
 

「令和 3年度国内リピーター向け神戸観光冊子・WEBページ制作業務」 

事業者募集に関する質問書への回答 

 

 

○質問事項 ⇒回答（赤字） 

項目名 内容 

公募要領 

2.業務目的等 ・神戸市が実施するリピーター獲得キャンペーンとあわせて宿泊施設

のフロントなどで配布する。 

→神戸市で実施される上記キャンペーン概要ですでに決定している

こと（企画重複などの可能性の有無や時期など）があればご教授いた

だきく存じます。 

⇒関西圏＋隣接県を対象に、宿泊施設利用 5,000 円ごとに、次回利用

できる平日限定の施設割引券 1,500円分を配布するキャンペーンとな

ります。 

 

8.応募方法等 

(3)WEB提出物 

-ランディングページ 

-観光コンテンツ紹介部分 

→単一ページ構造の場合は、LPのトップ部分、コンテンツ部分のパー

ツを掲出するということでよろしいでしょうか？ 

⇒お見込みのとおりです。 

 

8.応募方法等 

(3)WEB提出物 

メールおよび 郵送（書留郵便で期限内必着）で担当部署（「 11 ．

問い合わせ先」参照）に 8 部提出すること。 

→基本は郵送または直接提出に伺い、データはメールでもお送りする

という理解でよろしいでしょうか。 

⇒お見込みのとおりです。 

 

8.応募方法等 

(3)WEB提出物 

協力会社につきまして 

弊社主体ですが冊子制作について一部、協力会社と共にコンペに参加

させていただきたく存じます。 

その場合、弊社以外の 2社の会社概要など必要でしょうか？ 

その他必要書類や注意点などがあれば併せてご教授いただけますと

幸いです。 

⇒２社の会社概要を提出願います。なお、契約窓口は１本化し、主と

なる会社を明らかにしていただきますようお願いいたします。 

 



8.応募方法等 

(3)②キ 

WEB ページのデザイン案について、提出用紙サイズは任意でよろしか

ったでしょうか 

⇒任意で結構です。 

 

8.応募方法等 

(3)②キ 

「ウェブページのデザイン案を～」の下に記されているランディング

ページと観光コンテンツ紹介部分ですが、こちらはそれぞれ別ページ

にするという意味でしょうか。 

もしくは、ランディングページ(全体ページイメージ）と観光コンテ

ンツ紹介部分（全体イメージから切り出してわかりやすく表示）とい

う意味でしょうか。 

⇒どちらの提案でも可能とさせていただきます。 

 

8.応募方法等 

(3)②キ 

独立した形で提出の冊子デザイン案は B4 サイズ（見開き状態）でも

可能でしょうか。 

また、デザイン案の提出点数上限はございますでしょうか。  

⇒可能とさせていただきます。点数上限は特に設けておりません。 

 

8.応募方法等 

(3)③ 

冊子制作業務の実績は、最低何種類・最大何種類まで等の規定はござ

いますでしょうか。 

また、冊子実績の実物がないものについて、データがある場合はプリ

ントアウトした書類にて提出してもよろしいでしょうか。 

⇒最大で３種類までとさせていただきます。またプリントアウトした

ものによる書類の提出も可能です。 

 

8.応募方法等 

(4)  

提出方法は、全ての提出書類をスキャンデータにてメールでお送りす

ると同時に原本を郵送にてご提出という認識で相違ございませんで

しょうか。 

また、郵送ではなく期限内にご担当部署へ持参した場合、受付してい

ただけますでしょうか。 

⇒お見込みのとおりです。持参いただく場合は受付させていただきま

す。 

 

10.その他(3) 「英語翻訳内容を確認するための和訳原稿を併せて納品すること」と

ありますが、今回は該当なしという認識で良いでしょうか？ 

⇒該当なしで結構です。 

 

 

 



仕様書 

4.メインターゲ

ット及び各媒体

の想定タッチポ

イント 

WEB ページにつ

いて 

▼仕様書明記分（一部抜粋） 

ページは神戸公式観光サイト「FeelKOBE」内に特集ページとして掲載

するほか、神戸観光局公式 SNS での拡散・広告配信を実施する。 

→SNS での拡散・広告配信運営も事業に含みますでしょうか？ 

⇒拡散・広告配信運営は弊局で実施いたします（事業には含まれませ

ん）。 

 

4.メインターゲ

ット及び各媒体

の想定タッチポ

イント 

WEB ページにつ

いて 

ドメインは下記の特集ページのように www.feel-kobe.jp の傘下に入

るかたちでしょうか。 

https://www.feel-kobe.jp/smartpass/ 

⇒お見込みのとおりです。 

 

4.メインターゲ

ット及び各媒体

の想定タッチポ

イント 

WEB ページにつ

いて 

feel-kobe.jpの傘下になるのであれば、サーバの仕様（OS、バージョ

ン、利用可能なプログラムおよびデータベース、制限等）をご教示い

ただけますでしょうか。 

⇒下記の通りです。 

 

▽ OSとバージョン 

CentOS Linux release 7.9.2009 (Core) 

 

▽ 利用可能プログラム 

・CentOS7 準拠のリポジトリ内のプログラム、バージョンが利用可能 

・データベースは上記リポジトリ内のバージョンの MySQL、PostgreSQL

が利用可能 

・その他 

 crontab：利用可能 

 sudo：利用不可 

 

4.メインターゲ

ット及び各媒体

の想定タッチポ

イント 

関西圏の 20ー40 代の女性： 

神戸には 1 度以上訪問済で、神戸の主要観光スポットについての情報

はある程度知っている。 

旅行においては、食も含めた観光コンテンツの歴史・文化・背景など

に興味を有し、単なる写真映えや流行を追い求めない、自分の価値観

やスタイルを持っている。 

→情報感度の高い関西圏在住の 20 代～40 代女性と理解しております

が、冊子制作において各ターゲット別に切り口を分けるような提案な

https://www.feel-kobe.jp/smartpass/


度も可能でしょうか？ 

例：女子旅、親子旅など（そもそも親子旅などは今回の CP ではコン

セプトが異なりますでしょうか？） 

⇒20‐40 代をターゲットしていますので、親子旅や家族旅でも 20‐

40代女性が含まれているのであれば可能でございます。 

 

5.業務内容 

A.(3)  

「電子書籍用データ」について、ご希望のデータ形式はありますでし

ょうか？ 

ご想定の使用用途がありましたら教えてください。 

⇒EPUB を想定しております。 

 

5.業務内容 

B.(1) 

 単一のランディングページとありますが、サイトマップはどのよう

なものを想定されていますでしょうか？ 

⇒ サイトマップやページデザインなどの具体的な内容や構造は未定

で、委託事業者様と相談の上検討していく予定です。現状は 1～２階

層程度のシンプルな構造のページで、冊子に掲載されているコンテン

ツをスマホで見やすいように編集したデザイン・構造を想定しており

ます。 

 

5.業務内容 

B.(1) 

単一のランディングページを作成する。 

例：プルダウンで表示、ポップアップウィンドウを活用 

→一枚の LP で全部見せると下記懸念事項があげられるかと考えてお

ります。LPの TOPから各観光コンテンツや MAPに遷移するご提案は可

能でしょうか？ 

▼懸念点 

・ページが重たくなり、読み込みスピードが遅くなり離脱につながり

やすい 

・必要な情報を保存・シェアしづらい点→今後の SNS展開などを鑑み。 

・操作性について 

⇒可能とさせていただきます。 

 

5.業務内容 

B.(2) 

WordPress のバージョンをお教えください。 

⇒バージョン 5.6です。 

 

5.業務内容 

B.(2) 

WordPress の設定について、 

どの範囲まで修正できるようにすればよいのかのご想定はあります

でしょうか。 

※情報をアップした後の、 



【営業時間】【料金】【メニュー】などの変更に対応できる範囲で、 

【見出し】【本文】【データ】【写真】の変更を想定しています。 

⇒ そのご認識で結構です。ページでは観光スポットや個店を複数紹

介する予定ですが、その内容が変更となった場合や、追加で紹介すべ

き施設が生じた場合、当局でスムーズに追記・修正できる状態にして

おくことが目的です。デザインやレイアウトなどの変更は想定してお

りません。 

 

5.業務内容 

B.(2) 

CMS の実装指示がございますが、feel-kobe.jpで使用している 

サーバへ弊社環境から接続をさせていただき、データベース等を利用

させていただくことは可能でしょうか。 

⇒可能です。その場合には当局が HP 全体の年間運営を委託している

事業者と調整をしていただきます。 

 

5.業務内容 

B.(3)  

Adobe Illustrator 又はこれに準じたソフトウェアによる加工可能な

データも併せて納品すること。 

→psd データ納品は可能でしょうか？ 

⇒サイト制作にあたり、バナーやロゴ、コラージュ画像などを制作頂

いた場合は、aiファイル、psdファイルなど、当該データの編集に最

適な形式で納品を頂きます。 

 

5.業務内容 

C. 

想定されている観光事業者の具体的な業種をお教えください。 

⇒観光施設、宿泊施設を想定しています。 

 

6.全体運営・掲

載内容 

【冊子ページ構

成】 

観光事業者、観光スポットの掲載数について、想定されているボリュ

ームをお教えください。 

⇒適切と思われる掲載数をご提案願います。 

6.全体運営・掲

載内容 

【WEB ページ構

成】 

「リニューアル予定の神戸公式観光サイトのトップページデザイン

との連続性を保ちつつ」とありますが、トップページリニューアルの

イメージを教えていただけますか？ 

⇒神戸観光局のターゲット層である 20～30 代女性の閲覧を想定した

デザインにリニューアル予定です。現行のトップページから大きく構

成は変わりませんが、「女性雑誌、ライフスタイル誌」のホームペー

ジを参考とし、パステルカラーをメインに優しい色合いになるように

イメージし、フォントやサムネイルなどで、よりお洒落に洗練された

デザインとなる予定です。また、画像はフォトジェニックなものを利

用することで、ターゲット層から興味・関心を持ってもらえるような



イメージとしています。さらに、特集コンテンツや新着のコラム記事

などをトップページでも目立つように掲示することで、回遊性を高め

ます。 

トップページは 4月上旬には完成する予定ですので、当事業でページ

を制作頂く際には、新しいデザインを実際に見ながら作業していただ

けます。 

 

6.全体運営・掲

載内容 

【冊子ページ構

成】 

データ納品後、パンフレットは印刷を予定されているでしょうか。印

刷するとしたら何部を予定されているでしょうか。 

（イラストの露出確認となります。） 

⇒印刷を想定していますが、部数は未定です。著作権・版権はすべて

当方に帰属するため、必要な修正は弊局で行い半永続的な利用を想定

しています。 

 

 


