
令和４年１０月７日 

各 位 

オンライン表彰式の実施等の業務に関する入札 

 

オンラインイベント実施の業務に係る一般競争入札を行います。 

発注する内容は下記のとおりです。内容をご確認の上、見積書をご提出ください。 

■ 入札概要 

委託内容 

１．インターネット中継放送スタッフ（配信スタッフ及び撮影スタッフ）及び機器を 

手配・配置し、YouTube ライブを使用して表彰式をストリーミング配信すること。 

※Zoom を使用して弁理士会館と受賞者での双方向通信あり。 

■（参考）昨年度表彰式の様子 

https://www.youtube.com/watch?v=pDRpwpe2oes 

２．表彰式の放送終了後、その配信映像をDVDに格納し納品すること。 

３．表彰式当日とは別日に事前にリハーサルを実施すること。 

４．表彰式にて配信する動画データ（受賞者が録画したプレゼン動画）の編集（明るさ、音量調整、テロップ挿

入、冒頭に賞の名称を入れる等）を行い、当会の確認を経て完成させる。また、編集済みの動画データは

DVD に格納し納品すること。 

表彰式 

日時・会

場 

日時：令和５年２月１６日（木）１５：００～１６：００（予定） 

会場：弁理士会館（東京都千代田区霞が関３－４－２）からライブ配信 

方式：YouTubeを使用したストリーミング配信。一部Zoomを使用し、遠隔地にいる受賞者と会場をつな

いで双方向でのやりとり有り。 

会場出席者：計１０名程度を想定 

納品物 

および 

納 期 

◆納品物 

（１）編集済みの受賞者収録動画データを保存したＤＶＤ 

（２）ライブ配信した表彰式動画データを保存したＤＶＤ 

◆納期 

（1）令和５年２月９日（木）※表彰式に先立って納品していただきます。 

(2）令和５年３月３日（金） 

納品場所 日本弁理士会 経営・支援室（東京倶楽部ビルディング 14階） 

見積書 

提出 

◆提出期限：令和４年１０月２１日（金）正午まで 

※「会社概要」、「過去３年間の類似事業の実績（受注件数及び代表的な事例）」、「運営体制表」をご提出くださ

い。受賞者が収録した動画の編集は１本あたりの単価を明記してください。 

（昨年度実績：５分×２本、３分×９本 計１1本） 

また、オンライン実施に関して提案がある場合は、内容を記載した書類を提出してください。見積書は提案に

かかる金額を明記し、採用した場合とそうでない場合の総額がわかるように作成してください。 

※照明設備費用を加えた金額で作成ください。 

◆提出方法：katsuyou-hyousyou@jpaa.or.jp 宛に 

メール添付で提出してください（期限厳守）  

予定 １１月中旬頃落札者決定、各社へ通知 

注意事項 

１．グループ会社を含め、他社へ再委託する場合は、入札に参加できません。 

２．落札業者が、当会と新規のお取引になる場合は、反社会的勢力との関係がないことを示す誓約書をご提

出いただきます。 

３．総合評価落札方式で決定します。入札結果に関するお問合せには応じられませんので、ご了承くださ

い。 

４．落札業者には、添付の仕様書の内容に沿って業務を履行いただきます。 

添付資料 

・表彰式プログラム（予定） 

・知的財産活用表彰 チラシ 

・業者評価表 

・仕様書 

■担当者：日本弁理士会経営・支援室 青木、柴田 東京都千代田区霞が関3-2-6東京倶楽部ビル 14階 

 電話： ０３－３５１９－２７０９(直)、e-mail：katsuyou-hyousyou@jpaa.or.jp      

https://www.youtube.com/watch?v=pDRpwpe2oes


「第９回知的財産活用表彰」 オンライン表彰式 
 

日  時：令和５年２月１６日（木）１５：００～１６：００ 

場  所：弁理士会館（YouTube ライブによるオンライン配信） 

後  援：経済産業省、特許庁、（一財）知的資産活用センター（予定） 

     ※経済産業省の「知的資産経営ＷＥＥＫ」の一環として実施予定 

概  要： 発明、営業秘密保護、ブランド、デザイン、標準化等を上手く活用して、知的資産

経営に積極的に取り組む中小企業、それらを支援する金融機関やシステムツールの

開発者や販売者などのサービス支援企業を表彰します。 

日本弁理士会知的財産経営センターが企画・運営し、知的財産活用大賞、知的財産

活用支援大賞、知的財産活用奨励賞、知的財産活用支援奨励賞、特別賞（コロナ対応

貢献 他）を設けています。 

登壇予定者（当会）：男性：1 名、女性：1 名（受賞企業参加者は調整中） 

 

 

オンライン表彰式プログラム 

 

■主催者挨拶：１５：００～１５：１０ 

日本弁理士会会長挨拶、知的財産経営センター長挨拶及び趣旨説明 

■基調講演:１５：１０～１５：２０ 

経済産業省 ※経済産業省、特許庁関係者に依頼予定（動画配信） 

■表彰式：１５：２０～１６：００ 

受賞者発表 

大賞受賞企業へのインタビュー（大賞受賞企業と双方向通信） 

受賞者によるプレゼン（動画配信）、表彰状読み上げ、受賞者からのコメント（各受賞企業

と双方向通信） 

知的財産活用大賞 

  知的財産活用支援大賞 

  知的財産活用奨励賞 ブランド部門 

同                  デザイン部門 

  同         知的財産戦略部門 

  知的財産活用支援奨励賞 金融サポート部門 

   同           政策サポート部門 

  同           事業サポート部門 

  特別賞       コロナ対応貢献 他   

以上 



知的財産活用表彰
候補者の推薦募集について

●問い合わせ先●
日本弁理士会事務局 経営・支援室（知的財産経営センター担当）
電話：03-3519-2709 E-mail： katsuyou-hyousyou@jpaa.or.jp

日本弁理士会 知的財産活用表彰 検索

日本弁理士会は、 経済産業省が主導

して開催している 「知的資産経営ＷＥＥ

Ｋ」 において、 2014年度より、 知的財産

を活用して知的資産経営を積極的に進

める企業等の表彰 「知的財産活用表

彰」 を行っています。

今年度も、表彰の候補となる企業・団

体等の推薦を下記の要領で募集します。

表彰の概要等の詳細は、日本弁理士会

ＨＰをご覧ください。

※今後の新型コロナウイルス感染症の状況に
より内容を変更する場合があります。

概要

令和４年１0月7日（金）

推薦締切

表彰式（オンラインで実施予定）

令和５年2月16日（木）
予定

応募について
・エントリーには、弁理士の推薦が必要です。

推薦を希望する企業・団体の方は、お近くの弁理士にご相談ください。

＜弁理士の方＞

詳しい選考基準、推薦に必要な提出書類、推薦方法等については、

会員専用ＨＰ「電子フォーラム」で「知的財産活用表彰」と検索のうえ、

詳細をご確認ください。

✔表彰実績を自社ＨＰ等で紹介することにより、ブランド力アップ、イメージアップに繋がりま

す！

✔大賞受賞企業にはインタビューを実施し、日本弁理士会のHPに掲載する予定です。

✔昨年度の 第８回表彰式 では、知的財産活用大賞を含む計７の企業を表彰しました！

✔昨年度に引き続き今年度も、新型コロナウイルス対応に役立つ特許技術等を無償開放して

いるなど、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止するために活動している企業を表彰する

ため、評価項目として「コロナ対応貢献」を追加しております。

第
９
回



令和４年度「第９回知的財産活用表彰」 

オンライン表彰式運営業務委託における業者評価表 

  

 
評価項目 評価基準 配点 

１．実施方針  15/50 

事業内容の理解 仕様に適合した見積もりを提出している 15 

２．組織の体制  20/50 

事業の遂行体制 
事業を円滑に遂行できる体制を整えている（人員の確保、連

絡体制等） 
20 

３．実績  15/50 

実績 日本弁理士会の内外問わず、類似業務の経験がある 15 

 



仕 様 書 

第１ 件名  

「第９回知的財産活用表彰」オンライン表彰式配信等業務委託 

 

第２ 表彰式の概要 

 １ 開催日時 

  令和５年２月１６日（木）１５時００分から１６時００分頃（リハーサルは別途設定） 

２ 開催場所 

   弁理士会館（東京都千代田区霞が関３－４－２） 

３ 出席者 弁理士会館からの出席者：弁理士会関係者 10名程度 

       オンライン出席者：受賞者、受賞企業関係者、知財経営センター関係者、一般 

 

第３ 委託内容 

  １ インターネット中継放送スタッフ（配信スタッフ及び撮影スタッフ）及び機器を 

手配・配置し、表彰式を、YouTubeライブを使用したストリーミング配信すること。 

 ※ウェビナーを使用して弁理士会館と受賞者での双方向通信あり。 

２ 表彰式の放送終了後、その配信映像を DVDに格納し納品すること。 

３ リハーサルを表彰式当日とは別日に事前に実施すること。 

４ 表彰式にて配信する動画データ（受賞者が録画したプレゼン動画）の編集（明るさ、音量

調整、テロップ挿入、冒頭に賞の名称を入れる等）を行い、当会の確認を経て完成させる。

また、編集済みの動画データは DVDに格納し納品すること。 

 

第４ 納品 

 納品物及び納期 

（１）編集済みの受賞者収録動画データを保存したＤＶＤ 

令和５年２月９日（木）※表彰式に先立って納品していただきます。 

（２）ライブ配信した表彰式動画データを保存したＤＶＤ 

   令和５年３月３日（金） 

 

第５ 再委託 

受託者は日本弁理士会の承諾なく本業務の全部又は一部を第三者に再委託しないこと。 

 

第６ 著作権の帰属 

DVD の著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定められた権利を含む）は、受託者が日本弁

理士会に譲り渡し、受託者は著作者人格権などの行使をしないものとする。 



 

第７ 日本弁理士会からの提供物 

１ 表彰式会場、PC１台、インターネット回線（NURO アクセスプレミアム 30Mbps） 

２ YouTube、Zoomミーティングのアカウント 

３ 弁理士会のロゴ、マスコットキャラクターのデータ（ai、jpg） 

４ 受賞者が収録した動画データ 

 

第８ 委託費の支払 

業務履行の完了後に受託者からの請求書により一括払いとし、支払い手数料は日本弁理士会

が負担する。 

 

第９ 秘密の保持 

１ 受託者は日本弁理士会の書面による承諾なしに本業務にかかる一切の事項並びに取得し

た情報等を第三者に漏洩、開示しないものとする。 

２ 再委託が許可された場合、再委託先にも本項と同様の秘密保持に関する扱いとする責務

を課すこと。 

 

第１０ その他 

１ 委託業務の履行にあたり必要となる機材、設備等は受託者の負担とする。 

２ 事前に会場を確認し、式典前日及び当日のスケジュール等の打合せを当会担当者と行う

こと。 

３ 本仕様書に疑義が生じた場合は、当会と受託者が協議の上、定めるものとする。 

４ 本委託業務の履行にあたっては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めるこ

と。 

５ 会場への搬入・設営等の施工に当たっては、会場の規定、指示等を遵守すること。 

６ 本事業の実施に係るすべての作業等について、安全確保に万全の体制を整えること。こ

のことに関する義務と責任は、すべて受託者の負担とする。 

７ それぞれの業務内容に応じて経験のあるスタッフを適切に配置するとともに、各業務の

遂行にあたってスタッフを固定すること。 

 

第１１ 担当部課 

日本弁理士会 第３事業部 経営・支援室 

電話０３（３５１９）２７０９ 
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