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ワールドマスターズゲームズ 2021関西 参加者向けガイドブック作成業務委託仕様書 

 

１ 目的 

  ワールドマスターズゲームズは、概ね 30 歳以上であれば誰でも参加可能な世界最大級の生涯スポー

ツの国際総合競技大会である。この大会が 2021 年 5 月に 17 日間の日程（5/14（金）～5/30（日））で、

関西広域（13 府県政令市：福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、

徳島県、京都市、大阪市、堺市、神戸市）を舞台にアジアで初めて開催される。 

  今大会では、年齢、性別、障がい等の有無に関係なく、誰もが参加できる「インクルーシブな大会」

をめざしており、障がい者競技の実施にも積極的に取り組んでいる。 

また、この大会は、競技に参加するだけでなく、関西各地の観光、文化、選手同士や地元住民との交

流を楽しんでいただく、スポーツツーリズムの確立を目指している。 

更に、記念すべき 10 回目の大会として、参加者数は、5 万人（国内：3 万人、国外：2 万人）を目標

（参考１）としており、過去最大級（35 競技 59 種目）の競技が実施される予定である（参考２）。 

こうした大会の特徴を踏まえた上で、ワールドマスターズゲームズ 2021 関西大会参加者向けガイド

ブック（以下、「ガイドブック」という。）を作成し、大会参加者（大会参加者とは、競技参加をする「競

技出場者」、競技に関与する監督、コーチ等の「競技関係者」、競技出場者や競技関係者以外の家族、友

人等「サポーター」としてＷＭＧ2021 関西大会にエントリー申し込みいただいた方のことをいう。）

が、競技参加や関西各地の観光などの情報を入手できるようする。 

なお、このガイドブックは、大会受付（※）時に参加者キット（リュック（容量：25ℓ）、Ｔシャツ、

タオル）とあわせて大会参加者に配付する。 

（※ 大会受付は、オープニングビレッジ、各府県マスターズビレッジ、センタービレッジ、臨時大会

受付会場で実施する。） 

 

参考１ ＷＭＧ参加者の状況（前回オークランド（ニュージーランド）大会のデータ）等 

滞在平均日数 
国内選手 海外選手 

9.4 日 15.8 日 

男女別 
男性 女性 

56％ 44％ 

年齢別 
40 歳以下 41～50 歳 51～60 歳 61 歳以上 

19％ 33％ 32％ 16％ 

世帯収入 
15 万㌦以上 10 万～15 万㌦ 5 万㌦～10 万㌦ 5 万㌦以下 

39％ 19％ 30％ 12％ 

前回ｵｰｸﾗﾝﾄﾞ大会 ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ ｵｰｽﾄﾗﾘｱ カナダ アメリカ 総参加者数 
主要参加者国籍 11,775 人 7,240 人 2,093 人 1,506 人 28,578人 

 ・世帯収入の平均は約 10 万ドルをこえる参加者の割合が 58％（うち、約 15 万ドルを超える参加者の

割合は 39％） 

 ・大会参加者の平均帯同者数は約 2 名であった。 

 ・開催期間中の国内選手滞在平均日数は 9.4 日、海外選手滞在平均日数は 15.8 日であった。 

 ・リピーターが多い傾向がある。 

 ・アジアからの参加は多くなかった。ただし、今大会はアジアで初めて開催されることから、関西とア

ジアのアクセスの良さを十分に活かして、アジア各国に潜在しているマスターズスポーツへのニー

ズを掘り起こしや訪日旅行者の取り込みなどを積極的に推し進める。 

・スポーツと観光を楽しむことを目的にされている方が多く、ある程度観光ルートを定めていると考

えられる。 
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参考２ 開催競技種目一覧 

競 技 種 目 開 催 地 

ｱｰﾁｪﾘｰ 
ｱｳﾄﾞﾄﾞｱ 鳥取県 

ｲﾝﾄﾞｱ 鳥取県 

陸上競技 

ﾄﾗｯｸ＆ﾌｨｰﾙﾄﾞ 京都市 

10km ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 滋賀県 

ﾊｰﾌﾏﾗｿﾝ 和歌山県 

駅伝 和歌山県 

競歩 神戸市 

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ （ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ） 京都市 

野球 
硬式野球 神戸市 

軟式野球 滋賀県 

ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ （ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ） 神戸市 

ｶﾇｰ 

ﾏﾗｿﾝ 京都府 

ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 奈良県 

ｽﾗﾛｰﾑ 徳島県 

ｶﾇｰﾎﾟﾛ 兵庫県 

ﾄﾞﾗｺﾞﾝﾎﾞｰﾄ 滋賀県 

自転車 

ﾄﾗｯｸ 鳥取県 

ﾛｰﾄﾞﾚｰｽ 鳥取県 

ﾏｳﾝﾃﾝﾊﾞｲｸ 京都府 

BMX 大阪府 

ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ （ﾀﾞﾝｽｽﾎﾟｰﾂ） 和歌山県 

ｻｯｶｰ 
ｻｯｶｰ 堺市 

ﾌｯﾄｻﾙ 堺市 

ﾌﾗｲﾝｸﾞﾃﾞｨｽｸ ｱﾙﾃｨﾒｯﾄ 京都府 

ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ （ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ） 京都府 

ｺﾞﾙﾌ （ｺﾞﾙﾌ） 徳島県 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ （ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ・ｺﾞﾙﾌ） 鳥取県 

ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ （ﾊﾝﾄﾞﾎﾞｰﾙ） 京都府 

ﾎｯｹｰ （ﾎｯｹｰ） 滋賀県 

柔道 （柔道） 鳥取県 

空手道 （空手道） 京都市 

ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ （ﾗｲﾌｾｰﾋﾞﾝｸﾞ） 福井県 

ｵﾘｴﾝﾃｰﾘﾝｸﾞ 
ｽﾌﾟﾘﾝﾄ 神戸市 

ﾌｫﾚｽﾄ 兵庫県 

ﾎﾞｰﾄ （ﾎﾞｰﾄ） 滋賀県 

ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ （ﾗｸﾞﾋﾞｰﾌｯﾄﾎﾞｰﾙ） 大阪府 

ｾｰﾘﾝｸﾞ 
ｾｰﾘﾝｸﾞ 和歌山県 

ｳｲﾝﾄﾞｻｰﾌｨﾝ 和歌山県 

射撃 
ｸﾚｰ 兵庫県（岡山県岡山市） 

ﾗｲﾌﾙ 和歌山県 

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ （ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ） 滋賀県 

ｿﾌﾄﾃﾆｽ （ｿﾌﾄﾃﾆｽ） 京都府 

ｽｶｯｼｭ （ｽｶｯｼｭ） 京都市 

水泳 

競泳 神戸市 

飛込 兵庫県 

水球 兵庫県 

ｱｰﾃｨｽﾃｨｯｸｽｲﾐﾝｸﾞ 兵庫県 

ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰ 大阪府 

卓球 （卓球） 神戸市 

ﾃｺﾝﾄﾞｰ （ﾃｺﾝﾄﾞｰ） 兵庫県 

ﾃﾆｽ （ﾃﾆｽ） 兵庫県 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ （ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ） 徳島県 

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 

ﾄﾗｲｱｽﾛﾝ 徳島県 

ｱｸｱｽﾛﾝ 徳島県 

ﾃﾞｭｱｽﾛﾝ 京都府 

綱引 （綱引） 奈良県 

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ 
ｲﾝﾄﾞｱ 和歌山県 

ﾋﾞｰﾁ 兵庫県 

ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ （ｳｴｲﾄﾘﾌﾃｨﾝｸﾞ） 徳島県 
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２ 作成にあたって特に留意する点 

第一に、今大会は、生涯スポーツの国際総合競技大会であり、国籍、年齢、性別、障がいの有無等の

多様な人々が参加し、１つの競技種目でも様々な競技会場が実施されるため、競技種目順にまとめて、

競技スケジュール、交通アクセスや会場レイアウト図を設けて、その場所が初見の方でもスムーズに

競技会場に訪れ、会場内の移動も行うことができるようにする必要がある。 

特に、競技会場の所在が関西広域（福井県、鳥取県、岡山県、徳島県を含む。）まで及んでいること

や国外参加者に関しては、日本ほど鉄道網がある国はなく、逆に乗り換えなどに苦慮すると想定される

ため、ガイドブックには、国内外からの参加者が迷わずに競技会場まで到達することができ、主要な観

光地や目当ての観光地を俯瞰することができることが求められる。 

第二に、ガイドブックを持つことで、「競技を行うだけでなく、関西地域を周遊したくなる」、「今大

会で関西の魅力を発見し、『また日本・関西に行きたい』と思わせること」、「本大会に参加したことを

他人に自慢したくなること」といった参加者が行動する動機となることが求められる。 

これらのことを踏まえて、以下の点に留意する。 

 ⑴ インクルーシブな大会であることを踏まえて障がい者が閲覧することも配慮しつつ、競技スケジ

ュールの概要や各競技会場、大会の拠点、イベント会場のレイアウトが分かり易く記載された実用性

を有したものであること。 

⑵ 大会に関する情報が網羅的に掲載され、大会参加者がガイドブックを道標にして、安心して関西各

地の移動等ができる信用性を有したものであること。 

⑶ 各競技種目や関西各地の観光・文化、イベントによる大会参加者及び地域住民との交流が楽しめる

大会であることが伝わり、ガイドブックを手にした大会参加者が様々な競技開催地や関西各地を訪

れたいと思うような紙面を構成すること。特に、「競技順（つまり、地域毎にまとまっていない）」に

分かりやすく紹介しながらも、地域の魅力等をまとめて表す等旅中で見て役立つような工夫を施す

こと。 

⑷ 大会参加の記念となり、大会終了後も持ち続けていただけるような内容で、再度、関西に来たくな

るような内容とすること。 

⑸ ガイドブックの参加者キットとして配付されるリュックに収納可能で持ち運びしやすく、旅中で

も閲覧しやすいサイズとすること。 

 

３ 業務内容 

 ⑴ ガイドブックの作成業務 

   掲載内容は、次表のとおり想定しているが、掲載内容に記載の条件が満たせていれば、項目の順番

や統合・分割は任意する。更に、この他に掲載することが望ましい内容があれば、組織委員会に提案

すること。 

⑵ ガイドブックの印刷業務 

 ⑶ ガイドブックの配送業務 

  ⑷ コーディネーター業務  

   冊子作成業務全体の進捗管理（競技開催地の各府県政令市実行委員会、開催市町実行委員会や関西

観光本部との原稿提供や編集内容の確認等の打ち合わせ業務も含む） 
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ガイドブック掲載内容（案） 一覧表 

№ 項 目 掲 載 内 容 

1 公式競技の開催地マップ 
35 競技 59 種目すべての競技開催地を示した関西全体のイメージマップを掲載すること。 

2 公式競技の日程 競技日程・会場一覧（競技別と開催府県政令市別の２パターン）を掲載すること。 

3 ピクトグラム一覧 
競技会場、各ビレッジ、イベント会場のレイアウト図に掲載するピクトグラムの一覧表を

作成し、視覚的に会場図のレイアウトを分かり易くすること。 

4 公式競技・競技会場の詳細 

35 競技 59 種目毎（競技会場地 94 ヵ所）の競技種目、競技会場の詳細を競技し種目順に
掲載すること。 

・競技スケジュール（競技種目の全体日程が把握できるようにすること。） 

・交通アクセス（競技会場地の交通アクセスが把握できるようにすること。） 

・会場レイアウト図（競技会場地が初見の方でも、どこに何があるか分かるようにするこ

と。） 

5 各ビレッジの所在地マップ 11 ヵ所ある全てのビレッジを示した関西全体のイメージマップを掲載すること。 

6 各ビレッジの詳細 

オープニングビレッジ（1 ヵ所）、各府県マスターズビレッジ（9 ヵ所）、センタービレッ

ジ（1 ヵ所）の計 11 ヵ所の大会拠点の詳細を掲載すること。 

・開催期間及び時間（各ビレッジの開設時期が把握できるようにすること。） 

・交通アクセス（競技会場地の交通アクセスが把握できるようにすること。） 

・会場レイアウト図（競技会場地が初見の方でも、どこに何があるか分かるようにするこ
と、また、各ビレッジの機能が分かり易く掲示されていること。） 

7 開・閉会式 

開・閉会式について、以下のことを掲載しつつ、楽しめるポイントを分かり易くまとめて
掲載すること。 

・式典プログラム（プログラムの見どころが分かり易く示されていること。） 

・交通アクセス（式典会場の交通アクセスが把握できるようにすること。） 

・会場レイアウト図（式典会場地が初見の方でも、どこに何があるか分かるようにするこ
と、また、各機能が分かり易く掲示されていること。） 

8 全体（中間）イベント 

全体（中間）イベントについて、以下のことを掲載しつつ、楽しめるポイントを分かり易
くまとめて掲載すること。 

・イベントプログラム（プログラムの見どころが分かり易く示されていること。） 

・交通アクセス（イベント会場地の交通アクセスが把握できるようにすること。） 
・会場レイアウト図（イベント会場地が初見の方でも、どこに何があるか分かるようにす
ること、また、各機能が分かり易く掲示されていること。） 

9 交通・宿泊 

2 種類の交通パス（ワンパス、ワイドエリアパス）について、以下のことを掲載しつつ、
大会参加者が使いこなせる情報を提供すること。 

・利用方法（ワンパス：ＩＣタッチ及びチャージ、ワイドエリアパス：有人改札） 

・利用可能路線や利用可能期間（広域鉄道路線図を作成する。） 

宿泊については、大会ＨＰの宿泊サイトのＱＲコードを掲載する。 

10 関西の広域観光マップ 競技開催地 9 府県の大まかな観光情報をまとめた広域マップを作成すること。 

11 関西の魅力発信（ＰＲ） 

競技開催地 9 府県（49 競技開催市町）毎の観光名所やご当地の名産品等の情報を紹介す
ること。 

・各府県の観光マップ（府県域の観光マップを作成する。） 

・各府県の紹介（スポーツツーリズムを踏まえた府県全体の観光情報、歴史、地理的な魅
力等をまとめること。） 

・ＷＭＧ2021 関西特別体験プラン（各府県政令市で催される特別プランを紹介するこ
と。） 

12 参加者サービス 

日本滞在中の緊急時対応・連絡先等を掲載すること。 

スタッフ、ボランティアのポロシャツの色分け区分の説明すること。 

その他、開催各地での割引サービス等の特典の紹介すること。 

13 オフィシャルグッズ オフィシャルグッズの紹介すること。 

14 情報発信媒体 大会ＨＰ、ＳＮＳ、ＴＤＳＰ、境地結果の確認の仕方等を掲載すること。 

15 大会概要 
大会の歴史、開催意義などの紹介、ロゴマーク、スローガン、大会独自の取組（インクル
ーシブ、レガシー）大会マスコット、大会メダル、生花リレーに関する紹介。 

16 大会関係者挨拶 
ＩＭＧＡ会長、組織委員会会長（2 名）、13 府県政令市首長、大会応援大使の挨拶文を掲
載すること。 

17 
新型コロナウイルス感染症 

対策について 

大会の開催にあたって、各ビレッジ、競技会場で実施している対策やスタッフの対応等の
紹介を掲載すること。 

また、大会参加者に向けて、感染防止のエチケットの周知を掲載すること。 

18 協賛企業一覧及び広告 協賛企業のロゴ一覧を掲載し、協賛企業のＰＲ広告を掲載すること。 
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４ 履行期間 

  契約締結から令和 3 年 5 月 30 日（日）まで 

 

５ 仕様等 

⑴ 作成部数 

  50,000部（うち、日本語版：30,000部、英語版：20,000部） 

※ただし、エントリー申込状況によっては、作成部数が増減することに留意すること。 

⑵ 仕様 

 ア サイズ・ページ数  以下の参考１・２を参照のうえ、提案すること。 

参考１：Ａ５判の場合は、日本語版、英語版共に２５０～３００ページ程

度とする。 

参考２：ＡＢ判の場合は、日本語版、英語版共に１３０～１８０ページ程 

度とする。 

イ 印刷        フルカラー両面印刷 

ウ 紙質        任意とし、プロポーザルにより提案すること。 

⑶ 作成内容 

   受託者は、次のア～オの内容を踏まえ、ページ割り、紙面構成、デザインについて検討のうえ、組

織委員会と協議して決定する。また、作成スケジュールは「８ ガイドブック作成業務スケジュール

（予定）」を想定しているが、契約締結後、組織委員会と協議のうえ決定する。 

  ア 紙面デザインに関すること 

 (ｱ) ガイドブックの読者（大会参加者）が、開・閉会式、各ビレッジ、各競技会場についてのアク

セス方法や各施設の基本情報、サービス等の内容が正確かつ分かり易く読み取れるような紙面

構成、デザインとすること。 

(ｲ) ガイドブックの読者（大会参加者）が､大会及び関西各地に興味を持ち、開・閉会式、各ビレ

ッジ、各競技会場、関西各地の観光地への来場につながるような紙面構成、デザインにするこ

と。 

(ｳ) 大会ロゴ(※１)、大会マスコット(※２)、コアグラフィック(※３)を効果的に活用すること

で、大会イメージを保ち、かつ、ユニバーサルデザインに配慮した配色・レイアウトとすること。 

(ｴ) 大会ロゴ、大会マスコット及びコアグラフィック、掲載内容の基本情報や文字原稿の一部、写

真データ等は組織委員会が提供する。 

(ｵ) 組織委員会が提供する原稿等は原則、日本語であり、英語版の作成にあたっては、受託者にお

いて英訳作業を行うこと。英訳作業を行う際は、これまでに組織委員会が英訳を行った大会参加

規約、競技別実施要項、チラシ、パンフレット等を参考にして英訳した際の表現やニュアンスが

これまでの情報発信媒体と統一するようにすること。 

 

（※１）大会ロゴは以下のようなものであり、活用する場合は、マニュアルに従うこと。 
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（※２）大会マスコットは以下のようなものであり、競技種目毎、開催府県政令市毎等のプロパティ

がある。活用する場合は、マニュアルに従うこと。 

 

 

 

 

  

 

 

 

（※３）コアグラフィックは以下のようなものであり、活用する場合は、マニュアルに従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 地図及び会場レイアウトに関すること 

(ｱ) 大会開催地アクセスマップ、鉄道マップ、開・閉会式会場、各競技会場、各ビレッジへのルー

ト地図（目印を記載するなど詳細に作成）等、地図については受託者で確認のうえ作成し、責任

校正を行うこと。また、組織委員会が作成する交通インフォメーションガイドとの整合性につい

ても確認すること。 

(ｲ)式典会場及び各競技会場のレイアウト図面は、組織委員会が提供する PDF データ等を基に受託

者において作成すること。ピクトグラムなど記載する内容は、組織委員会が指示する。 

(ｳ) 会場地レイアウトの PDFデータ等は組織委員会が提供するが、必要に応じて修正を行うこと。 

 

ウ 校正等 

(ｱ) 校正回数は４～５回程度とする。 

(ｲ) 校正を受ける際に提出する形式は、組織委員会が指示するものとするが、基本はカラープリ

ントされた紙（８部）とデータ（PDF）との両方で提出すること。また、関係機関と確認を行う

ため、データを分割する等、メールで容易にやり取りできる容量（2MB程度）かつ掲載内容が十

分確認できる解像度のデータで提出すること。 

 

  エ 音声コードの作成 

(ｱ) 音声コード用テキストデータの作成 

内容については、委託者と協議した上で、受託者がテキストデータを作成すること。なお、テ

キストデータは表紙及び見開き１ページにつき１コード分作成すること。 

また、掲載内容の変更に伴い、原稿に修正が生じた場合は、音声コードも合わせて修正を行う

こと。 
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(ｲ) 音声コードの作成言語 

日本語版については、日本語の音声コードを、英語版については、英語の音声コードを作成す

ること。 

(ｳ) 音声コードの作成 

 受託者は、上記(ｱ)で作成したテキストデータをもとに、音声コードを作成すること。なお、

作成する音声コードは Uni-Voice などスマートフォン専用アプリで読み取るとテキスト表示と

音声で内容が確認できるものにすること。音声コードの作成に当たっては、適宜委託者に確認を

受け、必要に応じて協議をしながら進めること。音声コードは、Ｍサイズ（800字程度）もしく

はＬサイズ（1,000字程度）を想定している。 

(ｴ) 音声コードの確認 

受託者は、上記(ｲ)で作成した音声コードが、原稿データと一致しているかを iOS・Androidと

いった異なる携帯端末用 OSに対応できるか、読み上げ確認を行い、原稿データと異なる場合は、

修正を行った上で委託者に確認を受けること。なお、音声コードの作成・確認にあたり必要にな

る経費の負担は、受託者の負担で行うこととする。 

(ｵ) 音声コードの生成 

受託者は、上記(ｱ)～(ｳ)を経て作成した音声コードデータを作成し、参加者向けガイドブッ

クに掲載すること。 

 

オ スポットコードの作成 

(ｱ) スポットコード用ポイント座標値データの作成 

受託者は、「競技別実施要項」や「交通インフォメーション」を参考にスポットコード用ポイ

ント座標値データを約 110ヵ所分作成し、適宜委託者の確認を受けること。なお、スポットコー

ドは日本語版、英語版ともに掲載する。掲載内容の変更に伴い、原稿に修正が生じた場合は、ス

ポットコードも合わせて修正を行うこと。 

(ｲ) スポットコードの作成 

受託者は、上記(ｱ)で作成したポイント座標値データをもとに、スポットコードを作成するこ

と。なお、作成するスポットコードは、Uni-Voiceなどスマートフォン専用アプリで読み取ると

電子地図上に場所や会場データが表示され、音声による誘導案内がかのうな 2 次元コードとす

る。スポットコードの作成にあたっては、適宜委託者に確認を受け、必要に応じて協議をしなが

らすすめること。 

(ｳ) スポットコードの確認 

受託者は、(ｲ)で作成したスポットコードが、原稿データ（ポイント座標値データ）と一致し

ているか、また、iOS・Androidといった異なる携帯端末用 OSに対応しているかを確認すること。

なお、スポットコードの作成・確認にあたり必要になる経費の負担は、受託者の負担で行うこと

とする。 

 

６ 納品 

(1) 納品日及び場所 

  納品先は【別紙】のとおり。 

ただし、納入・配送先、配送数量等については、一部変更が生じる場合がある。 

 ※納品場所の住所については、契約後、組織委員会から提供する。 

 



8 

 

(2) データの提出 

 下記のデータをＣＤ－Ｒに格納して提出すること。 

ガイドブックの aiデータ、PDFデータ(一括用及び項目別)及び JPEGデータ 

(3) その他 

ア 100 部毎で包装するなど、数量を管理しやすい状態で納品すること。また、使用する発送用包装

紙や封筒等は受託者が用意するものとする。なお、開封せずとも中身が確認できるようにするた

め、包装紙等の上面と側面に「日本語版ガイドブック 100 部」等と表示する。 

イ 組織委員会以外への納品先には、組織委員会から提供する文書（Ａ４判）を同封すること。送付

状のデータは、組織委員会が提供し、受託者の負担で印刷すること。 

ウ 発送時には差出人を次のとおりラベル等で表示すること。 

住 所 〒５３０－６６９１  

大阪府大阪市北区中之島６－２－２７ 中之島センタービル２３階 

    差出人 公益財団法人ワールドマスターズゲームズ２０２１関西組織委員会 

    連絡先 ０６－６４４６－２０２１ 

  エ 送付先毎の配送部数及び配送日が分かる発送伝票等を提出すること。 

  オ インク汚れ、乱丁、落丁等が相当数ある場合は刷り直すこと。 

 

７ 特記事項 

  本原稿の二次利用は、組織委員会に帰属する。また、地図や競技会場情報、広告等は組織委員会が別

途発行する印刷物（競技種目別プログラム等を想定）で利用するため、業務期間中であっても、組織委

員会の指示に従いデータを納品すること。 

 

８ ガイドブック作成業務スケジュール（予定） 

  令和２年 ８月下旬    業者選定 

  令和２年 ９月上旬    契約締結 

  令和２年 ９月～１０月  製作体制の構築、デザインの擦り合わせ 

  令和２年１０月～     原稿作成、校正作業等の製作期間 

（原稿データは適宜組織委員会から提供） 

令和２年１０月３０日   音声コード、英訳作業に向けての準備開始 

令和２年１２月上旬頃   音声コード、英訳作業の開始 

  令和２年１２月２５日   日本語版冊子の印刷に向けてデザイン校了、色校正の開始 

  令和３年 ２月２８日   競技者エントリー〆切 

  令和３年 ３月 ６日   大会期間中のコールセンター電話番号（ナビダイヤル）を決定し、 

               ガイドブックに掲載 

令和３年 ３月上旬頃   英語版冊子の校了、印刷開始 

  令和３年 ３月３１日   全エントリー〆切（参加者の確定） 

令和３年 ４月下旬    納品 

 

９ 大会を規模縮小、延期あるいは中止する場合の対応について 

  新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、以下のとおり仕様等を変更する可能性があることを

留意のうえ、それぞれの期限までに組織委員会から申し出があれば、協議の上、その仕様及び契約金額

等の変更に応じること。 
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 (1) 規模縮小した場合などにおいて、印刷部数の変更（期限：令和２年１２月２５日） 

 (2) 大会開催を 1年延期した場合などにおいて、作成時期の変更（期限：令和２年１２月２５日） 

なお、この場合において、開催日程はもとより、会場が変更になる等の変更が必要となることに留

意すること。 

 (3) 大会開催を中止した場合などにおいて、英訳作業の差し止め（期限：令和２年１１月６日） 

具体的な内容は、「５ 仕様等＞(3) 作成内容＞ア 紙面デザインに関すること＞(ｵ)」に記載の

業務を差し止める。 

 (4) 大会開催を中止した場合などにおいて、音声コード及びスポットコードの作成作業の差し止め（期 

限：令和２年１１月６日） 

具体的な内容は、「５ 仕様等＞(3) 作成内容＞エ 音声コードの作成」及び「５ 仕様等＞(3) 

作成内容＞オ スポットコードの作成」に記載の業務を差し止める。 

(5) 大会開催を中止した場合などにおいて、印刷作業の差し止め（期限：令和２年１２月２５日） 

なお、中止した場合でも、日本語版ガイドブックのデータ（音声コード及びスポットコードの作

成も含む）については完成させることとする。 

 

10 その他 

(1) 本業務により生じた著作権（著作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）、その他一

切の権利（商標・意匠の出願及び登録をする権利等）は、組織委員会に帰属する。また、イラスト及

びデザインにおける著作者人格権についての権利行使は行わないこと。 

(2) 長期間におよぶ作成スケジュールとなるため、業務の進捗管理を適切に行うこと。 

(3) 業務の実施にあたっては、組織委員会と緊密な連絡をとり、その指示に従うこと。 

(4) 本仕様書に明示なき事項、又は疑義が生じた場合は、組織委員会と受託者が協議の上、決定する。 

(5) 組織委員会解散後は、契約に基づく組織委員会の当該成果品に関する権利は、国際マスターズゲ

ームズ協会（ＩＭＧＡ）に継承されるものとする。 

 

以上 



○参加者向けガイドブック納品先一覧(仮) (別紙）
配送部数
(日本語)

配送部数
(英語)

合計

150 150 300
オープニングビレッジ 京都市左京区岡崎成勝寺町9-1 みやこめっせ(京都市勧業館） 8,775 12,445 21,220
マスターズビレッジ福井 福井県大飯郡高浜町和田123-24-2 高浜町立和田公民館 245 55 300
マスターズビレッジ滋賀 滋賀県大津市浜町2-1 浜大津アーカス 2,980 815 3,795
マスターズビレッジ京都 京都市下京区塩小路下ル東塩小路町902 京都駅前地下街ポルタ 3,345 575 3,920
マスターズビレッジ大阪 堺市堺区戎島町4-45-1 ポルタス広場 2,165 380 2,545
マスターズビレッジ兵庫 神戸市中央区相生町3丁目2-1 デュオこうべ「デュオドーム」 4,055 985 5,040
マスターズビレッジ奈良 奈良県奈良市池之町3 奈良県外国人観光客交流館 835 110 945
マスターズビレッジ和歌山 和歌山県和歌山市美園町5丁目 わかちか広場 1,545 465 2,010
マスターズビレッジ鳥取 鳥取県鳥取市東品治町 風紋広場 350 80 430
マスターズビレッジ徳島 徳島県徳島市寺島本町西1-61 徳島駅クレメントプラザ 1,700 530 2,230
センタービレッジ 大阪市北区大深町4-1 グランフロント大阪　うめきたＳＨＩＰホール 100 1,990 2,090
ホッケー、陸上競技（10ｋｍロードレース） ＪＲ米原駅東西自由通路 445 125 570
カヌー(マラソン) 京都府京丹後市久美浜町3173-3 久美浜湾カヌー競技場 290 40 330
自転車(マウンテンバイク） 京都府相楽郡和束町船藪田 湯船ＭＴＢ　ＬＡＮＤ 145 40 185
ソフトテニス ＪＲ福知山駅　観光案内所前スペース 380 160 540
カヌー(ポロ） 音水湖カヌークラブハウス 70 40 110
オリエンテーリング(フォレスト) 道の駅「ようか但馬蔵」 10 20 30
射撃(クレー) (調整中) 70 110 180
バレーボール(ビーチ) 西淡社会教育センター 230 20 250
カヌー(スプリント) 吉野運動公園 375 105 480
陸上競技(駅伝、マラソン） ＪＲ紀伊田辺駅　弁慶広場 765 450 1,215
自転車（トラック、ロードレース）グラウンド・ゴルフ ＪＲ倉吉駅1階「エキパル倉吉」多目的ホール 760 210 970
柔道 鳥取県米子市両三柳3192-14 鳥取県立武道館 170 90 260
カヌー(スラローム) 那賀町鷲敷Ｂ&Ｇ海洋センター 45 10 55

30,000 20,000 50,000
　※ただし、納品先、配送数量等については、一部変更が生じる場合がある。

場所

計

大阪市北区中之島6-2-27中之島センタービル23階

納品先

組織委員会事務局

各ビレッジ

臨時大会
受付会場


