
燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 

表彰状・賞状用収納ケース製作等業務仕様書 

１ 委託業務名 

燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会 表彰状・賞状用収納ケース製作等業務 

２ 規格

 表面(窓枠) 外寸：縦 490 ㎜×横 350 ㎜×厚さ 1～2㎜ 

        内寸：縦 400 ㎜×横 280 ㎜ 角丸（半径 10㎜） 

 裏面    外寸：縦 500 ㎜×横 360 ㎜×厚さ 3～4㎜ 

詳細は，「収納ケース（規格・展開図）」を参照のこと。 

※【参考】 

表面(窓枠)と裏面を貼り合わせた場合の外寸：縦 500 ㎜×横 360㎜×厚さ 6㎜程度 

ケースに納める表彰状・賞状のサイズ：縦 420 ㎜×横 297 ㎜（Ａ３縦型） 

３ 素材，機能，デザイン，印刷仕様 

 素材 

ア 印刷面：上質コート紙 A2 マット 70.5ｋｇ（=半坪 127.9g/㎡） 

ア 印刷面：ツヤありＰＰ加工（全面），厚さ 0.12 ㎜以上 

イ 裏面芯材：ボール紙 1700ｇ/㎡以上（＝♯34以上，貼り合わせ品も可） 

  ウ 表面(窓枠)芯材：ボール紙 600ｇ/㎡以上（＝♯12以上） 

  エ コ型・凹型芯材：ボール紙 600ｇ/㎡以上（＝♯12以上） 

  オ 窓材：ＰＥＴシート 厚さ 0.4 ㎜ 

  カ 上質コート紙及びボール紙は，原則，再生紙を使用するものとする。 

  キ 表面(窓枠)と裏面の貼り合わせは，両面テープを使用すること。 

  ク その他，必要な素材については，後述 の仕様を満たす任意の素材とする。 

 機能 

ア 収納性：表彰状・賞状用紙（以下「用紙」という。）を損傷することなく容易な出し入

れが可能で，正しい位置に安定して保持できること。また，用紙を再奥・再下

まで挿入したときに用紙が正確に窓枠中央に位置すること。 

イ 強 度：用紙の出し入れ口等が堅牢に作られていること。 

ウ 耐熱性：炎天下の競技会場において変形，亀裂，硬化等に耐えうること。 

エ 防水性：雨天の表彰式の際でも雨水を弾き，用紙を濡らさないこと。 

      濡れた手で触っても，変形及び色落ちしないこと。 

オ 耐久性：経年劣化が少ない染料，接着剤等を使用していること。 

      経年後でも反りがおきないこと。 

カ 美 観：競技大会における表彰にふさわしい外観を備えること。 



 デザイン 

ア 発注者が提供する「燃ゆる感動かごしま国体公式ポスターデザイン」及び「燃ゆる感動

かごしま大会公式ポスターデザイン」を基に作成し，発注者と協議の上，版下を完成させ

ること。

イ 版下は，「燃ゆる感動かごしま国体」と「燃ゆる感動かごしま大会」の２版作成するこ

と。

ウ ＰＤＦ形式及びａｉ形式で作成したデータをＣＤ－Ｒで提出すること。

（参考）公式ポスターデザイン

「燃ゆる感動かごしま国体」 「燃ゆる感動かごしま大会」

 印刷 

ア 印刷方法：フルカラー印刷 

イ 校  正：簡易色校正（簡易印刷は不可）を行うこと。 

３ 附属品 

成果物には，持ち運ぶための袋を付けること。（全数量分） 

仕様は下記のとおり 

 サイズ：縦 595 ㎜×横 440 ㎜ 程度 

 素材：低濃度ポリエチレン（LDPE） 厚さ：0.1 ㎜程度 色：白 

 持ち手のサイズ：縦 30 ㎜×横 80㎜程度（角丸）【スマート（補強材付き）】 

 デザイン：なし（無地） 

４ 製作枚数 

  １１，８５０枚 

（内訳）「燃ゆる感動かごしま国体」版  １１，７７０枚 

「燃ゆる感動かごしま大会」版      ８０枚 



５ 納入期限 

  令和２年３月２０日（金） 

６ 成果物の納入場所 

  別紙１「配布数及び配布先一覧」のとおり 

（燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会事務局ほか 26箇所） 

  ※ 各配布先の納品日については，事前に発注者と協議し，決定すること。 

各配布数については，若干変動する場合がある。 

７ 納品確認 

  下記のいずれかの方法で納品を確認する。 

 受領証を作成し，受取人の受領印等の証明を受ける。 

 配送業者から受取人の受領印等の証明を受けた受領証の写し，又は各々の問合せ番号

を記載した一覧を受け取る。 

８ 納品に当たっての注意事項 

 発注伝票及び梱包の外側には，以下について明記すること。 

ア 品名 「表彰状・賞状収納ケース（袋を含む）」 

イ 数量 

 発送伝票の発送先については，担当課室まで明記すること。 

 梱包に当たっては，製品が損傷しないように配慮すること。 

 収納ケースの１箱当たりの梱包数は，扱いやすい重量の 20枚程度とすること。 

付属品についても，扱いやすい重量の数量分を１箱に梱包すること。 

 梱包及び納品等に係る必要経費は受注者の負担とする。 

 梱包及び納品については，発送先ごとにまとめること。 

 納品に当たっては箱を濡らすことのないようにすること。 

 引渡し後に発見された不良品については，良品と交換すること。 

９ その他 

 全数量の製作に着手する前に，試作品について事前に発注者の確認を受けること。 

 本仕様書による収納ケースの製作イメージは，燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

実行委員会事務局内（後述 10 の問合せ先を参照）で閲覧することができる。 

閲覧可能な時間：鹿児島県庁開庁日の午前８時 30分から午後５時 15分まで 

 本契約により受領した原稿等について，受注者は善良なる管理者の注意をもってこれを

保管すること。また，その内容を第三者に漏らさないこと。 

 業務の実施に当たっては，発注者と緊密な連絡を取り，疑義が生じた場合は，協議によ

り決定すること。 



 本仕様書の記載内容に疑義が生じる場合や仕様書に記載のない事項が生じる場合には，

別途協議し決定すること。 

 本仕様書の４に示す製作枚数の他に，下記の枚数については公開競技実施団体から受注

者へ直接注文・支払がなされることとなる。よって，製作に当たっては下記枚数分も考慮

すること。 

公開競技名 枚数 

綱引  １５ 

ゲートボール   ８ 

武術太極拳 １２２ 

パワーリフティング  ６８ 

グラウンド・ゴルフ  ２３ 

合計 ２３６ 

※全て「燃ゆる感動かごしま国体」版 

10 問合せ先 

  燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行委員会事務局 

（鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局競技式典課 担当：早田(はやた)） 

  〒890－8577 鹿児島市鴨池新町 10番１号（鹿児島県行政庁舎 10 階） 

  鹿児島県国体・全国障害者スポーツ大会局競技式典課内 

  電 話 099－286－2867  FAX 099－286－5683 



収納ケース（規格・展開図） 

■規格 

■展開図 

□表面（窓枠）  

［ 表面（窓枠） ］ 

実線・・・①印刷面：上質コート紙 

太線・・・②表面（窓枠）芯材：ボール紙 

①を②に折り込む（※イメージ参照）破線囲みは型抜き部分 

③窓材（PET シート）を貼付

表 裏 

 表面（窓枠）完成形  

窓部分を型抜き

［ 裏面 ］ 

使用素材 ① 印刷面：上質コート紙 

使用素材 ② 表面(窓枠)芯材：ボール紙 

使用素材 ③ 窓材：ＰＥＴシート 

※イメージ 

コート紙を芯材（斜線）に折り込む

裏へ折り込み 

350 ㎜ 

280 ㎜ 35㎜ 35㎜

35 ㎜

55 ㎜

400 ㎜ 490 ㎜ 

厚さ 1～2 ㎜ 
360 ㎜ 

500㎜

厚さ 3～4 ㎜ 



□裏面

■納品時の仕様 

   Ａ仕様 ： 表面(窓枠)と裏面を貼り合わせたもの 

   Ｂ仕様 ： 表面(窓枠)と裏面を分けたもの 

Ａ仕様（11,000 枚程度） Ｂ仕様（1,000 枚程度） 

実線・・・①印刷面：上質コート紙 

太線・・・②裏面芯材：ボール紙 

①を②に折り込む（表面（窓枠）同様）

③見返し紙（上質紙）を貼付

④コ型・凹型芯材を貼付

表面（窓枠）

裏面

完成形

裏同士を重ねて貼り合わせる 
※両面テープを使って，容易に剥が

れることのないよう施す 

表面（窓枠），裏面を分ける 

※貼り合わせない 

表
彰
状
等
を
入
れ
る
方
向

使用素材 ① 印刷面：上質コート紙 

使用素材 ② 裏面芯材：ボール紙 

使用素材 ③ 見返し紙：上質紙 

使用素材 ④ コ型・凹型芯材：ボール紙

両面テープを貼付

表面（窓枠） 裏面

 裏面完成形  

表 裏 

両面テープを貼付

裏へ折り込み 



配布数及び配布先一覧

1．「燃ゆる感動かごしま国体」版

〒 住　　　所 宛　　　名

1 鹿児島市 4,240 890-0063 鹿児島市鴨池2-25-1-31
中央保健センター3F

鹿児島市国体競技課

2 鹿屋市 636 893-8501 鹿屋市共栄町20番１号 鹿屋市市民スポーツ課国体推進室

3 枕崎市 158 898-0051 枕崎市中央町26
枕崎市立総合体育館

枕崎市教育委員会保健体育課国体推進係

4 阿久根市 158 899-1611 阿久根市赤瀬川2468番地1
阿久根市総合運動公園総合体育館

阿久根市スポーツ推進課

5 出水市 416 899-0208 出水市文化町23番地 燃ゆる感動かごしま国体出水市実行委員会

6 指宿市 308 891-0404 指宿市東方9300番地1
ふれあいプラザなのはな館内

国体・スポーツコンベンション推進室

7 垂水市 230 891-2112 垂水市本城3898-1（環境センター２階） 垂水市教育委員会国体推進課

8 薩摩川内市 316 895-8650 薩摩川内市神田町３番２２号 薩摩川内市商工観光部国体推進課

9 502 895-1292 薩摩川内市樋脇町塔之原１１７３番地 薩摩川内市樋脇支所

10 526 895-1492 薩摩川内市入来町浦之名３３番地 薩摩川内市入来支所

11 日置市 356 899-2292 日置市東市来町長里87番地１ 日置市教育委員会社会教育課国体推進係

12 霧島市 1,276 899-4394 霧島市国分中央3丁目45-1 霧島市市民環境部国民体育大会推進課

13 いちき串木野市 252 899-2192 いちき串木野市湊町1丁目1番地 いちき串木野市教育委員会

14 南さつま市 436 897-8501 南さつま市加世田川畑2648番地 南さつま市国体推進室

15 志布志市 150 899-7192 志布志市志布志町志布志2丁目1番1号 志布志市教育委員会生涯学習課国体推進係

16 奄美市 126 894-8555 奄美市名瀬幸町25番8号 奄美市教育委員会スポーツ推進課国体推進
係

17 南九州市 374 897-0215 南九州市川辺町平山3234番地 南九州市教育委員会保健体育課国体推進係

18 伊佐市 294 895-2708 伊佐市菱刈川北2328番地1
伊佐市カヌー競技場艇庫

伊佐市教育委員会スポーツ推進課

19 姶良市 314 899-5294 姶良市加治木町本町253番地 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会
姶良市実行委員会事務局

20 さつま町 206 895-1803 薩摩郡さつま町宮之城屋地1565番地２ さつま町教育委員会国体推進室

21 湧水町 102 899-6292 姶良郡湧水町木場222番地 湧水町役場総務課国体準備室

22 大崎町 70 899-7305 曽於郡大崎町假宿1029番地 大崎町役場教育委員会社会教育課

23 錦江町 46 893-2392 肝属郡錦江町城元963番地 錦江町教育委員会教育課かごしま国体室

24 南大隅町 206 893-2501 肝属郡南大隅町根占川北226 南大隅町教育振興課国体準備室

25 屋久島町 22 891-4207 熊毛郡屋久島町小瀬田849-20 屋久島町教育委員会教育振興課
国民体育大会担当

26 天城町 38 891-7692 大島郡天城町平土野2691-1 天城町役場商工水産観光課国体準備室

27 県事務局 12 890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行
委員会事務局競技式典課

11,770

2．「燃ゆる感動かごしま大会」版

〒 住　　　所 宛　　　名

1 県事務局 80 890-8577 鹿児島市鴨池新町10番１号 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会実行
委員会事務局競技式典課

配布先情報

配布数
（A仕様＋B仕様）

№
納品先

（市町村，県）
配布先情報

№ 納品先 配布数

合　　計

※　配布数のうち，Ａ仕様及びＢ仕様の内訳は，別途発注者が示すものとする。また，配布数は合計の範囲内で
若干変動する場合がある。

別紙１


