
「令和4年度海外プロモーション企画・実施等業務委託（タイ）」 

プロポーザルの選考結果について（通知） 

 

 

一般社団法人ツーリズムとよたでは、「令和 4 年度海外プロモーション企画・

実施等業務委託（タイ）」に係る書類審査型プロポーザルを実施し、以下のとおり

委託事業者を決定しました。  

  

1 事業の概要  

 

（１）業 務 名  令和４年度 海外プロモーション企画・実施等業務委託（タイ） 

（２）業務の概要  別紙「令和４年度 海外プロモーション企画・実施等業務委託仕様

書（タイ）」のとおり 

（３）履 行 期 限  令和５年３月１７日（金）  

（４）提案限度額  ２，３１０，０００円（消費税込み）  

  

2 スケジュール  

７月２９日（金） 事業実施の公告、公募開始、業務説明資料等の交付開始 

８月  ５日（金） 参加表明書の受付期限・質問の受付期限 

 ８月  ８日（月） 参加資格確認通知書の送付 

８月 ９日（火） 質問の回答期限 

８月１８日（木） 提案書等の提出期限 

８月２５日（木） 審査委員会の実施 

８月２６日（金） 選考結果の通知 

８月２９日（月） 見積徴収 

８月３１日（水） 契約締結  

 

３ 契約の相手方  

事業者名 SWIM Co., Ltd.   

住   所  756/22 Soi Pattanakarn 38, Kwang Suanluang,  

Khet Suanluang, Bangkok 10250 Thailand 

 

４ 選考結果 

SWIM Co., Ltd.                  （３３７点） 特定 

JTA Co., Ltd.                   （２６１点） 

株式会社 mov （２６１点） 



令和４年度 海外プロモーション企画・実施等業務委託仕様書（タイ） 

 本仕様書は、一般社団法人ツーリズムとよた（以下、「甲」という。）が請負付託する「令和

４年度 海外プロモーション企画・実施等業務委託（タイ）」に関して、受注者（以下、「乙」

という。）が実施すべき業務内容について記載したものである。 

１ 目 的 

甲の海外誘客における主なターゲット国であるタイの現地旅行会社等に対し、本市の

観光情報の提供、FIT 向けのプロモーション等を実施することで、本市の認知度向上と  

誘客の促進を図ることを目的とする。 

２ 委託期間 

  契約締結日の翌日から令和５年３月１７日（金） 

３ 委託場所 

  豊田市小坂本町 地内ほか 

４ 業務内容 

  以下の記載事項のほか、別紙企画提案書に記載された全ての業務について、甲と協議を

行いながら、実施していくこと。 

（１）観光セールス拠点の設置及び運営

本市への誘客を促進するため、観光セールス拠点として「レップオフィス」を現地に

設置し、現地旅行会社やメディア等に対する PR 活動等を行う。 

・ 契約締結後、速やかにレップ担当者の職務経験など概要がわかる資料を提出すると

ともに、甲の担当者との顔合わせミーティング（オンライン可）の場を設けること。

また、活動期間中も必要に応じてミーティングを行うこと。

・ 現地旅行会社、メディア、個人旅行者等からの問い合わせ等に対応する窓口業務を

行うこと。

・ 日本政府観光局タイ事務所等、現地関係機関との連携を図ること。

（２）現地旅行会社・メディア等へのセールス活動

ア メールマガジンの作成・配信

・ 使用言語はタイ語とし、現地目線を考慮した上で、現地から本市への誘客につな

げられるよう、本市の観光資源に対する旅行会社・メディア等の認知・興味を

高められるメールマガジンを作成し、配信すること。

・ 配信内容及び原稿案は乙が日本語で提案し、甲乙協議のうえ決定するととともに、

翻訳は現地ネイティブライターによるチェックを行うこと。なお、原稿の作成に

あたって観光地等との連絡・調整等が必要な場合は、甲が対応することとする。



・ 配信先、配信内容、配信時期・回数等は、企画提案書の内容を基本とし、甲乙   

協議の上で決定すること。 

・ 旅行会社、メディア等から写真等の素材の提供を求められた場合は、甲に確認  

した上で相手方に提供すること。 

イ セールスコール 

・ 現地に拠点がある旅行会社等に対し、延べ１０回以上の訪問セールスを実施する

こと（訪問により難い場合は、甲乙協議の上代替の方法により実施）。なお、訪問

にあたっては、事前に甲とセールス内容及びスケジュールを共有し、原則、甲と

のオンラインによる接続を行うこと。 

・ セールスを行う旅行会社は、これまでの甲のセールス実績（「別紙１」を参照）を

踏まえ、新たな現地旅行会社やホールセラー、FIT 向け旅行会社、自社催行の  

ツアーを取り扱っている旅行会社など、甲乙協議の上選定すること。なお、選定

した旅行会社の休業などやむを得ない事情で訪問セールス活動をできない場合は、

新たなセールス先を速やかに提案すること。 

・ セールス活動後は、本市への旅行商品造成の実現に向けたアンケート調査（興味

を持った観光資源、商品造成の意向など）を実施するとともに、電話、電子メー

ル等による積極的なフォローアップを継続すること。なお、アンケート調査の  

内容は、事前に甲と協議して決定すること。 

・ 訪問先として選定した旅行会社に限らず、現地旅行会社やメディア等から観光 

情報に関する問合せや商品造成の相談等があった際は、必要な調整や情報提供等

を行うとともに、対応の内容や回数等を月次のレポートで報告すること。 

  ウ 現地旅行会社との関係を深める取組（企画提案書で提案した場合に実施） 

・ 企画提案書の内容を基本とし、現地旅行会社との関係を深め、本市への旅行商品

の造成の実現が期待できる取組を実施すること。なお、本取組の実施にあたって

は、原則として乙が全ての事務を行うとともに、実施要領に記載する提案限度額

の範囲内で実施するものとする。 

 

（３） FIT向けプロモーションの実施 

現地の実情を踏まえた効果的な手法・内容での情報発信により、甲のホームページや

SNS への誘導を図るとともに、本市への誘客の促進を図ること。 

ア Webメディア・SNS等によるプロモーション 

・ これまでの甲の Web プロモーションの実績（「別紙２」を参照）を踏まえ、新た

な Web メディアの活用を基本とし、FIT への認知の拡大等に寄与するプロモー

ションを実施すること。 

・ 媒体選定及び掲載内容は乙が日本語で提案し、甲乙協議のうえ決定するとととも

に、翻訳にあたっては現地ネイティブライターによるチェックを行うこと。なお、

原稿の作成にあたって観光地等との連絡・調整等が必要な場合は、甲が対応する

こととする。 

・ 掲載の実績（掲載内容、PV 数など）について、報告書に記載すること。 



イ 現地FIT との関係を深める取組（上記ア以外の取組） 

・ 企画提案書の内容を基本とし、現地 FIT の認知・興味を高めて本市への誘客の  

促進が期待できる取組を実施すること。なお、本取組の実施にあたっては、原則

として乙が全ての事務を行うとともに、実施要領に記載する提案限度額の範囲内

で実施するものとする。 

 

（４） 訪日旅行動向等に関する情報収集及び分析 

以下のアからウを含めた現地の最新情報の収集、市場調査等を行い、甲との情報共有

の場を月１回以上設けること。また、その結果を踏まえて、今後の甲の対応の必要性等に

ついて提案すること。 

ア 訪日旅行動向 

・ 現地旅行会社や航空会社等の動向を含み、訪日旅行に関する情報収集及び分析を

行うこと。 

  イ 新型コロナウイルス感染症による入国制限 

・ 現地の新型コロナウイルス感染症の感染状況、入国管理状況等に関する情報を 

収集すること。 

  ウ 参考になる他自治体での取組内容 

・ 今後の取組を検討・実施していく上で参考になる事例等を収集すること。 

 

（５） 観光素材集（多言語版）の更新 

旅行会社へのセールスコールや問合せ対応等に使用する営業ツールとして、現地の 

ニーズ等に応じて加除・充実し、翻訳すること。なお、更新にあたっては、事前に更新の

考え方について甲と協議するとともに、翻訳前に日本語で掲載予定内容を提示すること。

また、素材集に掲載する情報の更新にあたっては、現地ネイティブライターによるチェ

ックを行うこと。 

 

５ 業務実施体制 

  乙は、本業務を遂行する担当者を１名以上選任し、業務を実施するものとする。 

また、各業務の進捗状況等に関するレポートを作成し、月１回以上報告すること。 

 

６ 成果物の提出 

  本業務の成果物として、当該事業の全ての取組実績に関する報告書を電子データで提出

すること。なお、電子データは、Word、Excel 又は Power Point のいずれかの形式及び

PDF ファイルで作成し、甲の指定する方法で提出するものとする。 

 

７ 一括再委託の禁止 

（１）乙は、業務の全部を一括して又はこの仕様書に定める主たる部分を第三者に再委託  

することはできない。 

（２）この業務における「主たる部分」とは、総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び 

技術的判断等をいう。 



（３）乙は、コピーや資料の収集、収集資料の整理、単純な集計、原稿の入力作業、印刷・ 

製本、模型製作、翻訳、参考書籍・文献購入、消耗品購入など当該業務の付随的・補助的

業務にあたらない簡易な業務の再委託に当たっては、甲の承認を必要としない。 

（４）乙は、第２項及び第３項に規定する業務以外の再委託に当たっては、書面により事前

に甲の承認を得なければならない。 

（５）乙は、再委託先に対して本契約における乙の義務と同様の義務を順守させ、その行為

について一切の責任を負う。 

 

８ その他留意事項 

（１）本業務は、甲との⼗分な協議・連絡調整の下で実施すること。 

（２）本業務の実施にあたっては、法令等を遵守すること。 

（３）本業務の実施により知り得た個人情報について、漏洩等の防止、その他の個人情報の

適正な管理のために必要な措置を講じるとともに、本業務以外の目的に使用し、又は  

第三者に提供してはならない。 

（４）本業務により得られた報告書に対する著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利

を含む）は、甲に譲渡すること。 

（５）第三者の著作権及び肖像権並びにその他の権利（以下「第三者の諸権利」という。）を

侵害することがないように業務を実施するとともに、成果品が第三者の諸権利を侵害 

していた場合に生じる問題については、乙が一切の責任を負うこととする。 

（６）乙は、報告書に関する著作権について、納品前に第三者にこれを譲渡し、移転し、   

もしくは担保に供する等の処分をし、又は商標・意匠の出願・登録手続等を行わない  

ものとする。 

（７）本業務は双方⼗分な連絡調整のもとに行うものとし、本仕様書に定めるもののほか  

必要な事項が生じた場会には、その都度協議し決定するものとする。 

（８）甲は、委託期間中いつでも業務実施状況の報告を求めることができる。 

（９）この仕様書に定めのない事項については、甲と協議のうえ決定するものとする。 



これまでのセールス訪問先（タイ）

2019現地セールス 2019造成・送客 2020オンライン商談 2021レップセールス

SBA TRAVEL CO.,LTD 〇 2本 〇

Joyfull Holiday 〇 ‐ ‐

Quality Express Co.,ltd 〇 4本 〇

H.I.S. TOURS CO.,LTD 〇 2本・26名 〇

J Plan Holiday 〇 ‐ ‐

New Toyo 〇 ‐ ‐

World Surprise 〇 1本 ‐

Asahi Travel 〇 6本 ‐

Siam Orchard Group 〇 10本 〇

JTB Thailand 〇 2本 〇

Wendy Tour ‐ 1本・0名 ‐

Brio Travel Co.,ltd ‐ ‐ 〇

Japan View Co.,ltd ‐ ‐ 〇

Jubilee Travel Co.,ltd ‐ ‐ 〇

Abacus Travel Service Co.,ltd ‐ ‐ 〇

SK Royal Co.,ltd ‐ ‐ 〇

Manit Travel Chiangmai ‐ ‐ 〇

Compax World Co.,ltd ‐ ‐ 〇

PKG JOURNEY LINE CO.,LTD 〇

NTT JAPAN VACATION CO.,LTD 〇

セールスを行いません

でした。

別紙①



対象市場 媒体 形式 タイトル 概要 URL 掲載日 掲載内容 実施年度

タイ
Chill Chill Japan

＜Webメディア＞
テキスト

พาชมใบไมเ้ปลีย่นสแีหง่เมอืง โทโย

ตะ จ.ไอจ ิใกลน้าโกยา่ ประทับใจจน

ตอ้งไปซ ้า

取材レビュー記事①
https://chillchilljapan.com/toyota-in-

aichi/
2020/1/7

・王滝渓谷、松平東照宮、香嵐渓、三

州足助屋敷、足助の街並み、猿投温泉
2019年

タイ
Chill Chill Japan

＜Webメディア＞
テキスト

เทีย่ว โอบาระ ใกลน้าโกยา่ ชม

ซากรุะและใบไมเ้ปลีย่นสพีรอ้มกันใน

ฤดกูาลเดยีว

取材レビュー記事②
https://chillchilljapan.com/toyota-in-

aichi-2/
2020/1/8

・小原四季桜、和紙のふるさと工芸

館、小原庵、トヨタ会館、桝塚味噌、

高香園

2019年

タイ
Pantip

＜Webメディア＞
テキスト

รวมภาพทีส่ดุแหง่การชมใบไมเ้ปลีย่น

ส+ีซากรุะในหนึง่ฤดกูาล ทีน่ีท่ีเ่ดยีว

เมอืง Toyota จ.ไอจิ

取材レビュー記事（リライト） https://pantip.com/topic/39612984 2020/2/3

・小原四季桜、和紙のふるさと工芸

館、小原庵、王滝渓谷、松平東照宮、

香嵐渓、足助の街並み、猿投温泉、ト

ヨタ会館、桝塚味噌、高香園

2019年

タイ
Chill Chill Japan

＜Webメディア＞
テキスト

ชีพ้กิัดเทีย่วใกลน้าโกยา่ในหนา้หนาว

 พาชมปีศาจหมิะตระการตาแหง่เมอืง 

โทโยตะ

豊田冬の観光資源紹介
https://chillchilljapan.com/winter-in-

toyota/
2020/8/20

・面ノ木原生林の樹氷、湧水広場の氷

瀑、ブルーベリーのこみち、どんぐり

工房

2020年

タイ
Chill Chill Japan

＜Webメディア＞
テキスト

เทีย่วใกลน้าโกยา่ พักที ่The ninja 

mansion ชมดอกไมพ้รอ้มสนุกกับ

การเก็บบลเูบอรร์ีท่ี ่เมอืง โทโยตะ

ニンジャマンションの紹介
https://chillchilljapan.com/the-ninja-

mansion-in-toyota/
2020/10/5

・ニンジャマンション、上中のしだれ

桃、愛知県緑化センター
2020年

タイ
Japanmase 

＜Youtube＞
動画

เทีย่วเมอืงโตโยตา้ พาไปดซูากรุะ

เดอืน 11 มันมดีว้ยหรอืเนีย่ (Toyota,

 Aichi EP.1)

取材レビュー動画①
https://www.youtube.com/watch?v=7

BaPwVsBpls
2021/1/15

・小原四季桜、香嵐渓、三州足助屋

敷、足助の街並み、足助城、ニンジャ

マンション

2020年

タイ
Japanmase 

＜Youtube＞
動画

พายเรอืพรอ้มปั้นโกเฮโมจ ิเทีย่วเมอืง

โตโยตา้สง่ทา้ย (Toyota, Aichi 

EP.2)

取材レビュー動画②
https://www.youtube.com/watch?v=

GSDJfQqgyfM
2021/1/17

・三河高原アドベンチャー（カ

ヌー）、うなぎの三河、トヨタ会館、

ガーデニングミュージアム花遊庭

2020年

タイ
Chill Chill Japan

＜Webメディア＞
テキスト

【วดิโีอรวีวิ】พาตะลยุเทีย่ว เมอืงโท

โยตะ จังหวัดไอจ ิDAY 1
取材レビュー動画①の紹介

https://chillchilljapan.com/toyota-

review-clip-day-1/
2021/1/9

・小原四季桜、香嵐渓、三州足助屋

敷、足助の街並み、足助城、ニンジャ

マンション

2020年

タイ
Chill Chill Japan

＜Webメディア＞
テキスト

【วดิโีอรวีวิ】พาตะลยุเทีย่ว เมอืงโท

โยตะ จังหวัดไอจ ิDAY 2
取材レビュー動画②の紹介

https://chillchilljapan.com/toyota-

review-clip-day-2/
2021/1/10

・三河高原アドベンチャー（カ

ヌー）、うなぎの三河、トヨタ会館、

ガーデニングミュージアム花遊庭

2020年

タイ向け
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タイ（記事） タイ（動画）

香嵐渓 ◯ ◯

三州足助屋敷 ◯ ◯

小原四季桜 ◯ ◯

足助の街並み ◯ ◯

トヨタ会館 ◯ ◯

和紙のふるさと工芸館 ◯

猿投温泉 ◯

喫茶 堅香子

ニンジャマンション

上中のしだれ桃 ◯

愛知県緑化センター ◯

王滝渓谷 ◯

小原庵 ◯

小渡夢かけ風鈴

足助城 ◯

とよた三河高原アドベンチャー ◯

ガーデニングミュージアム花遊庭 ◯

ちとせ

トヨタ鞍ヶ池記念館

豊田市美術館

満福支店

川見薬師寺

松平東照宮 ◯

桝塚味噌 ◯

高香園 ◯

面ノ木原生林の樹氷 ◯

湧水広場の氷瀑 ◯

ブルーベリーのこみち ◯

どんぐり工房 ◯

うなぎの三河 ◯

うなぎ・じねんじょ　まんまる

挙母祭り
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