
周遊型謎解きスタンプラリー企画運営業務委託

No. 該当資料・項目 質問 回答 回答日

1

実施要領 ３．参加資格
（３）江東区における競争入札参
加資格を有すること（東京電子自
治体共同運営「電子調達サービ
ス」による）

江東区における競争入札参加資格を「全省庁統一
資格」をもって参加資格を満たすことになります
でしょうか。

本件については、江東区における競争入札資格を
有する者を参加資格としておりますので、「全省
庁統一資格」のみ有している場合は、対象外とな
ります。

2月8日

2

仕様書 ５．業務内容＜前提条件
>①対象者

仕様書には本業務の対象者が「こども（小学生、
中学生）やその家族を想定した幅広い世代」とあ
りますが、メインターゲットはこども（小学生、
中学生）という認識でお間違いないでしょうか。

対象者はこども（小学生、中学生）に限ったもの
ではなく、その家族を含む幅広い世代を対象とし
てより多くの方に楽しんでいただけるイベントに
したいと考えております。

2月9日

3

（仮称）KOTO GOパスポート KOTO GOパスポートは独立行政法人国立印刷局が
全て制作という認識でお間違いないでしょうか。
謎解きスタンプラリーの体験内容をより楽しいも
のにするために受託者よりKOTO GOパスポートの
内容に対しカスタムのご提案を行うことは可能で
しょうか。

ご推察の通り、（仮称）KOTO GOパスポートは独
立行政法人国立印刷局が全て製作いたします。
また、（仮称）KOTO GOパスポートの内容につき
ましては、印刷スケジュールの関係上、本プロ
ポーザルと同時進行で製作を進めております。
よって、カスタムのご提案していただくことは出
来かねます。

2月21日

4

仕様書５．業務内容＜前提条件＞
⑦渋沢栄一ゆかりの地を含めた
コース

ゆかりの地のURL先のページが消えてしまってお
り確認ができない状況です。新しいリンクをご教
示いただけますと幸いです。
また、「VR付き説明板設置の２か所をコースに含
めること」とございますが、その場所を訪れれば
よいのか、それともスタンプラリーの中でVR体験
までさせた方がいいのかどちらのニュアンスで
しょうか。

仕様書に記載のURLにつきましては、現在公開し
ているページのURLとなります。江東区HP内の
「ホーム > 文化・観光・スポーツ > 観光 > 観光
情報・発信拠点 > 各種観光マップのご紹介」から
もご覧いただけますので、改めてご確認いただけ
ればと存じます。
また、「VR付き説明板設置の２か所をコースに含
めること」の解釈について、VR体験は必須ではご
ざいませんが、可能な限り活用いただけると幸い
です。

2月21日

5

仕様書５．業務内容（1）イベン
ト全体について

④全体テーマ設定については３パターン以上製作
し、とありますが、コースを３パターン製作する
という認識でよろしいでしょうか。
またコースはエリアごとで分けて製作でしょう
か。それとも２エリアを混ぜたコースをご提案で
しょうか。

全体テーマの設定については、コースではなく、
謎解き全体のテーマを製作していただきます。
また、コースは深川・城東エリアが含まれていれ
ば、必ずしもエリアごとに製作していただく必要
はございません。

2月21日

6

仕様書５．業務内容（5）印刷物
の製作④英語版パンフレット

※謎解きスタンプラリーのうち、スタンプラリー
箇所のみ英語にするとありますが、英語版のス
トーリー等は含まれないので英語版でご参加の方
は謎解きはせずスタンプを集めるのみを行うとい
う認識でよろしいでしょうか。
また、英語版パンフレットはキットに含めず必要
な方のみにお渡しという認識でよろしいでしょう
か。

ご推察の通り、英語版パンフレットを使用される
方はスタンプラリーのみの参加を想定していま
す。
また、ご推察の通り、通常のキットをお渡しした
上で、必要な方のみ英語版パンフレットをお渡し
する予定です。

2月21日

7

（仮称）KOTO GOパスポート KO TO GOパスポートはいつ現物ができるので
しょうか？また、表紙以外のページイメージを見
せていただくことは可能でしょうか？

（仮称）KOTO GOパスポートの完成は現時点で未
定ですが、遅くとも７月上旬までには完成予定で
す。また、表紙以外のページは、版画や浮世絵等
の江⼾情緒にちなんだ和柄を使用する予定です。
そのため、謎解きのスポットやスタンプの設置場
所は一定程度本区の特徴である神社仏閣、深川江
⼾資料館等歴史文化施設を想定しております。

2月21日

8

仕様書4.事業の概要及び目的（1）
概要

「イベント期間中はパスポート提示による区内歴
史文化施設の無料観覧などの特典を付加」とあり
ますが、特典内容は決まっているのでしょうか、
あるいは特典内容も提案すべきでしょうか？

パスポートの提示による特典内容は決まっており
ません。スタンプの設置場所も含めたパスポート
の活用方法をご提案ください。
なお、歴史文化施設３施設（深川江⼾資料館、芭
蕉記念館、中川船番所資料館）は無料観覧が特典
であることが決定しております。

2月21日

質問の回答



No. 該当資料・項目 質問 回答 回答日

9

仕様書 「コトミちゃん」のイラストを使用することは可
能でしょうか？また、「コトミちゃん」のイラス
トに何かつけ加えたり、編集することは可能で
しょうか？

「江東区観光キャラクターコトミちゃん」のイラ
ストは使用可能です。なお、イラストへの付け加
えや編集は認めておりません。 2月21日

10

仕様書５．業務内容（３）プレゼ
ント企画

景品⇒体験ギフト的なものを提案するのは問題な
いのでしょうか？例えば、伝統工芸品を作るワー
クショップなど。

プレゼント企画の賞品は「江東区を再訪する動機
付けとなるような賞品」とさせていただいており
ますので、それに見合ったものであれば、体験ギ
フト的なものであっても問題ございません。

2月21日

11
仕様書５．業務内容（２）スタン
プについて

スタンプは約30個と書いてありますが、最大・最
小の個数の指定はありますでしょうか？

スタンプの設置場所数によりますが、最大で30個
を想定しております。

2月21日

12

実施要領３．参加資格（５） 江東区の競争入札参加資格審査申請中での応募は
可能でしょうか？

応募締め切りの令和５年２月28日（火）時点で江
東区における競争入札参加資格を有していること
が参加資格の条件となりますので、申請中の場合
は対象外となります。ただし、東京電子自治体共
同運営の「電子調達サービス」にて23区市町村の
入札資格を有している場合は参加資格を有してい
るということとなります。

2月21日

13

仕様書５．業務内容（３）プレゼ
ント企画

コトミちゃんグッズ、江東ブランドの在庫数はご
提案前に私どものほうから各商店様に確認は必要
でしょうか？

応募書類の提出時点ではあくまで仮のご提案とな
りますので、各商品の在庫数のご確認は不要で
す。
なお、実施要領７．企画提案書の作成要領（２）
提案事項で示している通り、今回の提案内容は、
コトミちゃんグッズや江東ブランドの商品以外で
「江東区を再訪する動機付けとなるような賞品」
とさせていただいております。

2月21日

14

（仮称）KOTO GOパスポート KOTO GOパスポートのサイズ以外の仕様は決まっ
てますでしょうか。
また、KOTO GOパスポートはいつから配布（販
売）でしょうか。

（仮称）KOTO GOパスポートの表紙以外のページ
は、版画や浮世絵等の江⼾情緒にちなんだ和柄を
使用する予定です。そのため、謎解きのスポット
やスタンプの設置場所は一定程度本区の特徴であ
る神社仏閣、深川江⼾資料館等歴史文化施設を想
定しております。
また、（仮称）KOTO GOパスポートは謎解きスタ
ンプラリーのパンフレットとセットにした状態で
事業開始と同時に配布となります。

2月21日

15

（仮称）KOTO GOパスポート KOTO GOパスポートに掲載する内容は決まってい
ますか。※デザインなど。デザインがあればご提
供いただきたいです。

（仮称）KOTO GOパスポートの表紙以外のページ
は、版画や浮世絵等の江⼾情緒にちなんだ和柄を
使用する予定です。そのため、謎解きのスポット
やスタンプの設置場所は一定程度本区の特徴であ
る神社仏閣、深川江⼾資料館等歴史文化施設を想
定しております。

2月21日

16

実施要領１．事業の趣旨・目的 実施要領の冒頭から「スタンプラリー」と「謎解
きイベント」は別だと思うのですが、謎解きのス
ポットとスタンプスポットは別に設置する必要が
ありますか？一緒の場合、VR設置場所に必ずスタ
ンプを設置しなければならないでしょうか？

謎解きをメインとして、謎解きをしながら区内周
遊を目的としたスタンプラリーも行います。
そのため、謎解きスタンプラリーにおける謎解き
のスポットとスタンプの設置場所については、必
ずしも別に設置する必要はございません。
VR設置場所は謎解きのコースに含めていただく必
要はございますが、スタンプ設置については私有
地かつ無人のため区と協議が必要です。

2月21日

17

その他 令和５年夏に偽造技術等を紹介する展示会・体験
コーナーのイベントの開催場所は決まっています
でしょうか？

本事業期間中に独立行政法人国立印刷局が偽造技
術等を紹介する展示会・体験コーナーのイベント
の開催場所は、豊洲シビックセンター及び深川東
京モダン館の予定をしております。

2月21日

18

仕様書５．業務内容＜前提条件＞
④謎解きキットの販売場所

※「謎解きキット」とは、謎解きスタンプラリー
のパンフレット及びパスポートをセットにしたも
のである。（仕様書内）と、なってますがそれ以
外を封入や梱包などしてもよいでしょうか。

謎解きキットについては、謎解きスタンプラリー
に関わるもので必要なものがあれば、パンフレッ
ト及びパスポート以外に封入していただいても問
題ございません。

2月21日



No. 該当資料・項目 質問 回答 回答日

19

仕様書５．業務内容（５）印刷物
の製作

告知ポスター・英語版パンフレットの納品は何箇
所でしょうか。
イベントPR用チラシの小中学校は公立・市立両方
でしょうか。可能でしたら学校数をお教えくださ
い。

告知ポスター及び英語版パンフレットの納品は江
東区文化観光課観光推進係へ納品していただく予
定ですので、1箇所ということになります。
イベントPR用チラシは区立の小中学校へ配布して
いただきます。なお、学校数は70校（児童生徒数
約34,000人）です。

2月21日

20

仕様書５．業務内容（６）イベン
トの周知

総リーチ数10万人以上とありますが、クリック数
やコンバージョン数でしょうか。

「総リーチ数10万人以上が望ましい」としている
のは、クリック数やコンバージョン数ではなく、
広告または投稿を見たユーザー数が10万人以上が
望ましい、といった意味で記載しております。

2月21日

21

仕様書 ５.業務内容（５）印刷物
の製作

「イベントで使用する必要な印刷物については、
上記の内容を踏まえ、次の①〜⑥を⼄が用意する
こと。」とありますが、①〜④の誤りでしょう
か。

ご指摘の通り、①〜④の印刷物をご用意していた
だきます。大変失礼いたしました。

2月21日

江東区文化観光課


