質問にかかる回答
平成３０年 ８月 １６日

「OSAKA 光のルネサンス 201８」

案件名称

資料名称

会場施工及びイルミネーション等設置・撤去業務委託

項目・ページ

質問内容

回答

・入札説

入札参加資格「そ

国又は地方公共団体及び本

大阪・光の饗宴のエリアプログラム

明書

の他（実績要件

実行委員会との契約実績と

であっても、契約実績においては

・実績調

等）」

あるが、貴実行委員会で開

大阪・光の饗宴実行委員会と直

催されている、大阪・光の

接契約分でなければ該当しませ

饗宴のエリアプログラムと

ん。

書

の契約実績でも良いか？

仕様書

４頁

(2)会議等への出席

《参考：昨年度実績》

(3)協議への立ち会い

時間については、１時間～4.5 時

以上 2 点について、その頻

間とそれぞれ内容により異なりま

度・拘束される時間につい

す。

て教えて下さい。

会議・協議への立会い等を合わ
せて
9月 4回
10 月 １回
１１月 ３回
１２月 ４回
開催終了後 １回です。
なお、上記以外に計画書や報告
書等を作成するための打合せや
協議を随時行いました。

仕様書

9頁

イルミネーションファサード

大阪府泉南市内の倉庫です。

の引取・返却について保管
されている場所はどちらに
なりますか？
仕様書

10 頁

フランスアベニューについ

昨年度の支払いの実績はありま

て昨年度の電気料金はいく

せん。

らでしたか？またイルミネー

保管場所は、上記回答と同じ場所

ションの保管場所はどちら

です。

になりますか
仕様書

11 頁

オープニングセレモニーに

今年度については、現在企画検

ついて具体的な内容と、必

討中ですが、昨年度はオーケスト

要な資材とその数量につい

ラによる生演奏、主催者、来賓に

て教えて下さい。

よる挨拶、ウォールタペストリーの
点灯式などを実施しました。
資材等については、積算資料の
「中央会場・東会場」設置撤去等
業務 15.オープニングセレモニ
ーに記載のとおりです。

仕様書

11 頁

(4)展示プログラムの設置撤

展示パネル

去業務について

（W900mm×H1800mm）

手配される展示什器等とは

10 枚程度及びこれにかかる支柱

具体的にどのようなもので

長机

数量はどのぐらいでしょう

(W1800mm×D450mm×H700mm)

か？作業スタッフは何人必

5 台程度等です。

要ですか。

上記より、スタッフの人数は積算く
ださい。

仕様書

11 頁

(5)エアバルーンについて

大阪市北区です。

保管されている場所はどち

素材はターポリンになります。

らになりますか？

サイズは大型のものが高さ 10m・

エアバルーンは、フワフワ

幅約 6m、小型のものが高さ 5m・

遊具と同様の帆布生地のも

幅約 3m となります。

のと考えてよろしいです

か？

昨年度の支払いの実績はありま

具体的な資料（サイズ・重量

せん。

など）があれば御提示願い

上記よりスタッフの人数は積算く

ます。

ださい。

昨年度の使用電気料金は
いくらでしたか？
開催期間中、毎日、設置・
撤去でスタッフが常駐しな
ければならないと思います
が、3 人で対応可能です
か？
仕様書

11 頁

芝生へのイルミネーション

ストリングスやグローボールは受

装飾について

注者により手配いただきます。

ストリングスやグローボール

グローボールは 11 個になります。

は在庫品対応ですか？

B. オブジェLED ストリングス装飾

その商材等の数量は？

の数量は参考資料に記載のとお

波紋のイメージですが、そ

りです。C. 芝生イルミネーション

のサイズとストリングスの必

LED ストリングス装飾 波紋イメー

要数量を御提示願います。

ジのサイズと数量は決定したもの
はないため、参考資料の図面より
算出ください。

仕様書

11 頁

グローボールは大・中・小の

大 4 個、中 4 個、小 3 個 計 11

3 種類の大きさがあります

個となります。

が、それぞれの必要個数に
ついてご指示ください。
参考資料

11 頁

イルミネーションの入れ替え

現状取付けている、LED ブルー

作業について

30 本と LED ゴールド 15 本を実行

ＬＥＤブルー30 本（3,000

委員会にて所有している LED ブ

球）とＬＥＤゴールド 15 本

ルー30 本と LED ゴールド 15 本と

（1,500 球）をすべて他の色

の入れ替えになります。

のＬＥＤストリングスに差し替

入れ替え分のストリングス等は、実

えるということでしょうか？

行委員会より貸与いたします。

またその差し替え分のストリ
ングス等は、支給品になりま
すか？あるいは契約業者サ
イドでの新規購入ですか？
参考資料

33 頁

イルミネーションベンチにつ

ストリングス等は貸与いたします。

いて
取付けるストリングス等は支
給品ですか、もしくは新規
購入ですか？
積算資料

7・8 頁

「サイン」設置・撤去等業務

昨年の現物については在庫として

の名称・案内看板につい

ございません。

て、Ｃ202、Ｅ202 の備考欄

参考資料 37・43 頁に掲載の当該

にある【ホワイトボード仕様】

サインをご参照ください。

というのがよく分かりません

白抜き部分をホワイトボードの様

ので、昨年の物を実例とし

に、ホワイトボードマーカー等を使

て御提示願います。

用して書き消しが出来る仕様とし
た物です。

積算資料

7・8 頁

プラカードについて

片面表示です。

両面ではなく片面表示です

矢印可変式とは、矢印部分が張り

か？矢印可変式とは？

替え（マジックテープ等による）可
能な仕様とした物です。

またプラカードの製作数と

C303～C304・C306～C309・C321

矢印可変式の数量が合致

～C325自立式については、

しておりませんが正しい数

総数量11枚（うち矢印可変式4枚）

量を教えて下さい。

E301・E302・E303・E304について
は、総数量4枚（うち矢印可変式4
枚）です。

積算資料

積算資料

Ｅｘｃｅｌデータで積算資料を

Ｅｘｃｅｌデータの配布は行っており

戴くことは可能でしょうか？

ません。

テント用ウエイトについて

例）記載の対応も可能です。

30ｋｇの指定ですが、20ｋｇ

ただし、ウエイトの形状により足元

の対応も可能でしょうか？

等のスペースが確保できない場

例）テント 1 張に 30ｋｇ×8 個 合（スペース減少）は不可としま
（＝240ｋｇ）の所を、20ｋｇ×
12 個で対応（テント支柱 1
本にオモリ 3 個の計算）

す。

