 

配すること。 

・１１月２６日（土） 昼食   海南市  黒潮市場     ビュッフェメニュー          

・１１月２７日（日） 昼食  中辺路  ちかつゆ     紀州花籠御膳                 

・１１月２８日（月） 昼食  徳島市           阿波鶏料理 

     ・１１月２９日（火） 昼食  鳴門市  モアナコースト  西洋料理 

・１１月２９日（火） 夕食  京都市           居酒屋メニュー         

・１１月３０日（水） 昼食  京都市           松花堂          

・１１月３０日（水） 夕食   京都市            肉会席  

 

（７）施設入場料等（被招請者４名、通訳案内士１名、連携先１名）   

行程上の必要に応じた施設等の予約手配を行うこと。 

※施設入場料等は連携先負担のため、入札価格に含めないこと。 

※１１月３０日（水）の施設入場料等については、被招請者３名、通訳案内士１名、連携先１名 

で手配すること。 

 

（８）Wi-Fi ルーターの手配 

   行程期間中、被招請者が不自由なく、Wi-Fi を使用できるようルーターを確保すること。 

 

（９）委託招請会社 
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今回のファムトリップにおいては、被招請者の選定についてはＪＮＴＯに委託する。そのため、

委託費用を入札価格に含め、落札事業者決定後ＪＮＴＯに支払うこと。 

また、被招請者への連絡業務（航空券（Ｅチケット）の送付、関西空港での集合場所案内、行程

表の事前連絡、航空券の引き渡し等については請負事業者が個別に行うこと。 

なお、委託費用については関西地域振興財団 担当：星（ＴＥＬ：０６－６２２３－７２０２）

へ問い合わせること。 

被招請者確定後、すみやかに運輸局が指定する被招請者リストに必要事項を記載して運輸局・連

携先と共有すること。 

 

（１０）随行者 

行程中、本邦内において連携先職員、各府県職員等が随行する場合もあるが、その際は各施設等

必要な手配を行うこと。なお、随行者にかかる費用については、連携先負担のため、入札価格には

含めないこと。 

 

５．アンケートの実施 

観光素材の認知度向上、メディア招請に適したファムトリップであったかどうかの効果分析とし

て被招請者、通訳案内士、アテンド者に対しアンケ－トを実施する。 

被招請者に対するアンケートの内容は、行程内の観光、食事、宿泊の各施設は、情報発信ツールと

して効果的なものであったか、過去の掲載で反響のあった観光素材、体験メニューにはどんなものが

あったのか、今後のメディアファム実施に向けての意見や改善点等が導き出せる設問を盛り込んだア

ンケートとすること。なお、アンケートは、選択式、記述式いずれも可とし、Ａ４両面で３枚程度まで

とする。 

通訳案内士、アテンド者に対するアンケートの内容は、行程内の観光、食事、宿泊の各施設の時間

配分や移動手段がファムトリップに適したものとなっていたか、各施設における被招請者の反応や

感想（良かった点、改善点）、今後のファムトリップに向けての改善点や意見等が導き出せる設問を

盛り込んだアンケートを準備すること。なお、準備するアンケートは、選択式、記述式いずれも可

とし、Ａ４両面で２～３枚程度までとすること。 

なお、被招請者用のアンケートは、日本語から英語に翻訳したものを配布し、ファムトリップ実施

後に回収、集計を行うこと。また、集計後のアンケートの翻訳も行うこと。 

※最終的なアンケート内容については、近畿運輸局、連携先と協議の上決定すること。 

 

６．報告書の提出 

実施報告書については、下記の要領に基づき、期限内に提出すること。なお、実施報告書は

招請選定会社、通訳案内士、連携先の意見も参考に作成し、発注者である当局、連携先の校正

を受けるため報告会（当局内で予定）を実施する。報告会は当局、連携先、請負事業者が出席

し、作成した実施報告書（校正前）を基に会議形式で行い、意見集約をした上で完成させるこ

と。なお、提出期限は校正期間も含めた期限であることに留意すること。 

（１） 報告書内容 
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①手配の実施報告 

②被招請者に配布した配布物 

③被招請者情報 

 氏名、性別、部署、役職、媒体種別 

（新聞・雑誌等の場合）会社概要、発行部数又は購読者数、発行間隔、読者層 

（ブロガー等の場合）訪日旅行情報の掲載状況等メディアの特徴 

④ファムトリップ実施の行動記録 

各日の随行者名、全体の行程、実施状況及び関空到着から訪問箇所、宿泊施設、食事施設

等行程に掲記されている全ての行動記録が把握できるキャプション付の写真、被招請者・

訪問先の反応、訪問先の対応者名等） 

⑤アンケート結果及び効果分析、総評 

今回のファムトリップが、関西への旅行動機になる魅力ある取材箇所であったかどうか 

記事掲載に結び付く有効なものであったかどうか、ファムトリップ中における被招請者と

のヒアリング、アンケートから読み取れる結果を基に集計、評価分析、改善点、次年度に

向けたアドバイス（テーマ、コンセプト、ターゲットの視点）、総評の内容となる報告書を

作成すること。 

なお、アンケート結果は設問と回答が分かるよう集計し、日本語に翻訳すること。 

⑥視察先リスト 

運輸局が指定する視察先リストに必要事項を記載のうえ、電子媒体にて提出すること。 

⑦被招請者リスト 

運輸局が指定する被招請者リストに必要事項を記載のうえ、電子媒体にて提出すること。 

⑧記事掲載状況の報告 

ファムトリップに招請したメディアの記事掲載状況等を報告すること。記事掲載に至ら

なかった場合においては、その理由をヒアリングし、報告書に記載すること。また、記事

掲載予定が遅れている場合は、その理由と掲載予定時期を明記し、履行期限後も記事掲載

まで連携先と調整を図りながら、フォローを行うこと。 

なお、記事掲載後は、掲載記事のＰＤＦデータ及び記事の日本語訳を提出すること。 

⑨成果結果について 

  記事掲載における成果結果（達成状況）として、下記項目を報告すること。 

（新聞・雑誌等の場合）記事掲載日、掲載サイズ、掲載頁数、媒体接触者数、費用換算額 

※媒体接触者数、費用換算額については、算出方式を明記すること。 

（ブロガー等の場合）掲載日、訪問者数、コメント数、共感数等 

履行期限内に報告ができない場合は、成果結果が分かり次第、早急に報告すること。 

⑩履行期限 

平成２９年３月２４日（金）まで 

 

（２）ＶＪ成果確認システム 

本事業の進捗、目標、成果について管理を行うため、必ずＶＪ成果確認システムの計画情
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報、成果情報について、報告書を基に履行期限までに入力を行うこと。なお、入力内容につ

いて不明な点がある場合は、当局及び連携先と調整すること。 

※ＶＪ成果確認システムの入力期限は、履行期限までとする。なお、履行期限までに記事掲

載が行われていない場合は、必ず記事掲載後に入力を行うこと。 

 

（３）提出先 

近畿運輸局観光部国際観光課    ２部 

関西地域振興財団        ３部 

 

７．疑義等 

事業の円滑かつ効率的な進捗を図るために、近畿運輸局及び連携先の担当者と密な連携を図

りつつ進めるものとする。なお、本仕様に定めのない事項について疑義が生じた場合は、その

都度、近畿運輸局及び連携先と協議のうえ対処すること。 

 

８．執行体制 

  請負事業者は、主担当者、副担当者、責任者等を明確にし、業務内容を常に複数の者が把握 

し、連携先からの問い合わせ等には即座に対応すること。 

 

９．その他 

①本契約における近畿運輸局観光部国際観光課との連携先は次の者である。 

「関西地域振興財団」（一般財団法人 大阪湾ベイエリア開発推進機構） 

担当 星 （０６－６２２３－７２０２） 

②請負事業者は、近畿運輸局及び連携先と十分協議を行いながら事業を進めること。 

③請負事業者は、本事業実施に当たっては関係法令を遵守すること。 

以上 

 



地点 開始 終了 交通手段 具　体　内　容

11/25 ロンドン/パリ 9:40 11:55 AF1681 　２名　パリへ

（金）

フランクフルト 13:25 LH740 　１名　関西空港へ

パリ 14:00 AF292 　３名　AF292にて関西空港へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【機中泊】

関西空港 8:40 　 関西空港到着（１名）

関西空港 9:55 　 関西空港到着（３名）

関西空港 11:00 専用車 　 専用車にて関西空港出発、和歌山県へ移動

和歌山県（海南） 12:30 14:00 専用車 　黒潮市場（ポルトヨーロッパ）と昼食

11/26 　　　　（伝統　魚加工技術）

（土）

和歌山県（湯浅） 14:30 16:00 専用車 　醤油発祥の地　伝統的伝統建造物群　醤油蔵など取材

  ＊ミカン狩り

和歌山県（みなべ町） 17:00 　　ホテルチェックイン

　　　ホテルにて紀州伝統料理取材　温泉も楽しめます

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   【宿泊ホテル：紀州南部ロイヤルホテル】　

ホテル 9:00 専用車 　専用車にてホテル出発

和歌山県（みなべ町） 9:15 10:15 専用車 　梅干し（南高梅）、梅酒などの加工工場取材

11/27
（日） 和歌山県（熊野古道） 11:30 14:00 専用車 　熊野古道　中辺路（散策と昼食）

和歌山県（高野山） 16:00 17:20 専用車 　高野山　（金剛峰寺・奥之院）

17:30 　宿坊チェックイン　　精進料理と講話

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   【宿泊ホテル：宿坊　福智院】　

　　※希望者　朝のお勤め(06:00～）

高野山 8:00 専用車 　専用車にて宿泊ホテルを出発、和歌山港へ移動

和歌山港 10:00 　和歌山港到着

11/28 和歌山港/徳島港 10:35 12:50 フェリー 　南海フェリーにて徳島へ

（月） 徳島港 専用車 　徳島港到着後、専用車にて徳島市内へ

　徳島市内 　昼食

藍の館 14:30 15:30 専用車 　徳島の名産　藍染め取材

祖谷温泉 17:30 　ホテルチェックイン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   【宿泊ホテル：和の宿　ホテル祖谷温泉】　

祖谷渓谷 8:30 10:00 専用車 　専用車にてホテル出発、かずら橋等祖谷渓谷を視察

11/29
（火） 霊山寺 11:45 12:30 専用車 　四国八十八か所、一番札所（お遍路文化の取材）

鳴門 13:00 14:15 専用車 　昼食 (モアナコーストレストランにて）

(淡路島） 　淡路島にて途中休憩

新神戸駅/京都駅 17:16 17:44 新幹線
のぞみ136

　新神戸駅から新幹線にて京都駅へ

ホテル 18:00 18:15 ホテル送迎バス 　着後　ホテルへ移動　

18:15 　ホテルチェックイン

19:00 21:00 タクシー 　祇園エリアにて夕食

　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   【宿泊ホテル：京都東急ホテル】　

ホテル 6:50 7:00 タクシー 　ホテルよりタクシーにて京都八条口へ(1名）

京都駅八条口 7:20 8:48 リムジンバス 　京都駅八条口よりリムジンバスにて関西国際空港へ（１名）

ホテル 9:30 専用車 　専用車にてホテル出発

西陣織会館　 10:00 10:45 専用車 　西陣織会館　着物着付け体験と着物ショー見学

関西空港 10:50 14:50 LH741 　１名　フランクフルトへ

11/30 清水寺 11:15 13:15 専用車 　清水寺散策と昼食

（水）

伏見稲荷大社 14:00 15:30 専用車 　伏見稲荷大社参拝

錦市場・新京極 16:15 18:30 専用車 　京の台所　錦市場、新京極視察　　（専用車　１７：００終了）

19:00 21:00 タクシー 　徒歩にて四条周辺へ移動し夕食、終了後タクシーにてホテルへ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   【宿泊ホテル：京都東急ホテル】　

ホテル 8:05 8:20 ホテル送迎バス 　ホテル送迎バスにて京都駅へ移動

京都駅/関西空港駅 8:48 10:04 ＪＲ　はるか13号 　京都駅よりJRはるかにて関西空港駅へ

12/1 関西空港/パリ 11:50 16:35 AF291 　３名　関西空港よりAF291便にてパリへ

（木）

        パリ/ロンドン 18:05 18:20 AF1080 　２名　パリにて乗り継ぎロンドンへ

5

7

6

ＶＪ事業：欧州メディアファム　行程（伝統産業と信仰）

2

3
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