
ポーター賞イベント仕様書 

 

１．事業概要 

 

（１）名称：ポーター賞イベント 

主催者：国立大学法人一橋大学 大学院経営管理研究科 国際企業戦略専攻（以下 ICS） 

2018年 12月 6日（木）に一橋講堂にて開催し、次の３つにより構成される。 

ポーター賞クラブ 

立食ランチ 

競争力カンファレンス 

（２）概要、目的 

ポーター賞クラブ 過去のポーター賞受賞企業がメンバーとなる。 

受賞企業同士がコミュニケーションを図ることにより、さらなる

イノベーションを起こす機会を与える。 

企業経営者と一橋ＩＣＳファカルティが実践的な情報交換を行

い、一橋ＩＣＳと企業との関係強化を図る。 

立食ランチ ポーター賞クラブメンバーと本年度受賞企業が参加する。 

参加者同士の親睦を図る。 

競争力カンファレンス 一橋ＩＣＳ関係者、ポーター賞関係者、マスコミ、研究者等のイ

ンフルエンサー、及び一般公募による参加者を招待する。 

ポーター賞受賞式の他、受賞企業の紹介、企業戦略をテーマとし

たイベントを実施し、イノベーションを起こすためのヒントを与

える。 

一橋ＩＣＳに対する参加者のエンゲージメントを高めるととも

に、マスコミに対してポーター賞及び受賞企業を広報する機会と

する。 

 

２．日時、会場 

 

2018年 12月 6日（木）  9：30～17:00  一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋 2-1-2） 

一橋講堂は前日の午後から使用可能で、当日 19時までに撤去を完了させる。 

一橋講堂内の各会議室の使用予定は以下の通り。 

会議室 使途 

中会議場 2・3・4 
ポーター賞クラブ会場 

カンファレンスのブレイクタイムでの受賞企業展示会場 

特別会議室 101・102・103 立食ランチ会場 

一橋講堂 カンファレンス会場 

貴賓室、会議室 202・203 控室（登壇者、受賞企業、主催者） 

中会議場 1 予備 

準備室 予備 

 

  



３．委託業務内容 

 

委託業務の内容は、ポーター賞イベントの企画、管理、運営、事後作業であり、概ね以下のようになる。

なお、必要に応じ本学から変更等を指示することがある。 

1 進行演出企画の提案 

2 事前打ち合わせ 

3 運用マニュアル、進行台本の作成 

4 会場設営、及び原状復帰 

5 装飾・バックパネル・サインなど施工全般 

6 照明・音響・映像・登壇者管理などイベント演出・進行管理全般 

7 受付・誘導、受付リスト作成 

8 配布物の印刷およびセット、胸章の作成 

9 同時通訳手配・指示・管理、同通レシーバー等機器の管理 

10 競争力カンファレンスのＭＣの手配 

11 料飲食の管理 

12 記録 

13 報告書作成 

 

 

  



４．イベントの内容、及び提案書作成要件 

 

（１）ポーター賞クラブ 

 

ａ．プログラム 

9:30 受付開始 

 開始までスライドショー 

10:00 開始 

主催者挨拶 

10;05 講演 

11:20 ディスカッション 

11:35 ラップアップ 

11:50 閉会のあいさつ 

11;55 記念撮影 

立食ランチへの案内 

※登壇者は未定 

 

ｂ．想定参加人数 

主催者：4名 

メインテーブル：30名 

オブザーバー ：30名 

 

ｃ．運用要件 

・ メインテーブル、主催者席に卓上席札（紙製）を配置 

・ 各プログラムでスライドを使用する 

・ 各テーブルにミネラルウォーター、着席時コーヒーサーブ 

・ 配布物：式次第、座席表、他 

・ 入口に「ポーター賞クラブパネル」を掲出 

・ 主催者席、及びメインテーブルに卓上マイクを設置（併せて 20本程度） 

・ 受付では、名刺をいただき、リストで確認する。 

 

ｄ．主催者手配 

・ スライドショーのスライド 

・ 飲料（ミネラルウォーター、コーヒー） 

・ ポーター賞クラブパネル＆イーゼル 

 

ｅ．提案書に記載する事項 

提案書には、ここに挙げている項目以外のも必要と判断される内容を記載する。以下同じ 

・ スタッフ体制（担当、人数） 

・ 受付、誘導計画（ほとんどの参加者が立食ランチに参加することに留意） 

・ 会場レイアウト（中央にメインテーブルを配置し、オブザーバー席を背後に配置） 

・ 同時通訳用のレシーバーは、一橋講堂に備えてあるものを利用するが、不具合が生じる可能性を

考慮し、予備として一定数を提案に含める。 

  



（２）立食ランチ 

 

ａ．プログラム 

プログラム 登壇者 

11:30 受付開始  

12:00 開場 

乾杯、開宴 

 

一橋 ICS一條教授 

12:45 中締め 

カンファレンスへの案内 

未定 

 

ｂ．想定参加人数：80名（ポーター賞クラブメンバー、本年度受賞企業、主催者） 

 

ｃ．運用要件 

・ 受付では、名刺をいただく。 

・ BGMを流す 

・ 卓上花を配置 

・ 参加者は名札（ケース入り名刺）を着用 

 

ｄ．主催者手配 

・ ケータリング 

・ 会場設営（ケータリング業者が行う） 

・ 花の手配 

 

ｅ．進行・運営計画に記載する事項 

・ スタッフ体制（担当、人数） 

・ 受付方法（ほとんどの参加者がポーター賞クラブからとなり、その他に、受賞企業、ポーター賞

クラブメンバーで立食ランチからの参加者がいることに留意） 

・ 会場レイアウト 

 

  



（３）競争力カンファレンス 

 

ａ．プログラム、想定参加人数 

プログラム 登壇者 

12:30 受付開始  

13:00 開会 

主催者挨拶 

 

ICS一條教授 

13:05 協賛社挨拶（2社）  

13:15 ビデオメッセージ  

13:30 受賞式 プレゼンテーター：未定 

13:45 受賞企業インタビュー 未定 

14:45 ブレイクセッション 

（中会議室 2・3 において受賞企業

展示、及び飲料提供） 

 

15:15 講演 未定 

16:15 閉会挨拶 未定 

 閉会後、受賞企業の記念撮影  

 

ｂ．想定参加人数：400名 

過年度受賞企業 50   学生 60 

本年度受賞企業 50  一般公募 100 

協賛・協力企業 40  マスコミ関係 20 

ICS招待者 80    

 

ｃ．運用要件 

・ スタッフ体制（担当、人数） 

・ 一橋講堂 1階入口前に誘導看板を設置 

・ 2階入口にバナー掲示 

・ ステージ上にバックパネルを設置 

・ 同時通訳使用 

・ 各プログラムでスライドを使用 

・ 配布物：式次第、受賞理由（クリアファイルに入れる） 

・ 登壇者に胸章 

・ ブレイクセッションの会場では、企業展示の他、飲料を提供 

・ 企業展示スペースは、各社概ね 2m×2m 

・ 登壇者用に飲料を配置 

・ 檀上に装花を配置 

・ 受付では、名刺をいただく。招待状の事前送付は行わない。 

 

ｄ．主催者手配 

・ 2階入口掲示バナー 

・ ブレイクの飲料 

・ クリアファイル 

・ 飲料（登壇者用、ブレイクセッション用） 

・ 装花 

  



 

ｅ．進行・運営計画に記載する事項 

・ ステージレイアウト 

・ バックパネル（H2,700×W2,700）のデザイン。 

デザインにはポーター賞のロゴを組み入れる。 

来場者に注目され、また、記録映像・写真にポーター賞、主催者、協賛企業のロゴが映り込

む機会が多くなるよう、デザイン、設置位置を調整する。 

・ 会場レイアウト（次の席を確保する） 

…… 登壇者席（12）、主催者席（10）、プレス席（20）、カメラ席（20）、 

ムービーカメラ席（センター最後部 3列）、学生席（下手最後部 60） 

・ 登壇者誘導計画 

・ スタッフ体制（担当、人数） 

・ 受付方法 

・ 来場者誘導計画 

・ 場内撮影者管理方法（プレス、受賞企業広報担当者） 

・ 企業展示会場のレイアウト 

・ 1階入口前誘導看板のデザイン（H2,400×W900、ポーター賞、ICSのロゴを入れる） 

・ 災害その他非常時の対応 

・ 同時通訳用のレシーバーは、一橋講堂に備えてあるものを利用するが、不具合が生じる可能性を

考慮し、予備として一定数を提案に含める。 

 

 

  



５．運営スタッフ 

 

これまでの経験から、運営スタッフは以下の体制を想定している。これを参考に、必要十分な体制を提

案すること。 

 

（１）演出進行スタッフ 

チーフディレクター 1名 演出サポート及び MCへの指示 

ディレクター  チーフディレクターの補助 

ポーター賞クラブ担当 1名  

競争力カンファレンス担当 1名  

アシスタントディレクター  ディレクター等の指示に従い、進行に関す

る各種補助 

競争力カンファレンス司会付 1名  

競争力カンファレンス登壇者誘導担当 1名  

競争力カンファレンスタイムキーパー 1名  

競争力カンファレンス MC 1名  

（２）運営スタッフ 

総括ディレクター 1名 事業全体を総括する。 

運営ディレクター 1名 本事業の運営を監督する。 

運営アシスタントディレクター  運営ディレクターの監督の下、スタッフを

指揮する。 

受付総括 1名  

ポーター賞クラブ受付 2名 立食ランチ受付、企業展示担当を兼ねる 

競争力カンファレンス受付 8名 内 1名は英語対応可、2名は登壇者対応 

誘導・案内総括 1名  

誘導・案内スタッフ 6名  

（３）映像関係 

チーフオペレーター 1名  

サブオペレーター 2名  

（４）照明関係 

チーフオペレーター 1名  

サブオペレーター 1名  

（５）音響関係・同時通訳システム 

チーフエンジニア 2名  

アシスタントエンジニア 2名  

（６）記録撮影関係 

チーフオペレーター 1名  

サブオペレーター 1名  

スチールカメラマン 1名  

ムービーカメラマン 1名  

カメラ・アシスタント 1名  

 

  



６．記録作成、報告書作成 

 

本事業の音声・映像・写真を記録し提出する。 

実施報告書を作成し納品する。 

 

（１）納品形態 

記録 ・ 音声：データ 

・ 映像：DVD 

・ 写真：フォトアルバム及びデータ 

報告書 ・ A4サイズの用紙にプリントアウトし、簡易製本したもの 

・ PDFデータ 

（２）納品期限：2019年 1月 31日 

 

  



７．提案書提出要項 

 

提案書提出は、一橋大学大学院経営管理研究科国際企業戦略専攻主催「ポーター賞」関連事業実施に関

する業務を行う受注業者を選定するために求めるものである。本学が必要としている物品、役務等の内容

については、本仕様書で説明しているので、提案書提出者は、仕様書に提示されている事項について十分

留意し、以下の提案書作成要項に従って提案書を作成し提出すること。 

 

（１）提案書記述項目 

 本仕様書「４．イベントの内容、および提案書作成要件」に提示している各項目内容を要件とし、その

対応を具体的に提案すること。 

（２）使用言語、書式など 

・日本語とすること。 

・Ａ４判、縦、横書き、左とじ、印刷を原則とすること。 

（図表等については、必要に応じてＡ４判横置きの形式も可とする。） 

（３）体裁 

  ・冊子体で提出すること。 

  ・提出するすべての冊子に、案件名、会社名を明記すること。 

  ・提案書には、次の項目を明記及び押印すること。 

① 住所 

② 会社名 

③ 社印 

④ 代表者名 

⑤ 代表社員 

（４）留意事項 

 ・単に「できます」、「有ります」などのみの提案では、評価に支障をきたすので、提案書が本仕様書の要

求要件をどのように満たすか、あるいはどのように実現するかを要求要件ごとに具体的かつ、わかりや

すく資料等を添付するなどして説明すること。 

 ・記載内容が不明確である場合は、有効な提案書としてみなさない。特に審査するに当たって、提案の根

拠が不明確、説明が不十分で技術審査に重大な支障があると本学が判断した場合は、要求要件を満たし

ていないものとみなす。 

・必要に応じてヒアリングあるいはデモンストレーションなどを要求した場合は、真摯に対応すること。 

 ・提案書の提出。業務の実施の過程において知りえた案件に関する一切の情報に対して、故意または過失

に関わらず、本学の許可なく第三者に開示しないこと。 

 ・提案書作成に要する費用負担は行わない。 

 ・提案書は返却しない。 

 

  



８．技術審査 

 

（１）技術審査の方法 

 当仕様書に示した内容について、仕様を満たす提案がなされているかどうかを評価する。この審査の結

果、発注が可能と判断できた提案者を技術審査通過者とする。 

（２）提案内容のヒアリング 

 必要に応じ、」提出を受けた提案書について、指定した日時にヒアリングを実施する場合がある。 

（３）異議申し立て 

 技術審査結果に対する異議申し立ては一切認めない。 

 

 

９．提案書等の提出先 

 

（１）提出先 

  一橋大学 財務部経理調達課契約係 

  〒186-8601 東京都国立市中２丁目１番地 

  電話番号 042-580-8077 

（２）提出期限 

  平成 30年 10月 5日 

  提出期限内に提出のなかったものは、技術審査の対象としない。 

（３）提出部数 

  紙媒体で 5部 

（４）問い合わせ窓口 

問い合わせは下記の電子メール宛に送信すること。電話、FAXは受け付けない。 

一橋大学財務部経理調達課契約係 

電子メール：acc-sk.g@dm.hit-u.ac.jp 

（５）問い合わせ方法と期限 

 ・上記の電子メール宛に、社名、部課名、担当者名、連絡先等を明記の上、送信すること。 

 ・期限は平成 30年 9月 28日（金）15：00までとする。 

（６）問い合わせへ回答 

  問い合わせがあった場合の回答は、平成 30年 10月 2日（火）までに本学ホームページ上「一般競争入

札情報」にて公開する。 

URL  http://www.hit-u.ac.jp/zaimu/kyoso/index.html 

 

 

１０．その他 

 

（１）案件を遂行する上で、役務内容、仕様もしくは条件に疑問点や変更が生じた場合、または仕様書に記

載のない内容については、直ちに受注業者と本学で協議し、解決に向けて最善の努力を行うこと。 

（２）業務の実施に必要十分な数量により提案を行うこと。ただし、業務実施の状況や会場の備品との兼ね

合い等により、不要となる機材等が生じた場合、実際に用いた数量により請求を行うこと。 

（３）仕様書及び提案書に記載のない事項で、業務を実施する上で急遽発生した会場側の機材トラブル等に

よる追加手配が必要となる場合、直ちに受注業者と本学で協議し、必要に応じた対応を行うこと。 

 

以上 
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