
 平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ３ 日 

埼玉県立大学事務局企画担当 

質問及び回答 

 

１ 案 件 名 埼玉県立大学創立２０周年記念式典、記念講演及び 

祝賀会等の会場設営及び運営等業務委託 

２ 公 告 日 平成３０年１１月１９日 

３ 質問受付期限 平成３０年１１月３０日 午前１２時まで 

 

 上記案件の仕様書等に係る質問及び回答については次のとおりです。 

 

資料名 条項等 質問内容 回  答 

業務委託仕様書 第９ 各業務の仕様 

４ 祝賀会 

（１）会場設営 

ジョーゼット幕をかける

下地はイントレではなく木

枠にて代用可能でしょう

か。 

木枠使用も可とします。 

業務委託仕様書 第９ 各業務の仕様 

４ 祝賀会 

（１）会場設営 

プロジェクターのメーカ

ー、型番をお教えください。 

エプソンＥＢ－Ｌ１４０５Ｕ 

明るさ 8,000㏐です。 

これに超短焦点ゼロオフセット

レンズＥＬＰＬＸ０１が付きます。 

これを２セット用意します。 

業務委託仕様書 第９ 各業務の仕様 

４ 祝賀会 

（３）フード＆ドリンク 

料理卓（ビュッフェ卓）用

クロス 1200×5400ですが、 

1枚物でしょうか。 

600×1800のテーブル 1台 1

枚計６枚のクロスにて対応

可能でしょうか。 

ビュッフェ卓にかけるクロスは

１枚物又は複数枚使用のいずれで

も可です。 

業務委託仕様書 第９ 各業務の仕様 

８ その他 

（１）お礼状 

お礼状の封筒は、糊付き

を希望するか。 

糊なしで作成してください。 

業務委託仕様書 第９ 各業務の仕様 

８ その他 

（４）設営・撤去、運搬 

設営・撤去の車の制限は

ありますか。（重量、高さ制

限等） 

制限は特にありません。 

仕様書別紙２ 

受付に係る仕様 

３ 式次第、パスシール

の用意 

（１）式次第 

式次第二つ折りＡ４版両

面印刷 900 部は「フルカラ

ー」印刷で良いか。 

ご質問のとおりです。 

式次第は、フルカラー印刷です。 



仕様書別紙２ 

受付に係る仕様 

３ 式次第、パスシール

の用意 

サテンパスシール 2 種に

ついて、仕様書で公開され

ている見本は階調がシンボ

ルと枠が異なって見える。

色指定１００％の 1 色印刷

で良いか。 

シンボル（ロゴマーク）と枠は同

色の１色印刷となります。 

仕様書別紙４ 

祝賀会に係る仕

様 

３ 祝賀会次第の作成 祝賀会次第二つ折Ａ５版

両面印刷 450 部は「フルカ

ラー」印刷で良いか。 

ご質問のとおりです。 

祝賀会次第はフルカラー印刷で

す。 

仕様書別紙４ 

祝賀会に係る仕

様 

３ 祝賀会次第の作成 祝賀会次第の用紙「ＯＫ

ミューズガリバーリラ１７

０ｋｇ アイボリー」が２

０１３年に廃色となってお

り、他の色での対応は可能

でしょうか。 

用紙の種類、用紙の色について

は、受注者と相談の上、決定します。 

入札にあたっての金額の見積も

りでは、指定の用紙、斤量で積算し

てください。 

仕様書別紙７ 

招待状、案内状

に係る仕様 

１招待状 

（２）招待状の仕様 

招待状Ｗカードは中面の

み、黒 1色印刷で良いか。 

ご質問のとおりです。 

印刷はＷカードの中面のみ、黒 1

色となります。 

仕様書別紙７ 

招待状、案内状

に係る仕様 

１招待状 

（２）招待状の仕様 

会場案内（はがき版）は、

仕様明細に項目が見当たら

ない。フルカラーとあるが

印刷は片面か。また、データ

制作から作るのか。 

会場案内は交通案内図とバス乗 

車場所・時刻表の両面印刷となりま

す。案内図等のデータ作成も業務に

含みます。 

仕様書別紙７ 

招待状、案内状

に係る仕様 

１ 招待状 

（４）招待状印字 

大学が用意するリストの

詳細を知りたい。 

リストはエクセルデータ

か。大学内で決まったフォ

ーマットをつくり、そこに

打ち込んで宛名リストを制

作する予定なのか。フォー

マットなしで各自打ち込ん

でデータ化したデータが支

給されるのか。どちらか。 

表記の統一を希望するか

（例：住所の数字は漢数字

指定、アルファベットは半

角/全角、片仮名の半角/全

角など）。 

個人宛は「様」、企業・団

体へは「御中」などが分かり

宛名リストは大学が一定のフォ

ーマットで作成したエクセルデー

タを提供します。 

封筒への記載は縦書きとなりま

す。 

住所の数字表記については漢数

字指定を希望します。 

宛先は原則、個人又は代表者とな

りますので「様」を使用します。 

なお、宛名リストにつきまして

は、業務委託の受注決定後に受注者

と詳細を協議の上、準備、提供しま

す。 



やすく分類されているもの

がもらえるか。 

仕様書別紙７ 

招待状、案内状

に係る仕様 

１ 招待状 

（５）封入、発送 

実習施設への招待状に

は、大学からの連絡事項（は

がき版）を封入予定とのこ

とだが、こちらの詳細を知

りたい。 

はがきは大学からの支給

か。また何通くらい封入す

る見込みか。 

実習施設に感謝状を贈呈すると

ころから、感謝状贈呈に係る連絡事

項を記載したものとなります。 

「はがき」ではなく「はがき」大

の紙で、受注者が用意の上、会場案

内と同様の通常の光沢紙を使用し

作成してください。印刷はフルカラ

ーです。 

データは大学で提供します。 

封入数は約 900通です。 

仕様書別紙７ 

招待状、案内状

に係る仕様 

 

１ 招待状 

（５）封入、発送 

招待状の発送に当たり、

仕様明細には郵券代とある

が、切手である必要がある

のか。料金別納でも構わな

いのか。 

切手貼付と料金別納のいずれで

も可です。 

但し、料金別納に係る手続きは受

注者が行ってください。 

仕様書別紙７ 

招待状、案内状

に係る仕様 

 

２ 案内状 

（２）案内状宛名の印刷 

大学が用意するリストの

詳細を知りたい。 

リストはエクセルデータ

か。大学内で決まったフォ

ーマットをつくり、そこに

打ち込んで宛名リストを制

作する予定なのか。フォー

マットなしで各自打ち込ん

でデータ化したデータが支

給されるのか。どちらか。 

表記の統一を希望するか

（例：住所の数字は漢数字

指定、アルファベットは半

角/全角、片仮名の半角/全

角など）。 

個人宛は「様」、企業・団

体へは「御中」などが分かり

やすく分類されているもの

がもらえるか。 

リストは大学が一定のフォーマ

ットで作成したエクセルデータを

提供します。 

宛名は、直接封筒に印刷、又は宛

名シールを貼付のいずれでも可と

します。したがって、宛名の書式も

縦、横いずれも可としますので、表

記もその書式に合わせてください。 

 宛名は全て個人宛となります。 

なお、宛名リストにつきまして

は、業務委託の受注決定後に受注者

と詳細を協議の上、準備、提供しま

す。 

仕様書別紙７ 

招待状、案内状

に係る仕様 

 

２ 案内状 

（２）案内状宛名の印刷 

大学が用意する封筒の仕

様を知りたい。 

サイズは長３か。郵便枠

はありか、なしか。また、封

封筒のサイズは長３です。 

郵便番号の枠はあります。 

封筒に糊は付いていません。 

封筒の予備につきましては、受注



筒には糊がついているの

か。 

予備は何枚くらいいただ

けるのか。 

者と協議の上、必要数を用意しま

す。 

仕様書別紙７ 

招待状、案内状

に係る仕様 

 

２ 案内状 

（３）案内状の封入、発

送 

大学が準備する案内状の

詳細を知りたい。 

案内状、チラシはそれぞ

れ何種類で何部、封筒に封

入し発送するのか。また、予

備は何部いただけるか。 

案内状はＡ４サイズ１枚、チラシ

等でＡ４サイズ２枚の計３枚の予

定です。 

予備は受注者と協議の上、必要数

をお渡しします。 

仕様書別紙７ 

招待状、案内状

に係る仕様 

２ 案内状 

（３）案内状の封入、発

送 

案内状の発送に当たり、

仕様明細では郵券代とある

が、切手である必要がある

のか。料金別納でも構わな

いのか 

切手貼付と料金別納のいずれで

も可です。 

但し、料金別納に係る手続きは受

注者が行ってください。   

    

 


