
Speciality & Fine Food Fair 2014 Japan Pavilion Booth Specifications 
 

「Speciality & Fine Food Fair 2014」ジャパンパビリオンの設計・監理業務 

仕様書 

 

１．ジャパンパビリオン概要 

（１）目的 

英国最大級の高級食材見本市である「Speciality & Fine Food Fair 2014」にジャパンパビリオ

ンを設置することにより、英国及び欧州市場への新規参入・販路拡大を目指す我が国企業

等を支援し、更なる輸出拡大を目指す。 

 

（２）見本市概要 

名  称：Speciality & Fine Food Fair 2014 

会  期：2014年 9月 7日（日）～9月 9日（火） 

場  所：Olympia Exhibition Centre（英国・ロンドン） 

主  催：Fresh Montgomery 

規  模：111.48㎡ 

    内訳：ジェトロブース…受付、事務局、商談コーナー、キッチン、倉庫 

        企業ブース…13小間 

     ※会場レイアウトは別添①参照。なお、ジェトロブースと企業ブースの小間割 

合は変更する可能性がある。 

出品者数：13社（予定） 

出 品 物：EU で販売可能な日本産の生鮮品、日本産原料を使用した加工品および日本国内 

で生産された他国産原料を使用した加工品 

 

２．業務内容 

（１）連絡・調整業務 

① ジェトロとの連絡・調整 

② 出品者との連絡・調整 

③ 施工業者及び見本市主催者との連絡・調整（英語） 

④ その他関係者との連絡・調整 

（２）ジャパンパビリオン出品者向け説明資料作成業務 

「装飾要領」の作成、印刷（一部翻訳業務を含む） 

（３）設計・監理業務 

① ジャパンパビリオンの基本設計及び実施設計 

② 施工業者選定用の施工予算明細書（標準価格の算出含む）、設計図書、仕様書の作成 

③ ジャパンパビリオンの施工監理 

（４）広報媒体（パビリオンチラシ等）のデザイン・完全版下作成等業務 

① フロアマップのデザイン、版下作成 

② パビリオンチラシデザイン、翻訳、版下作成 

③ 広告デザイン、版下作成 
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３．成果物 

（１）業務工程表（契約締結後、1週間以内） 

（２）基本設計及び実施設計（ジャパンパビリオンのパース図：ジャパンパビリオン全体受付、

事務局、共有キッチンおよびヤードのそれぞれがわかるように（英語）） 

（３）施工予算明細書、設計図書、仕様書一式（英語） 

（４）フロアマップデザイン版下 

（５）装飾要領（日本語） 

（６）備品一覧表・図（日本語） 

（７）パビリオンチラシデザイン版下、翻訳 

（８）広告デザイン 

※すべての提出物に関して、電子媒体（最終版）をジェトロへ提出すること。なお、提出

日は後日指定する。 

 

４．業務遂行上の留意点 

（１）「Speciality & Fine Food Fair 2014」の主催者規程に従うこと。 

（２）ジャパンパビリオンのデザインについては統一感があること。 

（３）別添仕様細目の業務の全部又は主たる部分を自社で実施できること。 

（４）ジェトロ及び第三機関の業務の重複受託により、当該受託業務の遂行に影響（支障）を与

えないこと。 

（５）備品の個数の増減がありえるため、施工予算明細書は単価情報を含め、可能な限り詳細に

記すこと。 

（６）上述１に付記のとおり、ジャパンパビリオンは構成を変更する可能性がある。また、今後

主催者より発表される展示会規程等に応じて設計を変更する可能性がある。受託者はジェ

トロの求めに従い、随時、設計等の変更に応じること。 

（７）ジェトロ、出品者等関係者と日本語で綿密に打合せができること。受託者は、専従者 1 名

および補助要員 1 名以上の英語対応可能な最低 2 名を担当者として配置し、常時十分な対

応が可能となる体制を組むこと。また、打合せや出品者対応等につき、ジェトロ及び関係

者と綿密に連絡をとりながら行うこと。 

（８）施工開始から会期初日までは、専従者または同等の情報を有する者（展示会業務経験があ

り、英語および日本語対応が可能であるスタッフ）が最低 1 名は会場に常駐し、監理・連

絡作業を行える体制とすること。なお問題がある場合は迅速に対応すること。 

（９）上述２（２）の出品者向け資料（「装飾要領」）の作成に当たっては、ジェトロの指示に従

い、情報を正確に掲載し、簡潔かつ明瞭で出品者にとってわかりやすいものとすること。

また、同要領に綿密かつロジカルな構成を持たせること。 

（10）上述２（３）のうち①ジャパンパビリオンの基本設計および実施設計、②施工業者選定用

の施工予算明細書、設計図書、仕様書は指定日までにその業務を完了するものとする。ま

た、２（２）出品者向け資料「装飾要領」作成業務についても指定日にその業務を完了す

るものとする。 
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（11）上述２（４）の広報媒体の作成にあたっては、パビリオンおよびロゴデザイン（別添参照）

と統一感を持たせること。また、ジェトロの Visual Identity Creative Guideline に則ること（受

託者に別途連絡する）。受託者はジェトロの求めに従い、随時、デザインの変更に応じるこ

と。 

（12）各出品者が追加で希望する備品は、別添仕様細目に記載の追加備品リストを参考として情

報提供し、別に要望があった場合には可能な範囲で対応する。なお、各出品者から何らか

の業務を請負い金銭関係が生じた場合、支払いは、円建またはポンド建、現金、振込みま

たはクレジットカード払いでの対応を可能とすること（円建の場合、必要となる手数料を

備品の料金に含めても構わない）。 

（13）受託者は業務完了後、速やかに業務完了報告書を提出すること。様式、内容等については

ジェトロに確認をすること。 

（14）仕様書にない業務が生じた場合はジェトロと協議を行うこと。 

（15）個人情報の取扱いに十分留意し、情報漏洩が生じないように管理すること。 

以 上 
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Detailed Specifications（仕様細目） 

項目 Speciality & Fine Food Fair 2014 業務内訳・詳細・留意事項 

(1)連絡・調整業務 

① ジェトロとの連絡・調整 【業務内訳・詳細】 

・業務区分(1)～(4)に係るジェトロとの各種連絡・調整・確認 

・ジェトロと本業務の受託者（以下「受託者」という。）は、緊密に連携・情報共有を行い、定期的に打ち合わせを行う。 

・会場全体の動線、構成の企画・立案、小間割りおよび展示装飾方法、調達備品等に係る提案 

・工程表の作成 

【留意事項】 

・本委託業務に関する打ち合わせは原則としてジェトロ・ロンドン事務所で行い、それに伴う交通費等は受託者の所在地に係らず受託者が負担する。 

・受託者は工程表を適宜更新しジェトロに提出すること。 

② 出品者との連絡・調整 【業務内訳・詳細】 

・出品者との各種連絡・調整・確認 

・ジャパンパビリオン出品者用「装飾要領」（以下、「装飾要領」という。）の a．展示装飾要領、b．追加備品リスト及び追加備品申し込みに係る各種提出フォー 

ム、c．基礎小間備品配置変更フォームの作成。 

・全出品者の備品一覧表（追加備品・追加設備を含む）の作成 

・ジャパンパビリオン出品者用「装飾要領」の作成 

・チラシ作成にかかる出品者データの督促・リマインド・内容確認、翻訳、集計等。 

【留意事項】 

・原則として出品者とは日本語で連絡・調整・確認を行う。但し、受託者は日本語および英語での対応が可能であること。 

・受託者は、専従者 1 名および補助要員 1 名以上の最低 2 名を担当者として配置し、常時十分な対応が可能となる体制を組むこと。施工監理義務において会場へ

の配置をすること（展示会業務経験のあるスタッフ）。 

・一部の出品者は、標準ブースに付随する備品に加えて、追加の備品（以下、「追加備品」という。）を希望する場合がある。受託者は、追加備品を希望する出品

者に対し図面を作成する等必要なサポートを行うこと。なお、追加備品にかかる経費は出品者が備品会社等に直接払うこととする。 

・追加備品に関して、受託者が当該出品者から何らかの業務を請負い金銭関係が生じた場合、受託者は当該出品者へ事前に見積りを提示した上で直接請求・回収

を行うこと。 

・出品者は 13 社を予定（増減する可能性あり）。受託者は、出品者に対して配布する設計・施工等に関する資料・提出フォーム（「装飾要領」）を作成すること。 

・受託者は出品者からの質問に適宜応じること。 

③ 施工業者、見本市主催 

者、指定業者等との連

絡・調整 

【業務内訳・詳細】 

・必要に応じて、施工会社、見本市主催者及び指定業者等と各種連絡・調整・確認をし、または必要書類を提出すること（英語）。 

・各種要領・提出フォーム作成にかかる主催者および指定業者等への確認。 

・会場諸規程、開催国関係法令等確認。 

【留意事項】 

・施工会社や指定業者等との連絡・調整・確認は、設計・施工・備品・設備等の専門的事項の問い合わせ確認や、追加備品・設備等に係る発注・その他の代金支

払方法の確認、見積書・請求書の取り纏め等も含め、原則として受託者が行う。ただし、当該業者との連絡調整にあたっては、ジェトロへの情報共有を徹底す

ること。 

④ その他関係業者との連

絡・調整 

【業務内訳・詳細】 

・その他関係業者との各種連絡・調整・確認。 

【留意事項】 

・関係者との連絡・調整・確認にあたっては、ジェトロへの情報共有を徹底すること。 

・スケジュールを遵守し、仕様通り施工できるよう事前に連絡・調整を行い、展示会場で監理する。 
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(2)出品者向け資料作成業務 

装飾要領の作成、印刷（一部、

翻訳業務を含む） 

【業務内訳・詳細】 

・装飾要領（a．展示装飾要領、b．追加備品リスト及び追加備品申し込みに係る各種提出フォーム、c．基礎小間備品配置変更フォーム、d．ジャパンパビリオン

及び小間あたりの立体図および平面図、e．今後のスケジュール、f．施工から撤収までのスケジュール（通電時間の情報含む）、g．会場での注意事項、h．担

当者連絡先）の作成 

・装飾要領に付随する各種提出フォームの作成、電子媒体でのジェトロへの送付、提出物の取り纏め。 

【留意事項】 

・装飾要領は、出品者に対しジェトロが配布する。必要に応じて、ジャパンパビリオン独自の規程・連絡事項等を記載する。受託者は期日（出品者説明会の約 1 

週間前、後日指定）までに装飾要領を作成し、ジェトロへ提出すること。 

・追加備品リストは、料金、寸法、使用電力（電気製品の場合）、色、実物写真等を記載すること。 

(3)設計・監理業務 

① ジャパンパビリオンの

基本設計および実施設

計 

【基本設計】 

・業務工程表の作成 

・ジャパンパビリオン（企業・ジェトロブース）のパース図、設計図書（平面図・立面図） 

・ジャパンパビリオン（企業・ジェトロブース）の空間設計提案。 

・全体平面レイアウト図（出品者配置図含む） 

・動線計画等の策定。 

【実施設計】 

・ジャパンパビリオン全体として統一感があり、明確なデザインとすること。 

・施工予算（約 7 百万円）の範囲内で存在感のあるブースとすること。 

・「赤・白・黒」を基調としつつ（アクセントとして他の色を用いることを妨げない）、「安全・安心かつ、ヘルシーで高品質な日本産食品」を体現したデザイ

ンとし、全体的に明るく・清潔な印象を与えるデザインとすること。 

・色やデザインについては、おいしいロゴ・JAPAN ロゴ・JETRO ロゴ（別紙参照）との調和を考慮すること。 

・現地法令、主催者規程等、関連する全ての法令・規則を遵守すること。 

・可能な限り、遠くからジャパンパビリオンとわかるデザインとすること。また、必要に応じて照明を効果的に使用するなど、明るい印象かつ存在感のあるブー

スになるようにし、遠くからもバイヤーを惹きつけるようにすること。 

・展示スペースが広く見えるよう工夫し、適度な開放感を感じられるようにすること。 

・施工・解体期間および高さ制限等に関連する主催者からの正式な通知またはジェトロの求めに従い、随時デザイン等の変更に応じること。 

・動線を考慮し、通路、出品者ブース、共用部分を効率的に配置すること。 

・水道・電気のピットの場所を考慮し、出品者のブースの床上を配管や配線が這うことは可能な限り避けること。分電盤の置き方等も工夫すること。 

・必要となるカーペットや電源・照明・配管・レンタル備品等を含めて設計すること。 

・システム材を活用するなど、可能な限りコストを抑えること。ただし、パネルに何の装飾も加えずにそのまま使用することやシェルスキーム等と同様のデザイ

ンは避けること。 

・会期前に出品者の追加備品を全て反映した全体平面レイアウトを作成すること。 

・企業ブースは現時点での見込みであり、出品申込状況等に応じて共用部分と出品者ブースの小間割合・面積を変更する可能性がある。 

・更地からの装飾とする。 

－全体で約 111.48 ㎡のスペース－ 

【企業ブース】13 小間 

・企業ブース 1 小間あたりの標準装飾・備品は次のとおり（予定）。なお、社名表示板もデザインの対象とする。 

＜必要備品＞ 

社名表示板、鍵付き展示台(1)、椅子(2)、スポットライト(3 灯程度、もしくは同等の明るさを確保)、電源 500W 程度(1) 、ゴミ箱(1)（ビニール袋 20 枚含む）。  

・社名板のデザインは各ブース同一とし、照明を前から当てる、または内照式にするなど目立つものとすること。 

・出品者ブース間の壁面は、通路からある程度間をとることとし、開放感のあるブースとする。 
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・追加備品リストには以下を記載すること。 

テーブル、椅子、展示棚、鍵つき展示台、棚、カタログスタンド、追加コンセント、ゴミ箱、液晶ディスプレイ、DVD プレーヤー、インターネット（有線・無

線）、冷蔵庫、冷凍庫、電子レンジ、電気コンロ、IH クッキングヒーター、電気湯沸しポット、ミネラルウォータータンク、ミネラルウォーター、氷、追加電

源、カードリーダー等 

 

【ジェトロブース】受付、事務局および共用商談スペース・キッチン・倉庫 

・ブースの装飾については、主催者規程を遵守したデザインとすること。詳細は主催者ウェブサイトを参照のこと。 

 http://www.specialityandfinefoodfairs.co.uk/ 

・全て更地からの設計とする。 

① 受付 

・人通りの多いメイン通路に面した場所に設置すること。 

・高級感のあるデザインにし、遠くからも目立つようにすること。 

・受付カウンターは、いろいろな角度から立ち寄れるようにし、受付の位置が分かるようにすること。 

・受付にジェトロ指定のロゴ（JAPAN ロゴ、JETRO 指定ロゴ）及び農林水産省のおいしいロゴを配置すること（別添参照） 

・ジャパンパビリオンのフロアマップを掲示すること。 

＜必要備品＞ 

パンフレットスタンド(1)、ジャパンパビリオンフロアマップ(1)、受付テーブル（裏面鍵付き）(1)、受付用スツール(2)、液晶ディスプレイ(1)、DVD プレーヤー 

(1) ※数量または備品については必要に応じて追加・修正する。 

② 事務局 

・休憩、物置、事務作業等が出来る場所。 

＜必要備品＞ 

作業テーブル（1）、（折りたたみ）椅子（4）、インターネット端末(1)、五段ラック、電源（2）、ゴミ箱、ゴミ袋（会期中毎日取り替える） 

※数量または備品については必要に応じて追加・修正する。 

③ 共用商談スペース 

出展者が必要に応じて来場者等との商談を実施する場所。 

＜必要備品＞ 

作業テーブル（1）、椅子（4）、インターネット端末(1)、電源（1）、ゴミ箱、ゴミ袋（会期中毎日取り替える） 

※数量または備品については必要に応じて追加・修正する。 

④ 共有キッチン 

・出品者が試食提供の下ごしらえ等を行うための簡易な調理スペース。 

・全出品者が行き来しやすい場所に作る。 

＜必要備品＞ 

シンク(1)、作業テーブル(1)、キッチン用ゴミ箱（大）(1)、ゴミ袋（会期中毎日取り替える）、業務用大型冷蔵・冷凍庫(1)、電子レンジ(1)、電源（設備の同時

使用を考慮する）、五段ラック 

※数量または備品については必要に応じて追加・修正する。 

⑤ 倉庫 

・出品物をストックしておくため等のスペース。 

※仕様については別途連絡する。 

 

◆その他注意事項 

・ジェトロのロゴ（JAPAN ロゴ、JETRO ロゴ）及び農林水産省のおいしいロゴを適切に使用したうえで、ジェトロのパビリオンであることが明確なデザインと

し、文字表記は英語とすること（別添参照）。 

・現地施工にかかるブース予算には、水道電気料金、その他施工に係る申請料、パビリオン内清掃、施工用人件費、施工バッジ申請費等の施工諸費及び租税公課

を含む。また、現地における第三者賠償責任保険の付保料金も含める。 
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＜実施設計＞ 

・電気工事などの付帯設計（工事図面制作等） 

・展示物、付属物、自己装飾、追加備品発注、追加設備発注等の図面への書込み 

・素材、資材等の選定 

・電気容量の計算等含む。 

・サンプルの提示含む 

② 施工会社選定用の施工

費予算明細書、設計図

書、仕様書の作成 

【業務内訳・詳細】 

・施工予算明細書、設計図書、仕様書の作成（英語） 

・施工会社提出の積算内容の確認。 

・施工会社選定にかかる設計図書、仕様書への質問に対する回答（英語） 

・施工会社選定にかかる書類の審査（必要な場合） 

【留意事項】 

・施工会社は、受託者より提出された設計図書および仕様書を基に現地で選定する。 

・本業務の受託者およびその関係会社は、現地にて入札予定の施工業務を受託することはできない。 

③ ジャパンパビリオンの

施工監理 

【業務内訳・詳細】 

・調達資材・物品、製作資材に関する施工会社への指示・助言等 

・調達資材・物品、製作資材の検査・検収等 

・施工工程作成に関する施工会社への指示・監理等 

・ジャパンパビリオン設営に際する全体監理・検収・報告等 

・現場での施工開始から会期初日における出品者対応等 

【留意事項】 

・受託者は、施工監理業務のため、施工開始から会期初日の間は必ず会場のアテンドをすること。なお、日本語･英語に堪能であること。 

・主催者施工部門及びジェトロの求めに従い、受託者は随時、設計等の変更に応じること。 

・受託者は、会期前にジャパンパビリオンが設計図書通りに設営されているか、出品企業の追加発注分を含む全ての備品が配置されているかを確認し、ジェトロ

に報告すると共に、施工会社へ指示すること。 

・受託者は、会期初日に随時ジャパンパビリオンを見回り、各ブースに不具合が無いか確認する。 

(4)広報媒体（パビリオンチラシ等）デザイン・完全版下作成･印刷業務 

① パビリオンチラシ版下

作成･印刷 

【業務内訳・詳細】 

・チラシデザインの版下作成  

・出品者からのチラシへの掲載データ（文字情報と写真）の収集、催促、確認、翻訳、デザイン作成、デザイン版下作成、掲載情報の落としこみ、
校正まで、全て受託者が実施すること。 

・チラシデザインの版下は電子媒体にて納品すること。 
 

 ＜仕様（予定）＞ 

・色：フルカラー、言語：英語 

・大きさ、ページ数等：別途連絡する。 

・ジャパンパビリオンのチラシには、a．パビリオンレイアウト図、b．出品者一覧表、c．13 社（予定）の出品物写真を中心に、出品者及び出品物の紹介を掲載

する予定（翻訳は最大日本語 2,000 字程度）。 

・パンフレット作成にあたっては、事前に十分な打合せを行うこと。 

・内容についてはジェトロへの情報共有を徹底し、進捗状況について随時報告すること。 

② フロアマップ版下作成 ・フロアマップのデザイン、版下作成（サイズ：A0 版） 

・フロアマップは受付、通路に面した箇所に掲示する（予定） 

③ 会場内広告版下作成 ・会場内広告（A0 版程度）スペースに広告を掲示する予定。そのデザイン、版下作成。 

-7- 



＜会場レイアウト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ジャパンパビリオン 

（拡大図は次ページ参照） 
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＜ジャパンパビリオン＞ 
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柱 

柱 

※グレー部分は 2階の陰になる部分 



＜レイアウトイメージ＞ ※必要に応じて適宜修正する。 
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＜ロゴイメージ＞ 

 

【JAPANロゴ】 

 

 

 

 

 

 

 

【ジェトロロゴ】 

 

 

 

【おいしいロゴ】 
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