「平成31年度ベトナム宮城県産品マーケティング支援事業」に関する質問回答
令和元年5月13日
№
1

2

掲載
項番
ページ
企画提案 第２ 応募資格等 ２
募集要領
P2

企画提案 第２ 応募資格等 ２
募集要領
P2

内容

回答

再委託事業者が海外法人事業者であった場合は，再 お見込みのとおり。
委託先事業者にとって上記１は資格要件ではない，と
いうことでよろしいか。

再委託についての項目があるが，再委託先への発注 制限はありません。
金額について制限があるのか教えて欲しい。

3

仕様書
P1

５ 日系ショッピングモール イオンモールビンズオンキャナリーで「Miyagi Shop」を 設置及び設置場所は決定しています。
運営企業との連絡調整
設置し実施するとあるが，事業者が設置の交渉から始
めるのか，それとも設置することが決定しているのか。

4

仕様書
P1

５ 日系ショッピングモール 日本のイオン側と「Miyagi Shop」設置の交渉が必要に 日本のイオン側と設置の交渉は必要ありません。
運営企業との連絡調整
なるか。仮に必要になる場合は，日本の責任者や担当
者などを紹介していただくことが可能か。

5

仕様書
P1

５ 日系ショッピングモール AEONMALL VIETNAM Co.,Ltd.及 び AEON
選定委員会により決定された業務委託候補者にのみ
運営企業との連絡調整
VIETNAM Co.,Ltd.の責任者や担当者などを紹介して 紹介が可能となります。なお，本業務で知り得た事項
いただくことが可能か。
については，絶対に第三者等へ漏らさないよう注意願
います。

6

仕様書
P1

５ 日系ショッピングモール 昨年度に「Miyagi Shop」でかかった経費が，今年度の 実施場所が変更になったことから賃料は変更となりま
運営企業との連絡調整
イオンモールビンズオンキャナリーで実施時も同様と した。賃料についてはNo19を参照願います。なお，そ
見積もればよいのか，それとも増減があるか。
の他ブース運営に係る他費用（プロモーション費用等）
については，企画提案募集要領の記載に基づき，事
業効果が最大限発揮できるよう提案者で提案願いま
す。

7

仕様書
P2

６ 委託業務の内容等 （２） 宮城県産品の販路拡大を図るとあるが，「Miyagi
本事業内及び本事業予算により実施する場合は県主
Shop」の取扱品目が100品目以上で商品の選定につ 催として開催が可能となります。
いては選定会開催などにより，共催での説明会など宮
城県と合同で行うことが可能か。

8

仕様書
P2

６ 委託業務の内容等 （２） 現実的に50品目以上を昨年度と変更するのは至難だ お見込みのとおり。ただし，目標達成のために創意工
と考えているが，ベトナムの輸入制度などを加味した 夫を凝らした取組を実施するよう努力願います。なお，
上での努力目標に近いと考えてよろしいか。
テストマーケティングを希望する商品のベトナム国内で
の食品安全法等の手続きに要する費用は実績に応じ
て精算を行います（仕様書P3 委託業務の内容等（６）
ハを参照）。

9

仕様書
P2

６ 委託業務の内容等 （２） 品目としては食品や工芸品など，どこまで含めるのが
妥当か。

10

仕様書
P3

６ 委託業務の内容等 （３） 輸出時には仙台港，もしくは仙台空港を遵守とある
可能な限り仙台港及び仙台空港で通関を行うことがで
が，仙台空港で通関を切れる業者と連携ができない場 きる業者との連携を前提に提案願います。
合，仙台空港以外の空港を使用するということになる
が，その前提で計画書を申請しても構わないのか教え
て欲しい。

11

仕様書
P3

６ 委託業務の内容等 （４） 県内事業者との販売委託契約とあるが，販売は買い
取りではないということでよろしいか。

加工食品や工芸品等を想定していますが，企画提案
募集要領の記載に基づき，提案者で事業効果が最大
限発揮できるよう提案願います。

お見込みのとおり。対象商品の提供に係る経費は県
内事業者の負担となります。

12

仕様書
P3

６ 委託業務の内容等 （４） 委託契約の場合，現地での廃棄など廃棄料がかかる 廃棄料については本事業内で負担となります。なお，
場合などが問題になるケースがあるが，本事業ではど 委託契約書の雛形については，県と協議の上，作成
のようにしていたのか。また，委託契約書の雛形など昨 願います。
年のものを踏襲できるのか，踏襲できないとしても雛形
があるのか教えて欲しい。

13

仕様書
P3

６ 委託業務の内容等 （５） 「ベトナム宮城県産品マーケティングサポート補助金 「ベトナム宮城県産品マーケティングサポート補助金
事業」に係る調整とあるが，証明書発行等業務とは具 事業」は，本事業及び「ベトナム和食レストラン等
体的には何を指しているのか教えて欲しい。
『Miyagi Week』事業（公募予定）」の参加企業等を対
象に，渡航費，通訳雇用費及び翻訳費等，県が認め
た事項について，費用の一部を助成する事業です。な
お，補助金事業に係る調整とは，上記２事業の参加有
無及び事業遂行能力等について，本事業の受託者が
証明書を発行することを想定しております。

14

仕様書
P3

６ 委託業務の内容等 （６） 現地での食品販売に必要な手続に関する業務とある お見込みのとおり。必要な経費については仕様書６
が，現地商社がFDA登録などをすると仮定している
（６）ハに記載をご確認願います。
が，そういった手続きにかかる費用もこちらの事業から
支出するのか。

15

仕様書
P3

６ 委託業務の内容等 （６） FDAなどへの新規登録費用がいくらなのか。また昨年 ベトナム国内において支出する費用については適切
度と同様の商品を取り扱う場合に，更新料が必要にな な機関にご確認願います。なお，他事業者が実施した
るか。仮にその場合はいくらになるのか昨年度の実績 事業内容や経費については開示が不可となります。
があれば教えて欲しい。

16

仕様書
P4

６ 委託業務の内容等 （８） ブースの運営にかかる項目で現地に駐在員を置く必
要があるのか，毎日いなければならないのか，昨年度
の実績を基に教えて欲しい。また，現地の会社などに
委託することが可能なのか教えて欲しい。仮に委託が
認められる場合は，過去の実績を基にブース設置業
者や販売員の派遣業者などの会社情報や経費などを
教えていただけるか。

ブース運営に当たっては，開催期間中常駐できる体
制を整備する必要があり，現地の会社に委託も可能で
す。なお，他事業者が実施した事業内容や経費につ
いては開示が不可となります。

17

仕様書
P4

６ 委託業務の内容等 （８） 販売員は現地人になると想定しているが，研修教育を 現地での研修を想定していますが，企画提案募集要
実施とあるが，どの程度のものを想定しているか。日本 領の記載に基づき，提案者で事業効果が最大限発揮
での研修なども含まれるのか。
できるよう提案断願います。

18

仕様書
P4

６ 委託業務の内容等 （８） SNS等を活用したマーケティング及びPRの実施とある 昨年度は県公式のＳＮＳを用いて情報発信を実施しま
が，昨年度に活用していた業者を活用する必要がある した，企画提案募集要領の記載に基づき，提案者で
か。仮にそうだとして紹介いただくことができるのか教 事業効果が最大限発揮できるよう提案断願います。
えて欲しい。

19

仕様書
P4

６ 委託業務の内容等 （８）

20

仕様書
P5

６ 委託業務の内容等 （９） 同店以外の店舗におけるテストマーケティングの実施 小売店を想定していますが，レストラン等も可能です。
とあるが，小売店を想定しての同様のShop設置を想定 企画提案募集要領の記載に基づき，提案者で事業効
しているのか。また，レストランなどの飲食店でのテスト 果が最大限発揮できるよう提案断願います。
マーケティングの実施でも可能なのか教えて欲しい。

21

仕様書
P5

６ 委託業務の内容等 （９） 同店以外の店舗における日数としては，どの程度を想 企画提案募集に設定された予算額に基づき，提案者
定しているのか。
で可能な日程を提案願います。

22

仕様書
P5

６ 委託業務の内容等 （10） アンケートを実施とあるが，内容として昨年度のアン
選定委員会により決定された業務委託候補者にのみ
ケート情報を開示いただき，参考にできるのか。また， 開示が可能となります。内容については県と協議の
その内容については，宮城県と協議の上で決定する 上，決定します。
のか教えて欲しい。

「Miyagi Shop」の設置について，設置場所となるイオ ご質問の件につきましては宮城県経済商工観光部
ンモールビンズオンキャナリーのスペース賃料はいくら アジアプロモーション課の担当者に連絡いただければ
になるか。
個別に回答いたします。なお，今回知り得た事項につ
いては，絶対に第三者等へ漏らさないよう注意願いま
す。

23

仕様書
P6

６ 委託業務の内容等 （10） 宮城県が別に実施するベトナム事業との連携とある
本県が実施する他のベトナム業務については，当課の
が，具体的にはどのように行うことを想定しているのか ホームページを参照の上（昨年度事業になります），県
教えて欲しい。
産品のさらなる販路拡大につながる連携を提案者で
提案願います。

24

仕様書
P6

６ 委託業務の内容等 （10） アウトプットについて目標設定とあるが，目標を達成す ペナルティーは発生しませんが，達成に向けて事業に
ることがもちろんだが，実施後に下回った場合にペナ 取り組むよう願います。
ルティーなどがあるのか。同様にアウトカムについて，
下回った場合にペナルティーが発生するのか。

25

様式集

様式第２・３号

企画提案参加申込書及び企画提案応募条件に係る 5月以降に提出する際は，「令和元年」標記となりま
宣誓書について，右上の記載日記入欄に「平成」とあ す。
るが，5月に提出する場合は，「令和元年，1年，2019
年」等，記載方法はどのようになるか。

26

その他

昨年度実績

平成30年度は，イオンモールタンフーセラドンを実施 昨年度，本事業で実施したFacebook「Miyagi Shop」を
場所として開催しているが，取扱商品や企業の具体的 ご覧ください。
な情報を教えて欲しい。

27

その他

昨年度実績

イオンモールタンフーセラドンで実施時の賃貸料や装 他事業者が実施した事業内容や経費については開示
飾費, その他費用など， 「Miyagi Shop」でかかった経 が不可となります。なお，オンモールビンズオンキャナ
費の一覧と内訳を開示いただけるか。
リーのスペース賃料についてはNo19を参照願います。

28

その他

昨年度実績

昨年度の商品別の売上高や販売数量などの情報をい 個別の企業に関する情報については開示が不可とな
ただくことが可能か。
ります。

29

その他

昨年度実績

昨年度の実績ベースで，本事業の日本と現地のプレ 他事業者が実施した事業内容や経費については開示
イヤーを教えていただくことは可能か。付随して，物流 が不可となります。
業者なども可能か。

30

その他

昨年度実績

今年度も同様の現地商社などを通じて行うことがス
他事業者が実施した事業内容や経費については開示
ムーズに事業を回すことになると考えているが，昨年 が不可となります。
度活用した国内商社，輸入業者や現地商社などをご
紹介いただくことが可能か。

31

その他

昨年度実績

ベトナムでのテストマーケティングを希望する県内事業 選定委員会により決定された業務委託候補者にのみ
者の洗い出し及び働きかけの際に，昨年度の参加企 紹介が可能となります。なお，本業務で知り得た事項
業情報などご提供いただけるのか教えて欲しい。
については，絶対に第三者等へ漏らさないよう注意願
います。

32

その他

昨年度実績

同店までの複合一貫輸送及び輸出入通関等の業務 他事業者が実施した事業内容や経費については開示
の実施，ベトナムの食品安全法等の手続 に要する費 が不可となります。
用の負担と項目あるが，この周りはイオンとの綿密な調
整が必要になると想定している。費用についての昨年
度の実績があれば開示いただけるのか。

