
番号 項　　目 質問事項 回　答

①バイヤー休憩スペースの想定会場はあるのでしょ
うか？

①「たいよう市場」及び、OCC内のパブリックスペースを想定してお
ります。尚、サプライヤーの申込状況に応じて変動の可能性があり
ます。

②昨年度のクローク利用数（1日あたり）をご教示
ください。

②昨年度は2会場を使用しておりましたが、今年度は1会場であり、
開催規模が異なりますので、貴社で想定してご提示下さい。

2

別紙1 I.④ (1)
食品商談会として必要な食材調理
環境、衛生環境を整えることにつ
いて

　昨年度の食品商談や調理環境の要望があったサプ
ライヤー様の社数と必要環境数をご教示ください。

昨年度とは開催規模が違うため、今回のサプライヤー数を参考に提
供できる環境をご提案ください。

3

別紙1 I.④ (1)
バイヤー休憩スペース内で会期中
の昼食（お弁当等の提案）につい
て

　基本的には全参加バイヤー様分用意する想定で
しょうか。お昼過ぎからの来場または午前中のみの
バイヤー様分ご用意する想定でしょうか。
　お弁当等の提案とありますが、宗教上の理由で食
べれないバイヤー様もいらっしゃると思いますが、
お弁当の種類や数量などの取りまとめは別事務局様
（マッチング事務局）が行うという認識でよろしい
でしょうか。

　お弁当は「個別商談参加バイヤー」の分を、予算内でご提案及
び、ご手配下さい。（弁当の空き箱回収も含みます）
　尚、ハラルその他特別な要望に関しては「マッチング事務局」で
取り纏めた上で、受託社に連携します。

4
別紙1 I.④ (2)
会場設営・装飾等の企画と実施に
ついて

　「運営事務局とマッチング事務局は効果的な連携
を図るため 1 箇所（各会場毎）で実施すること」
とありますが、1箇所だけでしょうか？第1・2商談
会場など各会場設置が必要となりますでしょうか？

　仕様書の通り、展示棟2F南西角の踊場一カ所に設置を想定してい
ます。但し、第2商談会場（会議場A-1）へのカウントダウン映像及
び、音声ラインの出力は必須です。

5
別紙1 I.④ (3)
食材を保管するための冷凍・冷蔵
ストックヤードを配置について

 各確保スペースの大きさをご教示ください。 ◆第１商談会場（展示棟）
　①冷凍用20ftコンテナ×1台。
　②冷蔵用20ftコンテナ×1台。
◆第２商談会場（会議場A-1）
　①冷凍用ショーケース×2台。
　②ショーケース×2台。

6
別紙1 I.⑤ (1)
語学サポート（通訳者）の手配及
び管理について

　昨年度の通訳者手配数と対応語学の内訳をご教示
ください。

参加バイヤーに応じて変動します。

7
別紙1 I.⑤ (1)
来賓対応、視察者対応について

　上記対応について諸外国からの来賓・視察者の対
応についても昨年度の内訳をご教示ください。

必要に応じて、来賓や視察者のアテンダントが対応します。

①端末の手配・設定などは実行委員会事務局で実施
するという認識でよろしいでしょうか。管理に関わ
る具体的な業務とアンケートについてご教示くださ
い。

①タブレットやスマートフォン等のデバイスは、必要数を当事務局
で手配（予算も含めて）し、受託社へ管理一式を委ねます。受託社
は端末を利用者への配布・回収等を実施し、破損等の無い様に責任
をもって当事務局へご返却下さい。

②電子版アンケート実施に伴う端末機の手配はシン
クタンク関連経費として別途事務局予算から歳出さ
れるという認識でよろしいでしょうか？端末手配の
場合は、台数の目安をご教示ください。

②電子版アンケート実施に伴う「タブレット端末」「スマートフォ
ン」等一式は必要数を事務局が手配（必要経費含む）致します。端
末の運用方法としては、運営事務局が事務局から端末一式を引き取
り、利用者への貸し出しを行います。最終日に、利用者からの回収
関連一式の管理業務を担います。

③電子版アンケートと紙版アンケートの違いは何で
しょうか？

③電子版アンケートは個別商談の参加者を対象としています。
紙版アンケートは、仕様書⑤(1)の通りです。

①併催イベントの提案について ①併催イベントに関しては、「提案」では無く、実行委員会が承認
した内容で開催します。受託社は本体との連携を図る事が重要にな
りますが、併催イベントの追加什器・特別装飾・追加電源工事等が
発生する場合はオプションとなります。

②セミナー、併催イベントへの来場者対象をご教示
ください。(バイヤー・サプライヤー・一般など)
また、同時通訳の用意が必要かどうか教示くださ
い。

②本催事の趣旨として「一般」と云ったカテゴリーは存在しませ
ん。強いて言えば事前申し込みを基本とする「視察者」となります
ので、同時通訳システムは必要ありません。但し、貴社からの効果
的な提案があり、その内容が実行委員会で採択された場合は、別予
算として検討する場合もあります。

③会期中のセミナー、併催イベント（「開催趣旨に
沿った内容で提案」）は、実施会場はどこを想定さ
れているでしょうか？

③現状では展示棟内「控室0」又は「控室1」を想定しています。但
し、サプライヤーの申込状況やセミナーに関する運営事務局からの
効果的な提案により変動の可能性があります。

④企画・講師の選定も本提案に含み、予算に計上す
る必要があるのかご教示願います。

④企画提案及び、講師の選定、セミナーに関わる
機材、スタッフ人件費等一式も計上して下さい。

⑤併催イベントに出展する出展者は商談会出展者と
イコールという認識でよろしいでしょうか。

⑤併催イベントの内容により異なりますが、基本的には商談会とは
切り離してご理解下さい。
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1
別紙1 I.④ (1)
会場レイアウト及び、サイン計画
案の企画と実施について

8
別紙1 I.⑤ (1)
会場全体運営業務について

9
別紙1 I.⑤ (3)
セミナー、併催イベント等制作業
務について



番号 項　　目 質問事項 回　答

①語学サポート（通訳者）の手配及び管理に関して
詳細という事でしょうか。
　通訳者の賃金は13,000円以内という認識でよろし
いでしょうか。
　本委託業務の通訳者の1日の拘束時間、通訳のレ
ベルの基準などがあればご教示ください。
　また、具体的な研修内容についてもご教示くださ
い。

①語学サポート（通訳者）に関する事務局からの要望はシンプルで
す。予算内で「正確な意思を伝えられる人材」「専門用語も予め理
解して商談に望める人材」「輸出入の知識も持ち合わせる人材」。
尚、研修に関しては上記の要件を満たす内容でお任せします。

②語学サポーター13,000円の金額の根拠および、研
修時の賃金支払いの金額設定をご教示ください。

②従来の開催実績に準じています。尚、研修とはそれに参加する語
学サポーター自身のスキルアップを指すものであり、上記に含まれ
ます。また、研修を担当する講師の謝金も含めて受託社の経費とな
ります。

③警備員とは制服警備のことを指すのでしょうか？ ③ご質問の通りです。円滑な実施運営に伴うポジション及び、人数
もご提示下さい。

④マッチング事務局担当者と本委託の業務のすみ分
けをご教示ください。
　・受付システムの構築・導入について
　・受付スタッフの手配・管理
　・問い合わせ対応

④質問の趣旨が判りませんが、全てのカテゴリーに対する来場者受
付は受託が担います。但し、日本語が話せないバイヤーや、特別な
相談がある場合の対応として、マッチング事務局の担当者を受付
（総合案内）に配置しています。

⑤商談会運営に必要な専門スタッフ（商談サポー
ター）について具体的な業務内容についてご教示く
ださい。

⑤参加サプライヤーのサポート要員です。手配等は当事務局で実施
します。

11
別紙1 I.⑨
印刷物（広報活動資料等）の作成
について

　各印刷物の数量をご教示ください。
もしくは昨年度の実績を教示ください。

　平成31年度の実績
　公式ガイドブック：5,600部（日英・日繁・日簡版）
　チラシ：5,500部

12
別紙1 I.⑩
成果物の作成について

　完了報告書の通常版と完全版の違いは何でしょう
か？

　基本的にはマスメディアへの掲載関連資料等を全て記載したもの
が「完全版」です。そこから必要なデータを抽出したモノが「通常
版」となります。
　但し、定型フォーマットはありませんので、従来の完了報告書を
基にリバイスして頂く事は可能です。

13
別紙1 I.⑩
※注意事項について

②委託費の執行状況報告について、委託費の範囲に
ついてご教示ください。
また、主催者様からの支払いは毎月発生するという
ことでしょうか。

　主催者から受託社へ毎月お支払いを実行する意味ではありませ
ん。
　受託社が要した「直接人件費」や「制作発注物」等の進捗及び、
予算執行率の管理をするための措置です。

14
別紙1 Ⅱ.① (1)(2)(3)

　各会場に小間数が指定されているが、提案内容に
応じ小間数の増減は可能かご教示願います。

　サプライヤーの申込状況で変動する可能性も踏まえて、予算内で
効果的な提案をして下さい。

15
別紙1 Ⅱ.① (1)
沖縄コンベンションセンター展示
棟について

　会場内(2 階踊り場部分×4 箇所)に「その他」を
配置し、とあるが通年設置されているブースを想定
してよいかご教示願います。

　会場全体のレイアウトを考慮して、予算内で効果的な提案をして
下さい。

①[たいよう市場]の使用用途であるビジネスラウン
ジの用途をご教示ください。また、ビジネスラウン
ジでの飲食代等にかかる費用は、実行委員会から歳
出される会場費に含まれているという認識でよろし
いでしょうか？

①「ビジネスラウンジ」とは、バイヤーとサプライヤーが空き時間
に商談を継続したり、バイヤーの休憩スペースを指します。
　尚、「コーヒーメーカー」や「ウォーターサーバ」の什器及び、
基本的な飲料関連は実行委員会事務局側で経費も含めて手配します
が、補充スタッフやコーヒーやお菓子等の不足が生じた場合は受託
社が手配する事とします。
※詳細は「制作業務等運営委託仕様書別紙」Ⅰ-④-(1)を参照して下
さい。

②[たいよう市場] は「ビジネスラウンジ」として
使用とあるが事業者とは調整済かご教示願います。

②未調整です。受託社にて調整の上、必要経費に関しては協議とな
ります。

③本委託業務の範囲（人員の配置、受付の連携、施
工、準備・撤去　等）に含まれておりますか。
　含まれている場合仕様についてご教示ください。

③仕様書をご参照下さい。

17
別紙1 Ⅱ.① (3)
沖縄コンベンションセンター会議
棟Bについて

［会議場B-1、B-2、B3-4、B5-6-7］ は「地域ブー
ス」として使用とあるが、こちらも展示棟、会議棟
A1と同スケジュールで商談が行われるのか。商談と
違うことを想定しているのか。地域ブースとサプラ
イヤー出展ブースの違いについてご教示願います。

　基本的には「個別商談」の為、他の商談会場と同様のスケジュー
ルで展開予定です。但し、効果的な開催方法があればご提案下さ
い。
　地域ブースは、一会場を特定の地域（例：北海道）を対象とした
出展ブースです。サプライヤー出展ブースは一般の出展者が出展す
るブースとなっています。

18
別紙1 Ⅱ.② (2)
受付種別

①「展示棟（西口）」に[総合案内] [サプライヤー
受付] [バイヤー受付][バイヤー随行者受付] [視察
者受付（出展商品販売会含む）] [JETRO 受付]とあ
るが、[視察者受付（出展商品販売会含む）]出展商
品販売会は誰でも入場許可なのか、事前申込制にす
るのかご教示願います。

　本催事はB to Bスタイルの為、参加対象者はバイヤー及びサプラ
イヤーです。場合によっては視察者も考えられますが、「買い物用
の一般客」の来場はNGです。

10

別紙1 I.⑥
当日の受付員、警備員、語学サ
ポーター（通訳）、ボランティア
等の手配について

16
別紙1 Ⅱ.① (2)

沖縄コンベンションセンター会議
棟Aについて



番号 項　　目 質問事項 回　答

①[JETRO 受付]とあるが展示棟にも作る必要がある
のかご教示願います。

①受付関連のオペレーションを想定した上で、必要であれば設置し
てください。不要な場合はその理由を示して下さい。

②各種業務が煩雑にならない様なシステムも含め
て、受付形態及び関係者の来場から退場迄一貫して
スムーズな受付業務が完了するフローも含めて提案
することとあるが提案するシステムの費用も計上し
て良いかご教示願います。

②従来とは異なるスキームをご提案頂ける場合はその理由・効果等
をご提案頂くと共に、オプションとする場合は見積書と、費用対効
果を具体的に示して下さい。

③煩雑とならないシステム及び来場～退場迄の一貫
した受付フローの提案にあたり、マッチング事務局
が使用しているビジネスマッチングサイトとの連動
が必要不可欠だと考えております。
　マッチングシステムについて（仕様・受付との連
動性等）についてご教示ください。

③当事務局が運用する「ビジネスマッチングサイト」は「受付業
務」との互換性はありません。
　受付に関するオペレーションフロー及び、必要なスタッフのアサ
イン数等一式は受託社が予算内でご提示下さい。

20
別紙1 Ⅲ.⑤
シンクタンク関連経費（アンケー
ト関連経費）について

　出展者様・バイヤー様へのアンケート内容や報告
書内集計・分析についても含まれるという事でしょ
うか。

ご質問の経費は当事務局が負担します。

21 公募要領の開催中止について

　5月開催予定の総会で予算が承認された後、採択
予定者が正式に採択されると記載されているが、正
式採択後に中止になった場合、取り消しではなく補
償されるのかご教示願います。

　契約以前はノーチャージとなります。また、契約後は実務内容に
応じて協議致します。そのため、貴社のキャンセルポリシーを書面
にてご提示下さい。

①バイヤー様及び出展者様の募集及びマッチング業
務は別公示による募集（もしくは既に稼働している
事業者様）
　があるという認識です。本委託業務を遂行するに
あたり、以下の内容をご教示ください。
　・受諾後～契約終了後までのスケジュール感（出
展者様募集締切、バイヤー様募集締切、小間割、そ
の他実施準備等）

①基本的にバイヤー及び、サプライヤーの勧奨活動は「マッチング
事務局」が担います。
　但し、円滑な運営を実行する上で緊密な連携は必須となります。
　尚、制作スケジュール（工程表）は、受託社が作成し、当事務局
へご提示下さい。

②事前作業及び当日の本委託業務との役割区分、連
携部分について

②各関係者の業務分掌に関しては、受託確定後の協議となります。

③※もし、本委託業務内にもバイヤー様・出展者様
誘致の広報施策が必要であれば過去の来場社リスト
のご共有いただき当方でアプローチすることは可能
でしょうか。

③任意で行って頂くことは可能です。尚、過去の参加者情報は「沖
縄大交易会公式HPに掲載しておりますので、ご参照下さい。

④受諾後、新型コロナ感染症の影響、または遠隔地
にいる担当者についてテレカンファレンスを活用し
ての定例会の実施は可能でしょうか。その場合貴会
にて推奨しているWeb会議サービスについて
 ご教示ください。

④本委託業務の調整業務は、簡易なものを除き、主に沖縄コンベン
ションセンターなどの本番会場や当公社で行うことを基本としてい
ます。そのため、公募要領「３応募資格」の（３）において、「沖
縄県内に業務の進捗状況や内容等に関する打ち合わせに円滑に対応
できる体制を有する者であること。」としております。
新型コロナウイルス感染症などの外的要因によるWeb会議の検討はし
ますが、遠隔地を理由としたWeb会議は想定しておりません。

⑤会場移動用小型バスと電気自動車については会場
使用料に含まれておりますか。ご教示ください。

⑤ご質問の乗り物に関しては、今年度は予定しておりません。

⑥バイヤー、出展者、関係会社、スタッフ等含め、
昨年度の 駐車台数をご教示ください。

⑥事務局で借り上げる「沖縄コンベンションセンター」及び「宜野
湾マリーナ」等の収容台数で十分対応可能です。

⑦ボランティアスタッフへのお礼についての見
解をご教示ください。
下記通訳者と同等の金額のお支払い、お弁当の
み、その他処遇や配置場所について

⑦ボランティアスタッフは交通費も含めて無償でご協力を頂いて
おります。支給するのは本番当日のお弁当のみです。

⑧マッチングサイトにて、バイヤー・サプライヤー
からの弁当・備品の注文受けや、企業情報の収集な
ど。

⑧当事務局が運営する「ビジネスマッチングサイト(BMS)には弁当及
び、備品等を受注する機能はありません。
　参加サプライヤー様からの受付・手配業務一式は受託社側で金額
の回収まで責任をもって担う業務となります。
　尚、それに関するシステム構築またはエクセル等を利用した集計
作業も受託社の経費となります。

⑨サプライヤー募集の開始時期について。 ⑨サプライヤー募集は現時点で未定となっております。詳細につい
ては、「沖縄大交易会公式HP」で5月末頃ご案内したいと考えていま
す。

別紙1 Ⅱ.② (2)
受付種別の注意事項②

その他（仕様書記に記載なし）22
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