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自転車を活用した観光地域づくり事業に関する 

情報発信ツール制作業務 

仕様書 

 

１． 業務名称   

自転車を活用し観光地域づくり事業に関する情報発信ツール制作業務 

 

２． 目的  

  一般社団法人 KIX泉州ツーリズムビューロー（以下「当法人」という。）は、泉州地域 

    の観光地域づくり事業の一環として、外国人旅行者に、自転車を活用し、ストレスなく 

    泉州地域の周遊観光を楽しんでもらい、地域への消費活動を促進することに取り組んで 

いる。今回の業務では、泉州を含む魅力的な広域周遊観光モデルルートと観光資源を、 

自転車を活用して楽しむ旅を、多面的、複合的に訴求し、周遊を促進するための情報 

ツールを制作する。 

 

３．業務概要 

     本業務は、基幹システムの構築、CMS（コンテンツマネジメントシステム）の構築、 

    デザインの作成、サイト構成、運用マニュアルの作成、当該システム操作教育、保守、 

    管理・運用までを含めた、外国人旅行者向けホームページ制作に伴う業務ならびに、 

海外での事業者との商談時に使用するセールスツール制作に伴う業務全般とする。 

 

（１）外国人旅行者向けホームページ制作 

（２）海外商談用セールスツール制作 

 

４．業務履行期間  

（１）外国人旅行者向けホームページ制作 

契約締結日から 2022 年 3 月 31 日まで 

   （２）海外商談用セールスツール制作 

契約締結日から 2021 年 1 月 28 日まで 

 

５．予算額 

     委託料の上限は、それぞれ以下のとおりとする 

   （１）外国人旅行者向けホームページ制作   14,000,000（円） 

   （２）海外商談用セールスツール制作       6,000,000（円） 

（共に、消費税額及び地方消費税額を含む。） 

  

６．制作方針 

（１）外国人旅行者向けホームページ制作 

A) 制作・検証期間  契約締結日から 2021年 1 月 28日まで 
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B) 運用開始      2021年 1月 29日 

C) 保守期間      運用開始日から 2022 年 3 月 31日まで 

D) 表示言語      英語 

E) ターゲット      欧米豪・シンガポール・台湾 

F) 考え方 

      当法人では、すでに「泉州ガイド」という主に日本人旅行者向けの観光情報サイトを 

運営しているが、外国人旅行者向けには、この日本人旅行者向けの情報を自動翻訳し、

伝達している。よって、誤った言葉遣い、意味が伝わらない表現、PDFで添付されている 

日本語表記の情報と外国語のテキスト文との混在、外国人の嗜好に合っていない観光 

資源の紹介、外国人にとって不足を感じる質・量の紹介内容などが散見され、外国人旅行 

者に信頼される情報を発信するツールとしては課題が多い。今回、外国人の視点や発想

を活かした外国人旅行者向けのホームページを新たに構築することで、その課題を解決し

たい。又、単なる観光資源の情報発信だけでなく、特定の地域に偏った集客、消費を泉州

全域に分散させるために行う、「自転車を活用した広域周遊観光モデルルート開発事業」

とも関連させ、その内容と魅力を広く発信し、泉州地域の観光のブランド力向上に資する

ものとしたい。 

 

(２） 海外商談用セールスツール制作 

A) 納期         2020 年 12 月 28日 

B) 表示言語      英語 

C) ターゲット      欧米豪・シンガポール・台湾 

D) 考え方 

      当法人では、すでに「泉州ガイド」という主に日本人旅行者向けの観光パンフレットを 

外国人旅行者向けに、日本語と同じ内容で多言語に翻訳し PRに使っている。しかし、 

その内容は、外国人の嗜好の分析によらない観光コンテンツの紹介、外国人にとって 

不足を感じる質・量の紹介内容など、マーケットインの発想のものではなく、外国人旅行

者に信頼される情報を発信するツールとしては課題が多い。又、期初の段階に外国人を

誘客する仕組みづくりの１つとして、海外事業者の旅行商品に体験型素材を組み込んで

もらう働きかけや、周遊ルートそのものを着地型旅行商品として購入してもらう働きかけ

などが必要だが、それらの商品開発ができておらず、更に、現行のパンフレットには、 

具体的金額が示されていないため、事業者と商談できる内容のものではない。今回、 

外国人の意見も取り入れながら自転車を活用した周遊商品と、体験型素材の開発を 

行い、その内容をこの商談用ツールに落とし込み、海外事業者との商談に活用し、海外 

事業者の協力を得ながら、外国人旅行者の誘客とその周遊、消費促進とその分散を図っ

ていきたい。尚、前述のホームページ制作とはブランドコンセプトの統一は図るものの、

単なる焼き直しではなく、より BtoBを意識した内容のものとしたい。 
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７．業務内容と留意点 

（１）外国人旅行者向けホームページ制作 

A) システム構築 

ホームページ機能を運営するウェブシステムの構築 

B) デザイン作成 

外国人の目線からみて、ユーザビリティー、アクセシビリティに優れた、見やすく、 

わかりやすいものとすること。又、7-(J)にあげる多様なデバイスでの閲覧に最適化 

されたものとすること。 

C) サイト構成 

６-(1)-（F）の方針及び、別紙「情報要素一覧（案）」をもとに、ユーザビリティー、 

アクセシビリティに優れたページ導線とする一方で、離脱率や直帰率の低減を意識 

した作りこみを行うこと。尚、今回は、自転車を広域周遊観光の手段として活用する 

ことをユーザーに訴求するが、今後は、レンタカーや、観光タクシー等、その他の手段

での広域周遊観光促進をも想定しているため、その拡張要素を考慮したサイト構成と

すること。 

D) コンテンツ制作 

コンセプトや目的、デザイン、ターゲット、テキスト内容の質・量に配慮したものとし、 

外国人の目線を重視し制作にあたること。掲載するテキストは基本、受託業者が行う 

コンテンツに対する取材で入手するオリジナルなものとするが、それを補助する 

パンフレットなどの資料や情報は当財団と協議の上、求めることができるものとする。 

又、写真（動画）については、基本、受託業者にて準備することとするが、許諾が必要

な場合は、受託業者にて手続きを行うものとする。尚、コンテンツ制作にあたり、素材の

選定や、モデルルート情報の取得に関して必要が生じた場合、ならびに、取材の際は、

別のルート開発事業者、当法人、各地域の自治体、素材の関係者と十分協議、調整を

図りながら進めること。 

E) CMS 

CMS機能を利用して掲載する情報については当法人職員で、入力、更新、削除が 

容易に可能な仕組みとすること。 

F) サーバの設置 

当ホームページの実行が可能なスペックのサーバの設置について提案すること。 

ランニングコスト低減のため、レンタルサーバ、クラウドの利用など最も効率的な 

形式を提案し、そのサーバスペック、回線速度、災害などのリスク対策を明示すること。 

G) セキュリティ対策 

セキュリティ対策は以下の項目を満たし、詳細を提案書に記載すること。又、非常時 

の対応についても明記すること。 

     ⅰ.  運用に用いるサーバについては、十分なウイルス感染防止策を講ずること。 

     ⅱ.  不正アクセスやデータの改ざん防止・検知するための対策を講ずること。 

     ⅲ.  既知のセキュリティホールやバグ等についてはすべて対策を講じ、新たに検知 

        された脅威については、速やかに当法人担当者へ通知される仕組み（ルール）を 
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        構築すること。 

     ⅳ.  情報漏洩対策を十分にとること 

     ⅴ.  通信を行う場合には、SSLにより暗号化処理を行うこと。 

H) SEO対策 

ターゲットとする多くの外国人旅行者が当ホームページを容易に発見し、到達できる 

よう都度分析を行い、検索エンジンの最適化の工夫を行うこと 

I) アクセス解析 

ページビュー機能、アクセス経路解析機能、利用サイト分析機能などを持ち、常時 

解析できる仕様とし、当財団担当者が容易にその解析ができるよう、解析マニュアル 

を作成すること。尚、外部のアクセス解析サービスを利用することも可能とする。 

J) 対応ブラウザ 

-PC 

ⅰ.  Internet Explorer 11以降  

ⅱ.  Chrome 最新版 

ⅲ.  Firefox 最新版  

ⅳ.  Safari  最新版  

ⅴ.  Microsoft Edge 最新版 

-スマートデバイス（OSのバージョン要確認）  

ⅰ.  iPhone もしくは iPod touch iOS9以降の標準ブラウザ  

ⅱ.  iPad もしくは iPad mini iOS9以降の標準ブラウザ  

ⅲ.  Android標準ブラウザ最新版またはタブレット端末の Google Chrome  

 

※  Mobile Safari最新版での閲覧時、レイアウト、デザイン崩れが起こらないこと 

※  PC、スマートデバイスとも、サーバ格納時に対応可能な最新安定版での確認を 

行うこと 

K) 操作マニュアルの作成及び操作研修 

ⅰ.  CMSの操作方法について、専門的な知識を持たない社員でも理解しやすく、容易 

    に操作ができるよう工夫された操作マニュアルを作成すること 

ⅱ.  操作習熟を実現するための操作研修を複数回実施すること 

L) 保守・運用・管理 

新ホームページ運用開始から委託期間終了までの間、ホームページの保守・管理を

行い、動作検証、不具合の修正など必要な対応を行うこと。又、業務委託期間内に軽

微な修正・追加を当財団が要望する場合、速やかに内容を協議の上、対応すること。 

     更に、今回の契約における保守期間終了後、保守・管理を継続して依頼する場合の費

用について、今回の費用外項目として、概算算定し見積書に明記すること。 

 

   (２） 海外商談用セールスツール制作 

   A) デジタルパンフレット・参考タリフ（料金表）の制作 

6-(2)-（D）の方針に沿ったデジタルパンフレット・タリフ（料金表）を納品物とするが、 
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以後、印刷、製本をも想定した仕様とすること。 

製本した場合の形式は A4見開き２ページ（縦 297mm横 210mm×2）を想定する。 

尚、タリフ（料金表）は今後、内容が変更される場合も想定されるため、印刷、製本した 

場合に別冊形式になる仕様が望ましいと考える。 

＊参考タリフ（料金表）とは、体験型パッケージ商品や、周遊サイクルツアー商品など 

着地型旅行商品の海外事業者向けの参考卸料金表のことをいう。（納品時参考 

料金が未定の場合、納品日以降に参考料金を加えることができる仕様とし、その 

修正に必要な費用は、今回の制作費には含まない。） 

   B) デザイン作成 

コンテンツやページに対するデザインコンセプトがはっきりしていること。外国人の 

目線から見て、興味や訪問意欲を掻き立て、見やすく、わかりやすいものとすること。 

C) ページ構成 

6-（2）の方針及び、別紙「情報要素一覧（案）」をもとに、ユーザーに訴求したい 

内容が明確であること。ページの遷移に意図が感じられ、ユーザーが読み終えた際に 

泉州を拠点とした関西旅行のイメージがわき、詳細な計画をホームページや SNSを通じ  

当財団に相談する動機となるような構成とすること。 

それらの要素を考慮した上で、情報ツールとして十分なページ数を確保すること。 

尚、今回は、自転車を広域周遊観光の手段として活用することをユーザーに訴求するが、

今後は、レンタカーや、観光タクシー等、その他の手段での広域周遊観光促進をも想定

しているため、その拡張要素を考慮したページ構成とすること。 

E) コンテンツ制作 

6-（2）の方針及び、別紙「情報要素一覧（案）」をもとに、コンセプトや目的、デザイン、

ターゲット、テキスト内容の質・量に配慮したものとし、外国人の目線を重視し制作にあ

たること。掲載するテキストは基本、受託業者が行うコンテンツに対する取材で入手する

オリジナルなものとするが、それを補助するパンフレットなどの資料や情報は当法人と協

議の上、求めることができるものとする。又、写真については、基本、受託業者にて準備

することとするが、使用に際し許諾が必要な場合は、受託業者にて申請を行うものとす

る。取材に関しては、当財団と都度、協議を行い、緊密に連携した上で行うこととする。 

尚、受託業者に選定されたのち、コンテンツ制作にあたり、素材の選定や、ルートの情

報の取得に関して必要が生じた場合は、別のルート開発事業者、当法人、各地域の自

治体、素材の関係者と十分、協議、調整を図りながら進めること。 

 

  ８．納入成果物 

（１） 外国人旅行者向けホームページ 

  A) ホームページの開設 

    インターネット上で、新たなホームページを閲覧できるようにすること。 

  B) ドキュメント 

i. プロジェクト計画書 

ii. サイト構造設計書 
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iii. デザイン設計書 

iv. システム設計書 

v. 運用マニュアル（作成者、サイト管理者） 

vi. 期初段階、リライト後のテキストの日本語訳 

以上のドキュメントを CD－Rなどのコンパクトディスクに格納し 5部納品。 

 

   (２） 海外商談用セールスツール制作 

   A) デジタルパンフレット、タリフ（参考料金表）の納品ならびにテキストの日本語訳 

     デジタルパンフレット、タリフ（参考料金表）、使用した写真、テキストの日本語訳 

などが格納されたCD-Rなどのコンパクトディスクを 5部、および簡易の紙媒体にて印刷

されたものを 5部納品すること。 

      

９． 実施体制などの要件 

ⅰ （１）、（２）それぞれの業務を確実に履行できる体制を設けること。 

ⅱ （１）、（２）それぞれの業務にあたり、受託業者において、統括責任者、主任担当者、 

各専門分野担当者、及び複数の外国人で構成されるチームを当プロジェクトに対する

専任チームとして立ち上げ、業務の遂行に当たること。 

   ⅲ （１）、（２）それぞれの業務について再委託業者を定め、履行することについては 

      認めるが、全部の業務について、再委託することは認めない。 

      尚、一部の業務を再委託する場合は、再委託先の事業者名とその委託内容を 

      実施体制に明記をすること。 

       

 １０．KPIの設定について 

   （１）外国人旅行者向けページ制作においては、受託業者にて、サイト内の総ページ 

      数、コンテンツ数、写真画像枚数などの目標を設定すること。 

     （注）PV数、セッション数、ユーザー数、離脱率、直帰率などについては、今回の 

     制作事業自体の KPI として求めないが、SEO対策などによる PV数の最低目標 

     を示すことは妨げない。 

 

１１．著作権の譲渡について 

ⅰ.   本業務を遂行するに当たり、新たに発生した設計書類及び、関係部分（オープン 

ソースの利用や、市販汎用アプリケーション等パッケージソフトに帰属する部分、 

受託業者が開発した汎用性の高い、及びパッケージ化されたシステムは除く。）の 

著作権その他の権利については、当法人に帰属するものとする。 

   ⅱ.  本業務の範囲内で、第三者が権利を有する著作物、又は、知的所有物を利用する 

     場合は、受託業者の責任において、その権利の使用に必要な費用を負担し、使用 

     許諾契約に関わる一切の手続きを行うこと。 

   ⅲ.  制作物が著作物に該当する場合において、当法人が当該著作物を利用目的の実現 

     のためにその内容を改変することができるものとし、その詳細については、受託業者 
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      と当法人の間で協議するものとする。 

  ⅳ. その他制作物の一切の構成要素に関する権利は、当法人に帰属するものとし、 

     当法人以外の第三者による使用、改変は原則不可とする。ただし、当法人が認めた 

     場合はこの限りではない。 

 

１２．特記事項 

  ⅰ.  業務全般において、受託業者は、本業務を実施する当法人と十分調整を行うもの 

     とする。 

  ⅱ.  この仕様書に定めない事項については、必要のある場合は両社協議の上、定める 

      ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 / 8 

 

 

情報要素一覧（例） 

掲載の候補となる情報要素 情報の更新 備考 

日本の大阪と泉州について なし 歴史・背景・特徴・魅力等 

KIX泉州ツーリズムビューローについて なし 国公認の DMO、関西空港

公認の関西観光のプロフ

ェッショナル集団 

日本の中の大阪・泉州、大阪・泉州と 

周辺府県の位置関係 

なし 関西、中四国・北陸旅行

の拠点 

広域周遊観光モデルルートブランド名 なし  

広域周遊観光モデルルートブランドロゴ なし 自転車・歩き・電車・タクシー 

広域周遊観光モデルルート情報 

（泉州～和歌山 加太・高野山） 

（泉州～奈良） 

（泉州～淡路島） 

（泉州～大阪市内） 

（泉州～しまなみ海道） など 

職員による更新あり ルート、観光資源、 

拠点（出発地点、サイクル

ステーション）、 

安全、マナー、 

ツアーのコンセプト、 

ツアー参考料金表示 

観光コンテンツ情報 職員による更新あり 今回設定する 5 つのモデ

ルルートでは紹介されな

い観光資源の情報 

体験型観光素材（パッケージ）情報 職員による更新あり 参考料金表示 

テーマ 

（背景、ストーリー、関わる人々の思い等） 

 

職員による更新あり 食（酒）、産業、自然・アク

ティビティー、 

歴史・伝統行事 

Public Information なし（リンク形式） 警察、病院、気象情報、

JNTOが発信する 

情報など 

General Information 職員による更新 お知らせ 

Review（出来事・活動） 職員による更新 Fam Trip、商談会、地域で

の活動、交流等 

Staff Blog 職員による更新 日々テーマについて 

旅の相談窓口、ツアー相談・申込窓口 職員による返答・受付 For inquiry/ contact 

年間の主なイベント情報 基本なし  

季節ごとの魅力 なし  

 


