
2022 年度版秋田県立大学 大学案内パンフレット等制作業務委託仕様書 

 

1. 委託業務名 

2022 年度版秋田県立大学 大学案内パンフレット等制作業務 

 

2. 業務目的 

本業務は、高校生やその保護者、高校関係者に対して、秋田県立大学の特色・魅力を強くアピー

ルすると共に、市民や企業に本学の活動を紹介するため、各種パンフレット及びポスターの制作業

務を委託するものである。 

 

3. 業務内容 

各種パンフレット及びポスターを制作する。この制作とは、各種パンフレット及びポスターの企画・

立案、ディレクション、コピー、取材、動画撮影、写真撮影、イラストレーション作成、レイアウト、カンプ

作成、データ作成など、印刷の原稿を作成するまでに必要な全ての作業、ＰＤＦ化作業並びに印刷

製本業務を意味する。一連の業務は、秋田県立大学と密に協議し進めることとする。 

 

4. 委託期間及び納入期限 

(１) 委託期間 契約の日から令和 3 年 5 月 31 日（月） 

(２) 納入期限 5.(1)～(2)は令和 3 年 4 月 30 日（金）、5.(3)～(7)は令和 3 年 5 月 31 日（月） 

 

5. 制作物及び制作部数 

(１) 大学案内パンフレット                                  20,000 部 

(２) 大学ＰＲポスター（B1 版）                           50 部 

大学ＰＲポスター（B2 版）                          100 部 

大学ＰＲポスター（B3 版）                          100 部 

(３) 法人パンフレット                                100 部 

(４) 大学案内パンフレット（簡易版）    1,000 部 

(５) 木材高度加工研究所パンフレット                     800 部 

(６) フィールド教育研究センターパンフレット                 300 部 

(７) バイオテクノロジーセンターパンフレット                  300 部 

 

6.  業務仕様等 

(１) 業務仕様 

各種パンフレット及びポスターの業務仕様については、別表のとおりとする。 

(２) 成果物 

各種パンフレット、ポスターのＰＤＦファイル、パンフレット掲載用として撮影した写真及び動画

（パンフレット未掲載のものを含む）・地図等を加工可能な状態にして収録したＤＶＤ－Ｒ等メデ

ィア２枚を納品すること。 

 

 

 



7.  権利の帰属 

(1) 本業務における成果品の著作権、原版、およびＤＴＰデータ等の所有権は、すべて公立大学法 

 人秋田県立大学に帰属するものである。 

(2) 受託者は本学が上記 6 の電子データの一部を活用し資料・広告等を作成することを承諾するこ 

 と。また、制作したデザイン、キャッチコピー等は、翌年度以降も使用する場合があることを予め承 

 諾すること。 

 

8.  その他 

(１) 受託者は委託契約に基づき、常に委託者と密接な連絡をとりその指示に従うこと。 

(２) 受託者は委託者と協議の上、最終デザインを決定するものとする。 

(３) この業務に関わる必要経費は全て受託費の範囲内で処理すること。 

(４) 受託者は必要に応じて業務の一部を再委託できるものとし、その場合は、事前に委託者あて協

議し、同意を得ること。 

(５) 受託者は本業務（再委託をした場合を含む）を通じて知り得た情報を機密情報として扱い、目

的外の利用、第三者に開示、漏洩することを禁ず。また、契約終了後も同様とする。 

(６) 受託者は本業務（再委託をした場合を含む）を履行する上で、著作権、肖像権や個人情報を取

り扱う場合は、関係法令等を遵守すること。 

(７) 素材収集（写真撮影・動画撮影・ストックフォト（有料・無料すべて）等）については、原則として

受託者が行うこととする。本学で保有する素材については、必要に応じて提供する。 

(８) 使用する動画・写真及びデザイン等については、既存作品等からの盗用は行わないこと。 

(９) 広告掲載は不可とする。 

(１０) この仕様書に定めのない事項については、委託者と協議の上決定する。 

 

9.  納品場所 

（１） 秋田県立大学秋田キャンパス（秋田市下新城中野字街道端西２４１－４３８） 

（２） 秋田県立大学本荘キャンパス（由利本荘市土谷字海老ノ口８４－４） 

※完成品を別に指定する部数に分けて上記納品場所に納品すること。 

 

10. 予算額 

8,234,710 円(消費税及び地方消費税を含む)  

※上記予算額は現時点での見込みであり、今後、予算編成の状況により変更する場合がある。 

 なお、予算額に変更が生じた場合は、速やかにその旨連絡する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



大学ＰＲポスター制作内容                                     

 

大学ＰＲポスターには、以下の情報を必ず掲載すること。 

 

秋田キャンパス 

 ◯本部・生物資源科学部 ◯大学院／生物資源科学研究科 ◯地域連携・研究推進センター 

 〒010-0195 秋田県秋田市下新城中野字街道端西 241-438  TEL.018-872-1500 

 

本荘キャンパス 

 ◯システム科学技術学部 ◯大学院／システム科学技術研究科 ◯地域連携・研究推進センター 

 〒015-0055 秋田県由利本荘市土谷字海老ノ口 84-4 TEL.0184-27-2000 

 

大潟キャンパス 

 ◯生物資源科学部（アグリビジネス学科 3･4 年次） 

 〒010-0444 秋田県南秋田郡大潟村南 2-2 TEL.0185-45-2026 

 

木材高度加工研究所 

 〒016-0876 秋田県能代市海詠坂 11-1 TEL.0185-52-6900 

 

https://www.akita-pu.ac.jp/ 

 

E-mail koho_akita@akita-pu.ac.jp 

 

ロゴマーク 

 

 

 

 

ＱＲコード 

大学ウェブサイト  

 

 

 

空撮映像 

秋田キャンパス・大潟キャンパス    本荘キャンパス      木材高度加工研究所 

 



【各種パンフレット及びポスター業務仕様（仕様書６（1）別表）】

区分 制作部数 基本コンセプト 基本仕様 制作内容（予定）

(1) 大学案内パンフレット
　　　納期：令和3年4月30日（金）

20,000部

◯大学案内パンフレットは、高校生やその保護者及び高校教員等に対
して、教育・研究・学生の活動等を紹介する最も重要なツールの一つで
あることに鑑み、学生募集に効果的と思われる独創的なアイデアが盛り
込まれた大学案内であること。
◯特にメインターゲットである高校生に対して、本学の基本理念を軸
に、本学の特長・強みを可視化し強くアピールする工夫をすること。
○本学の人材育成目標（別添資料を参照のこと）のイメージを重ね、学
生が成長していくイメージと快活な学生生活が伝わるような紙面づくりを
目指すこと。
◯紙面は分かりやすく親しみやすい紙面づくりを目指すこと。本学の品
格を感じさせつつも、硬いイメージにならないように工夫すること。
◯パンフレットとＷＥＢとを連動させるなど、臨場感溢れるパンフレット構
成とすること。
（例）
　・QR コードから本学ウェブサイト内の必要なページへ誘導
　・ＱＲコードから動画コンテンツの配信
　・AR（拡張現実）、やVR（仮想現実）による配信　など
◯詳細は、採択された企画提案を基に、本学と協議のうえ調整し進める
こと。

· Ａ４版全４色本文128ページ程度とし、必要に応じて
モノクロ表現も可とする。
· 文字組(特に本文)については、横組を標準とし、必
要に応じて縦組も可とする。
· 表紙および裏表紙については、写真、イラストレー
ション、タイポグラフィーなどキャッチーな表現である
こと。
・本制作に係る写真撮影は概ね12日程度、動画撮
影は３件程度、場所は大学とする。
（動画撮影イメージ:前年度）
学長から高校生へのメッセージ動画
https://youtu.be/4dpz2WQ_NME
学部長から高校生へのメッセージ動画
https://youtu.be/YA2uWdm08HE
https://youtu.be/BuJ4CqTdjhc
・本学卒業生への取材・原稿作成、写真撮影は2件、
場所は県内企業とする。

現行のパンフレットの構成を基本とし、次の内容を含ん
だものとするが、基本コンセプトを訴求するため独創的
でユニークな企画提案をすること。
・基本理念、沿革
・学長メッセージ
・本学の特長
・学部・学科の説明
・学生自主研究紹介
・教員紹介・研究室紹介
・キャンパス施設紹介
・卒業生メッセージ
・在学生メッセージ
・入試進路・就職・学生生活情報
・大学院紹介
・その他、本学の魅力を伝えるコンテンツ

(2) 大学ＰＲポスター（B1版）
　　納期：令和3年4月30日（金）

50部

　大学ＰＲポスター（B2版）
　　納期：令和3年4月30日（金）

100部

　大学ＰＲポスター（B3版）
　　納期：令和3年4月30日（金）

100部

(3) 法人パンフレット
　 納期：令和3年5月31日（金）

100部

公立大学法人秋田県立大学の組織や財務状況、また同法人が設置す
る秋田県立大学が有する学部、附属施設等について紹介する。主に企
業向けに配布する。

Ａ４版４色24ページ程度。
中綴じ冊子。
表紙・本文：マット93.5kg程度

・法人概要　中期計画
・地域貢献・進路就職
・研究紹介・決算報告
・外部資金・特許シーズ

(4) 大学案内パンフレット（簡易版）
　　　 納期：令和3年5月31日（金）

1,000部

(1)大学案内パンフレットの内容を一部抜粋しながら制作する。秋田駅
通路ぽぽろーどへ設置するほか、一般市民・小中学生向けキャンパス
見学や一般市民向けの公開講演会・公開講座、学内イベント、学会な
どで配布する。

Ａ４版４色12ページ程度。
中綴じ冊子。
表紙・本文：マット135kg程度

・本学の特長
・学部・学科の説明
・進路・就職情報
・卒業生メッセージ

(5) 木材高度加工研究所パンフレット
   　 納期：令和3年5月31日（金）

800部 木材高度加工研究所の施設案内用

A４版・８ページ・カラー程度。
中綴じ加工。
表紙・本文：マット135kg程度

・研究紹介1、研究紹介2
・地域貢献　・大学院教育
・研究施設、設備

(6) フィールド教育研究センターパンフレット
　　納期：令和2年5月28日（木）

300部 フィールド教育研究センターの施設案内用

A４版・８ページ・カラー程度。
中綴じ加工。
表紙・本文：マット135kg程度

・センターの役割・概要
・教員､研究テーマ
・研究紹介

(7) バイオテクノロジーセンターパンフレット
　　 納期：令和3年5月31日（金）

300部 バイオテクノロジーセンターパンフレットの施設案内用

A４版・８ページ・カラー程度。
中綴じ加工。
表紙・本文：マット135kg程度

・学内研究活動への利用
・受託サービスの案内
・受託手続きの流れ
・受託サービスの具体例
・外部受託の実績

B１版４色、B２版４色、B３版４色。紙質はコート紙
135kg程度もしくはデザイン等に応じて特殊紙とす
る。主な掲示場所は県内各市町村、県内高校、県内
主要施設、秋田駅ぽぽろーど構内を想定のほか、本
学が主催する県内外の行事等でも掲示する。

使用する写真やイラストの指定は無いが、一部文字とロ
ゴマーク（データは本学が提供）、QRコードの指定があ
る。

(1)大学案内パンフレットの基本コンセプトと整合しつつ、秋田県立大学
の知名度の向上、ブランドイメージの定着を図るインパクトのあるデザイ
ンとすること。


