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仕 様 書（企画提案用） 

Ⅰ．事業の件名 

  令和２年度訪日外国人旅行者周遊促進事業 

  「TOKYO WESTSIDE」滞在型旅行商品造成事業 

 【対象国】 

欧米豪の英語圏国 

及び欧州の JNTO の重点市場＜フランス、イタリア、ドイツ＞ 

（以下、「対象国」という。） 

【主たる誘客ターゲット】 

対象国の訪日旅行検討者とする。 

 【連携先】 

高尾山・リニア広域観光拠点地区連絡会 

（八王子市・あきる野市・相模原市・大月市・都留市の 5 市により構成。以下、「連携

先」という。） 

 

Ⅱ．事業の概要 

１．事業の目的 

２02０年に開催予定であった東京オリンピック・パラリンピックを契機に、訪日外国人旅 

 行者、特に欧米豪の訪日旅行検討者の日本への関心は高まってきている。この国際的なビ 

 ッグイベントによる東京の認知度向上の機会を絶好の好機としてとらえ、連携先では、欧 

米豪の英語圏からの訪日外国人旅行者をターゲットとし、都心部から多摩地域をはじめと 

する連携先への地方誘客を目指すこととした。このため、連携先においては、高尾山をは 

じめとする自然や、歴史・文化、体験アクティビティなど、魅力ある観光資源を掲載した

「TOKYO WESTSIDE」(平成 30 年度事業にてプロモーションネーミング）観光情報ポ

ータルサイト<https://tokyowestside.com/>(英語・令和元年度事業で作成。以下、「ポ

ータルサイト」という。）を情報発信基地として、有益かつ利便性の高い観光情報発信に

取り組んできた。 

今回の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、観光意欲の減少、各国の渡航制

限など、観光産業へ深刻な影響を及ぼすとともに、東京オリンピック・パラリンピックに

ついても翌年に延期されることとなった。しかしながら、現在、訪日旅行が不可能な時期

においても、２０２１年に開催が予定されている東京オリンピック・パラリンピックを見

据え、新型コロナウイルス感染症収束後の訪日意欲を喚起し、「将来的な訪日」に繋がる

コンテンツの造成および情報発信は重要なものと考えられる。 

 令和 2 年度事業においては、訪日外国人対象の旅行会社を招請しワークショップを行

い旅行商品化に向けた滞在型コンテンツの造成を行うとともに、海外旅行会社への売り込

み、当該地域への外国人旅行者の誘客を図る。 

  

２．事業の内容 

（１）＜事業１＞旅行商品造成のためのワークショップの開催 

（事業規模：417 万円程度） 

① 概要 
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旅行商品造成のため、在日の訪日外国人対象の旅行会社を招請し、ワークショップ

を開催。その際には、「新しい生活様式」に則り、参加者への検温、手指消毒、会場

のこまめな換気など感染症対策を行う。ワークショップでは昨年度事業で造成した

各市の滞在型コンテンツを視察、旅行商品化にあたって外国人旅行者への販売の視

点で意見聴取を行い、旅行商品化に向けたコンテンツの磨き上げを行う。 

②ワークショップ開催期間・回数 

 令和２年（20２０年）10 月～12 月の中で４回実施。 

③招請旅行会社人数 

   ４名 

④旅行商品造成数 

 滞在型コンテンツ 5（連携先各市 1）  

 

 （２）＜事業２＞海外旅行会社が旅行商品造成をするための 

エージェント用セールスマニュアル（英語・デジタル版）の作成 

及び海外旅行会社への提案 

（事業規模：182 万円程度） 

① 概要 

  Ⅱ．2.（１）で開催のワークショップでの意見をもとに、海外旅行会社営業用に海外 

旅行会社が旅行商品造成のために必要となる連携先の観光情報（東京からのアクセ 

ス情報、体験プログラム、観光スポット、宿泊・飲食箇所等）を掲載したセールス 

マニュアルを作成し、海外旅行会社へ提案する。セールスマニュアルは更新・修正 

が可能なようにデジタル版で作成する。 

②セールスマニュアル制作及び海外旅行会社への営業期間 

令和２年（20２０年）1２月～令和３年（２０２１年）２月 

   ③海外旅行会社 提案会社数 

１０社 

   ④海外旅行会社 採用会社数 

２社以上 

   

（３）【具体的業務内容】 

 企画提案にあたっては、以下①、②に掲げる業務の内容を踏まえ、実施方法・ 

  手順・留意点を含めた業務実施方針を明示した提案を行うこと。 

  

 ①＜事業１＞旅行商品造成のためのワークショップの開催 

（ア）ワークショップ参加の訪日外国人対象の旅行会社担当者の選定及び招請 

対象国に対して訪日外国人旅行の実績がある訪日外国人対象の複数の旅行会社

より、訪日外国人旅行の企画及び営業実績のある担当者（以下、「訪日外国人

旅行会社」という。）を 4 社から各 1 名、合計４名を選定し、招請すること。 

  企画提案書には招請予定の会社名及び対象国への訪日旅行の販売実績を記載す

ること。 

（イ）ワークショップで旅行商品化を検討する滞在型コンテンツの提案 
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A.ポータルサイト内の Special Feature（滞在型コンテンツ） 

（https://tokyowestside.com/special-feature/）に掲載のコンテンツの中よ 

り、訪日外国人旅行会社の意見を取り入れ、ワークショップで旅行商品化を検 

討するプログラムを連携先各市１以上提案すること。最終的にワークショップ 

で視察するプログラムについては協議会および連携先と調整の上で決定する 

こと。 

      B.選定候補となったプログラムの事業者にワークショップ開催前に今回のワー

クショップの趣旨・内容（インバウンド受入の意志、旅行商品化に際して必要

な手続＜受入条件の確認、契約等＞について事前説明し承認を得ること。 

（ウ）ワークショップの企画・運営 

 A. 令和２年（20２０年）10 月～12 月の中で、招請者４名参加で日帰りに

て４回実施すること。 

 B. ワークショップは以下の構成にて企画及び運営すること。 

・ワークショップ（３回）：連携先各市の滞在型プログラムを視察及び意

見交換会 

・ワークショップ（最終回）：視察結果を総括し、旅行商品化のための検

討会議（場所は連携先の会議室を予定） 

・招請者４名の中より１名、ファシリテーターを選定しワークショップの 

 会議の議事進行を行うこと。 

 C. ワークショップの実施に必要な招請・交通・食事及び視察箇所の手配を行 

うこと。なお現地プログラムの視察の際の交通手段としては専用車を用意

すること。 

 D. ワークショップに係る全行程の実施記録とアテンドを行うこと。 

 E. ワークショップを開催の際には、「新しい生活様式」に則り、参加者への

検温、手指消毒、会場のこまめな換気など感染症対策を行うこと。 

 

  ②＜事業２＞海外旅行会社が旅行商品造成するための 

エージェント用セールスマニュアル（英語・デジタル版）の作成 

及び海外旅行会社への提案 

（ア）セールスマニュアルの仕様は下記の通りとする。 

・A4 版 カラー ８ページ 

・デジタルブック 

・言語：英語 

（イ）ページの基本構成は下記の通りとする。 

・表紙 

・TOKYO WESTSIDE のコンセプト（セールスポイント） 

・地図（東京からのアクセス及び掲載コンテンツの位置を記載） 

・連携先各市の観光情報（体験プログラム、観光スポット、宿泊・飲食情報

等を掲載） 

招請予定の訪日外国人旅行会社の意見を取り入れ、セールスマニュアルのコ

ンセプト・デザイン及び構成案を提案すること。 

https://tokyowestside.com/special-feature/
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    （ウ）セースルマニュアルの統括編集責任者として、セールスマニュアル作成に実 

績のある訪日旅行会社の担当者を選定し、ワークショップで招請する訪日外

国人旅行会社の意見を取り入れ、提案する海外旅行会社のニーズに沿った編

集方針で作成すること。 

（エ）デジタルブックの特性を生かし、ポータルサイトに掲載の動画及び記事情報 

をリンク等の設定で活用すること。 

（オ）翻訳については、編集方針として表記方法の統一を図るとともに。適切な表

現となるよう、ネイティブ及び日本語と英語のバイリンガル能力を有する者

が、翻訳文章全体の調和等の観点を含めた検証を行い、適宜修正すること。 

（カ）デジタルブックに掲載する画像は、原則、ポータルサイトに掲載している素

材を活用すること。ただし必要な場合の各施設等からの写真の入手及び使用

許可手続、また掲載確認については業務委託の範囲とする。記事については

ポータルサイトに掲載の記事をベースとするが、海外旅行会社へアピールす

る内容で再編集し、作成すること。 

（キ）掲載内容については、協議会および連携先による校正の機会を各コンテンツ

２回以上設けること。 

（ク）作成したセールスマニュアルはポータルサイトに掲載すること。 

デジタルブックのデータが大きくサイト内に格納が難しい場合は協議会の英

語サイト（https://tokyoandaroundtokyo.com/）内に格納し、ポータルサ

イトからのリンクで対応すること。 

掲載に係る費用は受託者の責任に置いて本事業予算に含めること。 

（ケ）デジタルデータと別に印刷用の PDF データを納品すること。 

（コ）デジタルブックと別に海外旅行会社提案用の販売タリフ（ワークショップで

商品化したプログラムの料金、条件等を記載したもの）を作成すること。 

様式については受託者が実際に使用しているタリフに準拠した形式で作成

すること。ただし他の旅行会社でも活用できるよう掲載内容については汎用

型にすること。タリフについては更新が可能なデータ様式で作成すること。 

（サ）＜事業１＞で招請する訪日外国人旅行会社がセールスマニュアル、販売タリ

フ、ポータルサイト等のツールを利用し訪日外国人旅行会社が提携する海外

旅行会社へ提案すること。提案する予定の海外旅行会社を企画提案書に記載

すること。また選定の理由についても記載すること。 

※2021年度に受託者が提案した海外旅行会社の旅行商品の採用に関する営

業状況を協議会が半期（６ヶ月）ごとにヒアリングをする。これに対し受託

者は対応をすること。 

        （シ）海外旅行会社への営業方法（オンライン商談会、旅行博、WEB 会議、メール

等）及び営業スケジュールを提案すること。 

    （ス）対象地域への送客が目的のため、商品造成の手法は受託者の提案に委ねる。 

       旅行形態はニーズがあれば全て（一般募集、FIT、法人、MICE 等）を対象と 

       する。        

  

３．その他留意事項 

https://tokyoandaroundtokyo.com/
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  （１）各事業において、運営、管理、庶務を行うこと。 

  （２）事業の実施記録については、カメラ等を用いて記録を行うこと。 

（３）本事業において重要な役割を果たす優れた経験および能力を有する予定担当者

を明確にし、常態的に協議会および連携先との連絡調整等を密に行えるもので

あること。 

  （４）本事業は、協議会および連携先と十分な協議を行いながら事業を進めることと 

し、作業内容および本仕様書の内容に疑義が生じたときには、その都度協議会

および連携先と協議の上、その指示に従い作業を進めること。また、協議会お

よび連携先は、作業期間中いつでもその作業状況の報告（報告書の作成を含む）

を求めることができるものとする。なお、本仕様書に定めのない事項について

は、その都度協議の上対応するものとする。 

  （５）本業務で発生した制作物等の著作権は協議会および連携先に帰属する。 

  （６）本業務で取り扱うこととなる個人情報の管理は適正に実施すること。 

  （７）成果物に重大な瑕疵があった場合は、原因者において、回収、修正、再制作等 

必要な措置を講じること。 

  （８）緊急時の連絡体制を構築し、必要に応じて関係者と情報を共有すること。 

（９）受託者は各事業の提案および実行など、すべての段階において、世界的な新型   

コロナウイルス感染症の感染拡大と渡航制限の状況を踏まえ、対象国の観光セ

クターによる発信動向を注視し、その時に最適と考える新型コロナウイルス感

染症への配慮を活動に盛り込むこと。なお、新型コロナウイルス感染症に伴う

対応は、提案段階や、提案を採択した段階に定義されていなかったものも協議

会および連携先から要望できるものとし、受託者はできる限り、その要望に対

応するものとする。 

   

Ⅲ．効果測定および成果物 

１．効果測定の実施 

下記を各事業の目標および成果指標とする。 

（１）＜事業１＞旅行商品造成のためのワークショップの開催 

招請旅行会社：４名 ワークショップ：４回 

旅行商品造成：滞在型コンテンツ ５（連絡各市１） 

（２）＜事業２＞ 海外旅行会社が旅行商品造成のための 

エージェント用セールスマニュアル（英語・デジタル版）の作成 

    セールスマニュアル １冊 海外旅行会社提案数：１０社 

販売用タリフ １冊 

海外旅行会社採用数：２社以上 

２．成果物の作成 

（１）提出物 

①本事業実施報告書および効果測定書（A4 カラー冊子、30 頁程度（報告書 15 

頁、効果測定書 15 頁程度）） 

協議会 2 部   連携先 各１部   合計７部 

   ②本事業実施報告書および効果測定書電子データ（報告書等を記録した電子媒体） 
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協議会 ２枚   連携先 各１枚   合計７枚 

    （電子媒体はＣＤ又はＤＶＤとし、Microsoft Word2013、Microsoft Excel2013、

Power Point2013 において編集可能ないずれかのファイル形式および PDF 形

式の両方で保存するものとする。） 

③事業の概要を A4 版カラー1 枚に簡潔にまとめた電子データ 

   ④成果現物 

・制作したセールスマニュアルの編集が可能な電子データ及び印刷用の PDF デー

タ 

・販売用タリフデータ 

 協議会 ２枚   連携先 各１枚   合計７枚 

（電子媒体はＣＤ又はＤＶＤとし、Microsoft Word2013、Microsoft  

Excel2013、Power Point2013 において編集可能ないずれかのファイル形式

および PDF 形式の両方で保存するものとする。） 

 

（２）提出期限 

① 本事業実施報告書および効果測定書 

･･･令和３年（202１年）２月２６日（金） 

② 本事業実施報告書および効果測定書電子データ記録媒体 

･･･令和３年（202１年）２月２６日（金） 

   ③ 事業概要電子データ 

･･･令和３年（202１年）２月２６日（金） 

   ④ 成果現物（コンテンツの電子データ）  

･･･令和３年（202１年）２月２６日（金） 

 

（３）提出先 

神奈川県横浜市港北区新横浜 2-13-4  

一般社団法人 関東観光広域連携事業推進協議会および連携先の指定する場所 

 

 

 

 


