平成 31 年度第１回 関西圏における消費者動向等調査事業

委託仕様書（企画提案用）

１ 目的
関西以西に向けて、より山形県（以下「県」という。）の魅力を伝えるための情報受発信拠
点の設置について検討するため、関西圏において期間限定のアンテナショップを運営し、当
該地域における県に対するイメージ、消費者の反応、県産品に対する購買ニーズなどを調査
することを目的とする。
２ 業務の内容
受託者は、次の内容に関する企画を提案し、県と協議のうえ、期間限定のアンテナショッ
プを設置・運営し、関西圏における消費者動向等を調査するものとする。
（１）株式会社エキ・リテール・サービス阪急阪神と県産品の販売にかかる契約を締結し、県
が指定する場所・期間において、県の魅力を発信するアンテナショップを設置・運営する
こと。なお、運営によって発生する損益は受託者に帰属するものとする。
（２）関西圏の消費者動向等について県が指定する項目等を調査し、情報受発信拠点を設置す
るために有益な情報を分析し、報告書を作成のうえ提出すること。
３ アンテナショップの設置要件
（１）所在地

大阪府大阪市北区芝田 1-1-2 阪急梅田駅 2 階中央改札内
阪急梅田２階中央催事店

（２）営業期間
及び営業時間

平成 31 年６月 26 日（水）～７月９日（火）
11：00～22：00（休業日なし）

（３）施設面積
及び店舗面積

施設：約 72 ㎡（バックヤード含む）
店舗：約 52 ㎡（別添資料１のとおり）

（４）設備・許可等

・別添資料２に記載の各種什器のレンタルが可能
（一部の什器について使用できない場合があるため、必要な什器

計 14 日間

については予め質問書による確認を行うこと。）
・飲食店営業許可あり、アイスクリーム類製造業許可あり
＜バックヤード＞
・水道： ２層シンクあり
・ガス： 不可
・什器：
（５）運営会社

６尺台下冷凍庫：１台、４尺台下冷蔵冷凍庫：１台
３尺縦型冷蔵庫：２台、保冷ストッカー：１台

株式会社エキ・リテール・サービス阪急阪神

（６）販売にかかる 商品の販売の都度、当該商品は受託者から運営会社に対して、別に
契約の概要

定める仕入価格により売渡されるものとする。（売上仕入方式）
商品の売上金は日次で運営会社が収納し、月末に売上高を集計し、
仕入価格に基づいて計算した商品代を、翌月末に受託者に支払うも
のとする。
売上金及び釣銭の集配は、運営会社の指定する警備会社がこれを代
行し、受託者はそれにかかる手数料を支払う。

※運営会社との契約書のひな形及び仕入価格の考え方については、参加申込書を提出し
た事業者に対して、個別に電子メールで連絡する。

４ アンテナショップの設置・運営に関する条件
（１）基本方針
関西圏の方々に対して「やまがた」ならではの魅力を発信できる食、文化、商品を提供
すること。
（２）商品の販売・選定
ア 出店に係る具体的な手続きについては、受託者と運営会社とで契約を締結し、その契
約を遵守すること。
イ 販売する商品は、下記の分類の県産品から、基本方針に合致した商品を選定した上で
その仕入れルートを確保し、店舗内で展示・紹介・販売を行うこと。なお、本業務にお
ける県産品とは、県内で生産された農林水産物、主たる事業所が県内に所在する製造業
者（加工品の製造を行う農業生産法人等を含む）が県内で製造した商品、又は原材料が
県内で生産され、かつパッケージ等にその旨が明記されておりＰＲ効果が高いと認めら
れる製品のいずれかのことをいう。
ウ

商品分類は以下のとおりとする。なお、このうち生鮮食品、加工食品、酒類・飲料に
ついては必ず取り扱うこととする。
（ア） 生鮮食品（農林水産物）
（イ） 加工食品（農産加工品、林産加工品、畜産加工品、水産加工品、菓子類、麺類、

味噌・醤油、漬物等）
（ウ） 酒類・飲料
（エ） その他（地場産業型工業製品等）
エ 個別の商品の選定については、下記の要件に従うこと。
（ア） 特定の地域や企業等に偏らない商品構成となるよう配慮すること。
（イ）

来店者に目新しさを感じさせる工夫を取り入れること。例えば、一定の期間で区
切って、地域単位で商品を入れ替えるなど工夫すること。
（ウ） 生鮮食品については「やまがた」ならでは、かつ旬の商品を、下記例を参考に多
彩に取り揃えること。ただし、「さくらんぼ」は必ず選定すること。
（例 ぶどう（デラウェア）、すもも、すいか、メロン、おかひじき、アスパラガス
など）
（エ） 酒類については、日本酒とワインを必ず選定すること。特に「山形ブランド」発
信のため、酒類の地理的表示に関する表示基準（平成 27 年 10 月 30 日国税庁告示第
19 号）第 1 項 3 号イに規定する国税庁長官が指定した地理的表示「山形」の生産基
準を満たし、その使用が認められたもの、又は原料米の品種名に「雪女神」の表示
があるものを含めること。
（３）店舗の設営、展示
ア 店舗には、県が提供する観光案内パンフレット等を頒布できるスペースを確保するこ
と。ただし、説明等を行う人員の配置を求めるものではない。
イ 店舗内の装飾については、販売する商品の広告や県が提供する農産物、観光紹介等の
ポスターを掲示し、県及び県産品のＰＲを効果的に行うこと。
ウ 店舗前の展示スペースについては、店舗で販売する商品の紹介と県全体のＰＲを行う
こととし、多くの来店者があるよう、人目を引く作りとすること。なお、県内の特定の
地域・企業・文化等のみと関連した展示は認めない。
エ 受託者決定後に県及び運営会社と連携して、展示スペース内電子看板に掲示するアン
テナショップ、販売商品及び県観光情報の紹介画像を作成すること。

（４）店舗の運営
ア 店舗の管理運営について、適切な組織体制を設置し、責任者を配置すること。
イ 担当者の守秘義務や個人情報の取扱い、苦情処理等について業務を適切に遂行する体
制を準備すること。
ウ

応募者の本部（指揮命令系統の上部部署）と現地店舗との役割分担を明確にすること。
また、緊急時の対応、連絡体制について適切に定めること。

５ 消費者動向等調査に関する条件
（１）調査については以下のものを必須調査項目とするので、４（１）の基本方針を実現する
ために効果的な調査方法を提案すること。その他、情報受発信拠点の設置に向けて有益と
判断する項目があれば、調査方法と併せて提案すること。なお、具体的な調査方法につい
ては、受託者決定後に県との協議の上で、調整を行う場合がある。
ア 商品・種類ごとの仕入量、販売量及び売上額
イ 試食提供による県産品に対しての評価等のアンケート
ウ 来店者のリピート状況と県産品に対するニーズに関するアンケート
（２）
（１）イの試食提供においては、必ずさくらんぼ（加工食品に分類されるものは認めない。）
を含めること。その他、
「だし」などの県ならではの食文化を伝える商品についての企画提
案を行うことが望ましい。
６ 費用負担の考え方
経費見積もりの作成にあたり、各種負担の考え方は下表の通りとする。ただし、県の負担
とする項目であっても、募集要領に定める提案上限額を越える負担額は受託者の負担とする。
項目
調査に係る人件費
調査に要する物品手配費用
報告書作成費用

負担の考え方
県の負担とする。
【提案上限額の積算根拠】
※人件費：503 千円
（交通費）36 千円×２＝72 千円
（宿泊費）11 千円×16 日＝176 千円
（現地雇用）17 千円×15 日＝255 千円
※試食提供及び PR 物資の
手配にかかる経費：560 千円
※報告書作成費：25 千円

商品の仕入れ・販売に関する費用
商品の搬出入費
備品、消耗品費

受託者の負担とする。

ポイントカード等に関する手数料
その他必要となる費用
集配金サービス手数料

受託者の負担とする。（1,000 円/日（税別））

什器レンタル費用（初回拠出入費含む） 運営会社の負担とする。
ファサードシート作成及び貼替作業費 （ただし、３（４）に含まれない什器を使用す
水光熱費・通信費・塵芥処理費

る場合は受託者の負担となる場合がある。）

７ 受託者の留意事項
（１）運営にあたっては、受託者が運営会社との間に、運営会社が用意する雛形に沿った契約
を締結し、直接運営することとする。
（２）県の広報媒体によるもの以外で、受託者が独自にＰＲの実施を希望する場合は、事前に
県への報告を行うものとする。
（３）店舗運営に関する衛生管理・防災等の関係法令、監督官公庁の指導事項等を遵守し、衛
生管理及び感染症対策を徹底すること。また、バリアフリーに配慮した店舗運営に留意す
ること。
（４）飲食の提供、食品の販売等店舗運営に必要な手続、届出等は受託者と運営会社において
行うこととする。なお、駅の改札内であることから酒類の試飲提供は行えない。
（５）受託者は、店舗運営にあたり、建物所有者が定める規則等を遵守すること。また、第三
者に迷惑をかけ、又はその恐れがある行為は禁止する。
（６）事故（食中毒等）が発生した場合や販売上の問題等が発生した場合、または顧客等から
の苦情があった場合は、受託者が責任をもって処理するとともに、県にその内容を速やか
に報告すること
（７）当該事業の実施により知りえた個人情報について、漏えい等の防止その他の個人情報の
適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、本事業の目的以外に使用し、または第
三者に提供してはならない。
（８）業務従事者の雇用にあたっては、労働基準法等の労働関連法令を遵守すること。
８ 業務委託の成果品
（１）業務完了報告書

１部（別紙様式）

（２）調査結果報告書 ３部（任意様式）
※運営期間中の店舗の様子がわかる資料（外観及び内観が確認できる写真等）を添付する
こと。
（３）調査によって得られたデータ（仕入・販売実績等を集計した電子データ）
※販売実績や、購入者数に関するデータについては、出店期間中の速報値を含め、随時提
出を求める場合がある。
９ 履行期限
平成 31 年９月 10 日（火）
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（別紙様式）
平成○○年○月○日

山形県知事

吉村

美栄子

殿

住

所：

名

称：

代表者氏名：

業務完了報告書

下記の委託業務が完了しましたので、業務完了報告書を提出します。

記

委託業務名

平成 31 年度第１回 関西圏における消費者動向等調査事業

実施内容

別添調査結果報告書のとおり

契約金額

○○○円（うち消費税及び地方消費税額○○○円）

委託業務実施期間

平成○年○月○日から平成○年○月○日

委託業務完了日

平成○年○月○日

印

