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2022年度 地域活性化パートナー企画 

「ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション 2023」に係る業務請負先の公募について 

（請負説明会の実施について） 

 

 

 

標記の件について下記のとおり公告する。 

2022年 7月 6日 

                           独立行政法人中小企業基盤整備機構  

  経営支援部長 押田 誠一郎 

    

記 

 

１．実施目的 

「雑貨・日用品」「食品」「観光」の各分野で、商品・サービスの開発や新規顧客開拓に取り組む中

小事業者等（以下「出展者」という）の販路開拓支援を目的とし、以下の内容でハイブリッド型展

示商談会を開催する。本展示商談会では、オンラインを活用することにより出展のハードルを下

げ、これまで展示会に参加できなかった者への出展機会の創出に寄与するとともに、事前事後の

フォローを実施することで、出展者の販路開拓力強化に資することを目的とする。 

また、従来から登録している首都圏の小売・流通業の地域活性化パートナー（以下、「パートナー」

という）だけでなく、今年度、積極的に登録を推進している ECサイト運営関連企業のパートナー

を積極的に誘致し、登録促進によるパートナープラットフォームの強化を目指す。 

 

２．実施概要 

 （１）名称  ：ヒットをねらえ！地域のおすすめセレクション２０２３ 

～ソーシャルグッドな逸品が集う展示会～ 

（２）日程  ：2023年 2月 1日（水曜）午後 搬入・設営 

2023年 2月 2日（木曜）10～18時 

2023年 2月 3日（金曜）10～17時 

※オンライン商談は会期前後の以下の期間実施 

2023年 1月 30日（月）～2月 10日（金） 原則 10～18時（※土日は除く） 

（３）場所  ：虎ノ門ヒルズフォーラム５F ホール A-1・2・3・4  ※757.6 m² 

（４）実施内容：①雑貨・日用品・食品 展示・オンライン商談会 

②観光オンラインアドバイス商談会（商品紹介パネル展示含む） 

 （５）実施形態 

・ 本展示商談会は 2020年度から実施し今年度で 3回目の開催。 

・ 展示はリアル、商談はオンラインで実施するハイブリッド形式の展示商談会。 

具体的には、会場には商品のみを展示、バイヤーのみが来場し、展示商品を確認。各

事務所にいる出展者と、来場バイヤーにてオンライン商談を実施。なお、商談につい

ては、事前申込、調整を原則とするが、当日の商談希望についても臨機応変に対応。 

・ 今年度はより商談機会を拡大するために、会期の前後も商談期間とする。 

・ 観光分野については、商談だけでなく、バイヤーからの商品に対するアドバイスも実

施するが、アドバイスについては、会期中のみの実施とする。 
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３．出展者概要 

（１）対象事業者：中小・小規模事業者 

ただし、「自社商品を持たない卸売業・小売業」及び「みなし大企業」は対象外 

（２）対象テーマ・カテゴリー： 

①テーマ：「ソーシャルグッド」  

「新たな価値」として「SDGs」や「ソーシャルグッド」の観点を加え、地域・社会・環

境に貢献するライフスタイル型の商品・サービス 

②カテゴリー：雑貨、日用品、食品、観光サービス、その他人々の生活に関連する商品 

雑貨・

日用品 

セレクトショップ・百貨店等を想定した生活雑貨、服飾雑貨、伝統工芸品、 

民芸品、その他 

食品 ＜常温＞ 加工食品・調味料、菓子、飲料、酒類（小売用）、サプリメント類 

＜冷蔵（チルド）＞ 生鮮三品（精肉・鮮魚・青果）を除く 

＜冷凍＞ 冷凍食品、アイスクリーム、冷凍デザート類 

※冷凍・冷蔵については、会場に冷蔵・冷凍設備がないため、パッケージのみ、 

または動画等での展示となる 

※原則試食は行わないが、来場者から要望があった場合は、会期後に運営 

事務局からの依頼により、事業者からバイヤーに直接送ることとする 

観光 環境や社会に対し良い影響を与える観光商品・サービス 

（上記の商品・サービス提供に向けて商品力向上や販路開拓等を目指す事業者） 

 

（３）出展者数：120社程度 

        （内訳）雑貨・日用品・食品分野：100社、観光分野：20社 

（４）出展者の募集および選定方法： 

機構配信のメールマガジンやウェブサイト等で広く募集し、運営事務局にて別途定める選定

要領により選定を行うこととする。 

（５）参加費用：無料 

会場間の配送・返送費、（会期後）バイヤーへのサンプル品提供費、オンライン商談に係る

経費などは、事業者負担とする。 

 

４．請負業務の概要（※） 

① 出展者、来場者、会場、中小機構等との各種調整 

（事務局設置、中小機構担当者との定期的な打ち合わせ等） 

② 出展者選定（外部審査員手配、書面審査実施、審査会運営、結果通知等） 

③ 特設 WEBサイトの構築・運営管理（タイトルデザインを含む） 

④ 出展者説明会の実施（出展前支援セミナー等の実施を含む） 

⑤ 来場促進（広報）および商談促進活動 

（バイヤー等への効果的なリーチ（プレスリリース、チラシの作成等）、来場者への商品 

提案等のナビゲートやオンライン商談等への誘導・調整を行う） 

⑥ 商談アレンジ（観光アドバイスの調整を含む） 

⑦ 会場設営 

（展示品搬出入・陳列、WEB会議システム設置、新型コロナウィルス感染拡大防止策等） 

⑧ 展示・商談に係る運営管理 

（展示商談会、オンライン商談当日運営、WEB会議システムバックアップ対応、 

新型コロナウィルス感染拡大防止策等） 

⑨ 来場者とのやり取り（引き合い等）をとりまとめ、出展者に提供 

⑩  出展者および来場者へのアンケート実施および取りまとめ 

⑪  アフターフォローセミナー（ウェビナー）の実施 

⑫  展示商談会実施報告書の作成 

⑬  その他事務局業務として必要な業務 

（※）説明会（詳細は「９．請負説明会 開催日時等」を参照）において、内容の詳細な 

説明を行う。 
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５．競争参加資格 

業務請負先は公募するものとし、以下の条件を付すこととする。 

（１）中小企業基盤整備機構契約事務取扱要領（以下、「要領」という。）第 2条及び第 3条 

の規定に該当する者でないこと。※要領については当機構 HPを参照。 

https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html 

（２）中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程（規程 22第 37号）第 2条に規定する反社

会的勢力に該当する者でないこと。※当機構 HPを参照。 

https://www.smrj.go.jp/org/policy/index.html 

（３）独立行政法人中小企業基盤整備機構令和 2･3･4年度競争参加資格審査において、業種区

分・分類が「役務の提供等（3301広告・宣伝）」、「役務の提供等（3303調査・研究）」又は

（3317その他）に登録された者であること。資格の等級は問わない。 

また、全省庁統一資格において当該資格を有する者は、その資格をもって本件競争に参

加できるものとする。 

※なお、新たに競争参加資格を得ようとする者は、2022 年 7 月 22 日（金）12：00（必着）

までに必要な書類を添えて競争参加資格の申請を行うこと。 

※申請方法、申請書類等は、当機構の「令和 2･3･4年度競争参加資格審査提出要領（物品製

造等）」に基づき作成すること。なお、提出要領、申請方法、申請書類等については、当機

構 Webサイトを参照すること。 

https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/qualification/index.html 

（４）過去 3 年以内に情報管理の不備を理由に中小機構との契約を解除されている者でないこ

と。 

（５）現在、機構の専門家として業務委託契約を締結している者または専門家が役員等に所属す

る法人に該当する者ではないこと。 

（６）請負説明会に参加した者であること（詳細は「９．請負説明会 開催日時等」を参照）。 

（７）より質の高い本企画での展示商談会を遂行するため、共同事業体（当該業務を共同して行

うことを目的として複数の民間事業者により構成された組織をいう。以下同じ。）として参

加することができる。その場合の要件については次のとおりとする。 

① 入札書等の提出時までに共同事業体を結成し､代表者を定め､他の者は構成員として参加

すること。 

② 代表者及び構成員は、中小機構が定める入札参加資格を満たしていること。 

③ 代表者及び構成員は、同一の入札において、他の共同事業体の代表者もしくは構成員と

なることはできない。 

④ 共同事業体結成に関する協定書、又はこれに類する書類を作成すること。 

 

６．請負先選定方法 

（１）本請負業務は一般競争入札 総合評価落札方式にて決定する。 

（２）企画書の評価審査は、本業務に関して設置する「企画評価委員会」が行い、一項目でも「1

点」評価があった場合は落札の対象としない。 

（３）価格評価（入札）において、予定価格（非開示）を超えた場合、評価の対象外とする。 

（４）入札価格について定められた計算式により価格評価点を計算する。 

（５）企画評価点及び価格評価点の合計点のもっとも高い者（1 社）を落札者として決定する。 

  

https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/contract/index.html
https://www.smrj.go.jp/org/info/bid/qualification/index.html
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７．業務請負先選定スケジュール 

請負先募集公告 2022年 7月 6日（水）～7月 19日（火）（計 1４日間） 

請負説明会 2022年 7月 20日（水）15：00～  

（会場）中小機構 9階 9B会議室 

質問書提出期限 2022年 7月 22日（金）12時必着 

質問書回答 2022年 7月 26日（火） 

企画書および入札書 

の提出日期限 

2022年 8月 18日（木）12時必着 

企画評価委員会 2022年 8月 19日（金）13：30～ 

※ 詳細な時間については、機構から事業者に個別に連絡する 

（会場）中小機構 2階 2C会議室 

価格評価 

（入札・開札） 

2022年 8月 22日（月）11：00～  

（会場）中小機構 2階 2L会議室 

請負選考結果通知 2022年 8月 23日（火） 

請負契約締結（予定） 2022年 8月 30日（火） 

 

８．業務請負期間 

契約締結日から 2023年 3月 31日（金）まで 

 

９．請負説明会 開催日時等 

 日時：2022年 7月 20日（水）15時 

 場所：中小機構 本部 9階  9B会議室 

    ※請負説明会への参加登録について 

参加人数の確認のため、説明会に参加希望の場合は、下記の担当者まで、e-mailにて、

①社名、②参加人数、③担当者氏名・所属部署名・役職名を明記のうえ、2022年 7 月

19日（火）17:00までにご連絡ください。 

なお、参加予定人数が多数の場合、参加人数を制限させていただく場合がありますの

で、あらかじめご了承ください。 

   ※説明会場内ではマスクの着用をお願いします。 

   ※受付に際して会場入室前に、非接触型体温計を用いて体温測定を行わせていただきます。 

     その結果、37.5 度以上の方については、入室をご遠慮いただきますのでご了承くださ

い。 

 

１０．その他 

 企画評価委員会(プレゼンテーション)の内容・日程・提出書類等の詳細については、請負説明

会において説明する。 

 

【本件に関する問合せ・連絡先】 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構（略称：中小機構） 

経営支援部 企業支援課 （担当：平本、狩野、坂口） 

E-mail：renkei@smrj.go.jp 

ＴＥＬ：03-5470-1524（直通） 

〒105-8453 東京都港区虎ノ門 3-5-1 虎ノ門 37森ビル 5階 

  

この公募に関する掲載期間は、2022年 7月 6日（水）から 19日（火）までとする。 


