
入札公告 

 

 

次のとおり競争入札に付します。入札参加者は、下記事項に留意してください。 

 

 

平成２５年３月２２日 

 

公益財団法人 日本健康･栄養食品協会  理 事 長 下田 智久   

 

 

１．競争入札に付する事項 

（１）件名     消費者庁許可 特定保健用食品〔トクホ〕ごあんない【２０１３年版】

の作成 

（２）仕様等    入札説明書による。 

（３）数量等    入札説明書による。 

（４）履行場所   入札説明書による。 

（５）履行期間   契約締結日から成果物納品まで 

（６）入札方法等  入札金額は総価を記入すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の

５％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札

者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。 

（７）入札方式   本案件は紙入札方式とする。 

 

 

２．入札に参加する者に必要な資格 

（１）国内外における食品に関する調査又は広告等の業務実績を有していること。又は、公

的機関のパンフレット・デザイン等の作成実績を有していること。 

（２）パンフレット・デザイン等に対応したハード・ソフト両面においての体制が整ってい

ること。 

（３）個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５５号）等を

遵守し、その取扱いには十分な体制が整っていること。 

（４）次の各項のいずれかに該当する者は、競争入札に参加できない。 

①契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者及び反社会的勢力に該

当する者 

②申請書及びその添付書類に虚偽の記載をした者 

（５）会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づ

き再生手続開始の申し立てがなされている者でないこと。 

 

 

３．入札説明書の交付期間等 

（１）交付期間 

平成２５年３月２５日（月）から２８日（木） （９時３０分から１７時００分） 



（２）交付場所 

東京都新宿区市谷砂土原町２－７－２７ 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 

特定保健用食品部 

（３）交付方法 

必要な事項を記載した参加資格確認書（別紙）を３月２８日（木）１７時００分ま

でに持参した者に交付時間を連絡し、交付を行う。郵送等による交付は行わない。 

 

 

４．入札日時及び場所 

（１）入札日時 

平成２５年４月１日（月） 午後２時 

（２）入札場所 

東京都新宿区市谷砂土原町２－７－２７ 公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 

会議室 

 

 

５．契約書作成の要否 

要 



入札説明書 
 

 

１．契約担当者等の氏名及びその所属する部署の名称並びに所在地 
（１）契約担当者等  公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 

事務局長  青山 充 
（２）所属する部署  公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 特定保健用食品部 
（３）所在地     〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町２－７－２７ 

 
 
２．競争入札に付する事項 
（１）件名     消費者庁許可特定保健用食品〔トクホ〕ごあんない【２０１３年版】

の作成等一式 
（２）仕様等    別紙仕様書のとおり 
（３）数量等    別紙仕様書のとおり 
（４）履行場所   別紙仕様書のとおり 
（５）履行期間   成果物納品まで 

 
 
３．競争の方法 

指名競争入札による。 
 
 
４．競争に参加する者に必要な資格に関する事項 
（１） 国内外における食品に関する調査又は広告等の業務実績を有していること。又は、

公的機関のパンフレット・デザイン等の作成実績を有していること。 
（２） パンフレット・デザイン等に対応したハード・ソフト両面においての体制が整って

いること。 
（３） 個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５５号）等

を遵守し、その取扱いには十分な体制が整っていること。 
（４） 参加資格確認書等を期限までに提出し、事前審査を受けること。 

 
 
５．入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等を交付する場所 

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町２－７－２７ 
公益財団法人日本健康・栄養食品協会 特定保健用食品部 

 
 
６．入札に当たっての注意事項 

入札に当たっては、参加資格確認書（別添）、参加資格確認書に記載された要求書類及

び本説明書１１．（１０）に記載された資格審査結果通知書の写しを、平成２５年３月２

８日（木）正午までに、公益財団法人 日本健康・栄養食品協会特定保健用食品部に提出

しなければならない。審査の結果は、同年３月２９日（金）正午までに、参加資格確認

書等を提出した全社に連絡する。なお、同確認書等の審査の結果、入札を認めない場合

がある。 
 



 
７．郵便による入札書等の受領期限 

平成２５年４月１日（月）正午（ただし、入札書を持参する時は開札の日時までとす

る。） 
 
 
８．入札・開札執行の日時及び場所 

平成２５年４月１日（月）午後２時 
公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 
（東京都新宿区市谷砂土原町２－７－２７ 会議室） 
（当日入札に参加する者は、午後１時５５分までに会議室に集合のこと。） 

 
 
９．入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通過に限る。 
 
 
１０．入札保証金及び契約保証金 

免除する。 
 
 
１１．入札及び開札 
（１）入札参加者は、入札公告、本説明書及び契約条項を熟読のうえ、入札しなければな

らない。この場合において本説明書等について疑義があるときは、関係職員の説明を

求めることができる。 
（２）入札参加者の入札金額は、総価をもって行い、契約履行に要する諸経費を含むもの

とする。 
（３）落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の５パーセントに相当

する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費

税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１

０５分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 
（４）入札参加者は、入札書（別記様式１）を直接又は郵便（書留郵便に限る。）により提

出しなければならない。 
（５）入札参加者は、必ず封書に入れ密封封印し、その封皮に氏名（法人の場合は名称又

は商号）を記載し、かつ「消費者庁許可 特定保健用食品〔トクホ〕ごあんない【２０

１３年版】の作成等一式」と朱書すること。入札書は公告に示した日時までに公益財

団法人 日本健康・栄養食品協会 特定保健用食品部に提出しなければならない。また、

④、⑤の写しをメールまたはＦＡＸで平成２５年４月１日（月）正午までに提出する

ものとする。 
① 入札金額（本説明書１１．（２）及び（３）） 
② 件名 
③ 入札者本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）及び捺印

（代理人等をして入札させるときは、その代理人等の所属する法人名、代理人等の

氏名及び押印） 
④ 見積書 １部（実際の契約については、別途協議を行う。） 

（見積書は、【２０１２年版】と〈仕様書詳細〉を基本として作成し、それを越え



る内容について別途料金が発生する場合は、項目と単価を記載する。） 

⑤ 作成スケジュール １部（実際の進行については、別途協議を行う。） 

（６）郵便書留をもって入札書を提出する場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」

の旨を朱書きし、中封筒に入札件名及び入札日時を記載し、事務局長あてに親展によ

り入札書の受領期限までに提出しなければならない。 
（７）入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状（別記様式２）を提出

しなければならない。 
（８）入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に係る他の入札参加者の代理をす

ることができない。 
（９）入札参加者は、提出した入札書を引き換え又は取消しすることができない。 
（１０）入札参加者は、本説明書６．に記載された書類提出時に、資格審査結果通知書の

写しを提出しなければならない。 
（１１）開札は、入札参加者の立会いの下で行う。ただし、入札参加者で出席しない者が

あるときは、入札に関係のない職員を開札に立ち会わせる。 

（１２）一旦受理した書類等は返却しない。 

（１３）一旦受理した書類等は記載事項の加筆・訂正、差し替え及び再提出は認めない。 

 
 
１２．入札の無効 

次の各号の一つに該当する入札書は、無効とする。 
（１） 入札公告に示した入札参加に必要な資格のない者が提出した入札書 
（２） 委任状を提出しない代理人が提出した入札書 
（３） 本説明書１１．（５）に掲げる事項の記載のない入札書 
（４） 金額を訂正した入札書、また、それ以外の訂正について訂正印がないもの 
（５） 誤字・脱字等により意思表示が不明確な入札書 
（６） 明らかに連合によると認められる入札書 
（７） 同一の入札について、２通以上提出された入札書 
（８） 本説明書１１．（８）に違反した入札書 
（９） 入札公告に示した日時までに到着しない入札書 
（１０）入札公告により参加資格確認書及び指名を受けるための関係書類を提出した者が、

競争に参加する者に必要な資格を有するものと認められること及び指名を受けるこ

とを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該入札者に係る審査が開

札日時までに終了しないとき又は入札資格を有すると認められなかったときの入札

書 
 
 
１３．契約書作成の要否及び契約条項 
（１）契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 
（２）契約金額は、入札書に記載された書面上の金額の１００分の１０５に相当する額と

する。なお、当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるも

のとし、当該金額を切り捨てた後に得られる金額をもって申込みがあったものとする。 
 
 
１４．落札者の決定方法 
（１）落札者の決定については、当協会の予算決算書に基づいて作成された予定価格の制

限の範囲内で最低価格及び見積書に記載された内容をもって有効な入札を行った入札



者を落札者とする。 
（２）前号の場合において落札者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、

直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を決定する。 
（３）前号の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者又は出席しない者がある

ときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定す

る。 
（４）落札者を決定したときは、入札参加者にその氏名（法人の場合にはその名称）及び

金額を口頭で通知する。 
 
 
１５．再度入札 
（１）開札した場合において、予定価格の制限の範囲内に達した価格の入札がないときは、

直ちに再度の入札をするものとする。 
（２）再度の入札をしても落札者がないときは、入札をやめることがある。この場合、異

議の申し立てはできない。 
 
 
１６．契約の締結 

競争入札を執行し、交渉後に契約の相手方を経理責任者が決定したときは、遅滞なく

契約書を取り交わすものとする。 

 
 
１７．契約に関する苦情の受付期間 

本契約に関する苦情については、その原因となる行為の発生から２週間以内とする。

この受付期間経過後について苦情は受け付けられない。また、受付期間内であっても、

直接に利害関係のない者による苦情は受け付けない。 

 

 

１８．その他 

（１）提出書類等を審査した結果、経理責任者等が適正に履行できると判断した場合のみ

当該入札者等を入札の対象とする。 

（２）入札者等は、この入札説明書、仕様書等本契約にかかるすべての書類等を熟知して

すべての提出書類等を作成し提出すること。 

 

 

１９．問い合わせ先 
・ 入札執行等について 

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 特定保健用食品部  担当：中澤 
電話番号    ０３－３２６８－３１３２ 
ＦＡＸ     ０３－３２６８－３１３５ 
Ｅ－ｍａｉｌ  ｔｏｋｕｈｏ＠ｊｈｎｆａ．ｏｒｇ 

 
 
・ 仕様書等の業務内容について 

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 特定保健用食品部  担当：中澤 
電話番号    ０３－３２６８－３１３２ 



別記様式１ 
 
 

入札書 
 
 
件名：消費者庁許可 特定保健用食品〔トクホ〕ごあんない【２０１３年版】の作成 
 
 
 
 
 

入札金額 金               円也 
 
 
 

入札公告及び入札説明書を承諾のうえ入札します。 
 
 
 
平成  年  月  日 
 
 

住   所                
会 社 名                
代表者又は               印 
代理人氏名                

 
 
 
公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 
事 務 局 長  青 山  充 殿 

 
 
 
 
 
（注）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４列縦とする。 

２ 金額は、算用数字（アラビア数字）で記入する。 
３ 代理人等が入札する場合は、上記氏名欄に当該代理人の氏名を記入すること。 



別記様式２ 

 

 

委 任 状 
 

 

 

私は、           を代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

 

記 

 

 

１．消費者庁許可 特定保健用食品〔トクホ〕ごあんない【２０１３年版】の作成に係る入札

及び見積に関する一切の件 

 

２．１の事項に係る復代理人を選任すること 

 

 

 

 

 

代理人使用印鑑     印 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

住  所                 

会 社 名                 

代表者名               印 

 

 

 

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 
事 務 局 長  青 山  充 殿 

 

 

 

 

 

（注) 代理人が入札書を直接提出する場合、代理人使用印鑑を持参すること。 



 

 

 

委 任 状 
 

 

 

私は、         を復代理人と定め、下記の権限を委任します。 

 

 

 

記 

 

 

・ 消費者庁許可 特定保健用食品〔トクホ〕ごあんない【２０１３年版】の作成に係る入

札及び見積に関する一切の件 

 

 

 

 

 

復代理人使用印鑑     印 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

 

 

住  所                 

会 社 名                 

代表者名               印 

 

 

 

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 
事 務 局 長  青 山  充 殿 

 

 

 

（注) 復代理人が入札書を直接提出する場合、復代理人使用印鑑を持参すること。 



別紙 
仕様書 

 

 

１ 件名 

消費者庁許可 特定保健用食品〔トクホ〕ごあんない【２０１３年版】の作成 

 

２ 目的 

近年の消費者の健康意識の高まりに伴い、健康の保持増進を図る観点から、消費者の

商品選択に資する栄養表示の重要性が増している。市場には、多種多様な食品が出回

っており、安心して食生活の状況に応じた食品の選択をするために、食品の表示を正

しく理解することが重要である。 

このため、消費者に対して、健康増進法第２６条に基づく特定保健用食品について普

及・啓発するとともに、消費者の表示に対する関心を高め、表示等の情報を適切に読

み取るための支援を行うことを目的に、具体的な表示例や商品を掲載してわかりやす

く活用しやすい広報用パンフレットを作成することとする。 

 

３ 作業内容 

健康増進法第２６条に基づく特定保健用食品制度に関し、図表、イラスト等を用いて

消費者に対してわかりやすい内容を、統一感のある構成で示したパンフレットを作成

する。 

また、希望のあった許可商品について、商品名・会社名・商品特徴・１日摂取目安量・

関与成分・栄養成分・食品形態・内容量と希望小売価格・問い合わせ先及び販売形態

を掲載し索引を付すとともに、掲載希望のない許可商品については、商品名・会社名・

食品の種類の一覧を掲載する。 

なお、パンフレットの作成にあたっては、発注者から提供された資料についても指定

の箇所に使用しつつ構成すること。 

（１）内容：〔トクホ〕ごあんない【２０１２年版】を踏襲して作成する。（詳細は〈仕

様書詳細〉を参照とする。） 

① 若年層から高齢者層まで幅広い世代の消費者に対して、見やすく理解しやすい

内容にする。 

② 消費者がスーパーや薬局で買い物をする等の生活シーンを想定した、商品を選

択する際に参考となるイラストを作成する。 

③ 色を付けるなど、色調を工夫し、視覚的なアピールを全体に施す等配色に留意

する。 

④ 表紙の見開きに商品の集合写真を掲載する。 

（２）ホームページ掲載用の電子書籍（各商品枠から各社ホームページへのリンク及び

目次・索引からの各ページへのリンクを張ったもの。なお、印刷は不可とする。） 

（３）仕様：Ａ４判、無線綴じ、４色印刷、８４頁程度（表紙含む） 

（４）スケジュール及び契約書の作成 

 

４ 成果物 

（１）冊子 ２０，０００部 

（２）印刷用の版下電子媒体のＰＤＦファイル及びIn Designデータ 

（３）冊子のデジタル版（各商品枠から各社ホームページへのリンク及び目次・索引か



らの各ページへのリンクを張ったもの。なお、印刷は不可とする。） 

（４）スマートフォンに対応したｗｅｂ専用アイコンの作成 

 

５ 契約期間 

契約締結日から成果物納品まで 

＜スケジュール＞ 

（１）受注者によりスケジュールを作成する。 

（２）本紙については、平成２５年６月２８日（金）までの納品を目安とする。 

（３）ＰＤＦファイルについては、平成２５年６月２８日（金）までの納品を目安とす

る。 

（４）電子書籍については、平成２５年７月３１日（水）までの納品を目安とする。 

 

６ 成果物の提出先 

公益財団法人 日本健康･栄養食品協会 特定保健用食品部 

 

７ 受注者に係る条件 

（１）国内外における食品に関する調査又は広告等の業務実績を有していること。又は、

公的機関のパンフレット・デザイン等の作成実績を有していること。 

（２）パンフレット・デザイン等に対応したハード・ソフト両面においての体制が整っ

ていること。 

 

８ 作業上の条件及び留意点 

（１）受注者は、本業務の遂行に当たり、発注者との連絡を密に取ることとし、疑義が

生じた場合には、発注者と協議すること。 

（２）本作業に当たっては、定められた期日までに、仕様書に定める事項を確実に行い、

成果物を納入すること。 

（３）本契約に基づく業務遂行の過程によって生じた特許権、著作権、その他の知的財

産権等は受注者から消費者庁に無償で譲渡する。また、受注者は著作者人格権を行

使しないものとする。 

（４）受注者は、定期的に作業の進捗状況等を発注者に報告すること。 

（５）採用された企画案のデザイン、文章等については、発注者より内容の修正を指示

することがある。 

 

９ 照会先 

本仕様書に関する照会先は以下のとおりとする。 

〒１６２－０８４２ 

東京都新宿区市谷砂土原町２－７－２７ 

公益財団法人 日本健康･栄養食品協会  特定保健用食品部  中澤 

電話番号 ０３－３２６８－３１３２ 

ＦＡＸ  ０３－３２６８－３１３５ 

Ｅ－ｍａｉｌ ｔｏｋｕｈｏ＠ｊｈｎｆａ．ｏｒｇ 



 発行形態 年1回 発行

発行部数 20,000部
　※１

判型 A4版

カラー 4色刷り

製本 無線綴じ くるみ製本

総ページ数 表紙 4ページ

本文 80ページ　
※１

印刷 CTPオフセット印刷

表紙 コート 76.5k OPニス

本文 コート 46.5k
データ作成　

※２

データ編集　
※２

刷版

用紙

製本

制作 DTP
OS Windows Mac
Software In Design CS4
イラスト 作成 修正

商品写真収載数 180～200件
　※１，※３

画像データ化・編集
　※１

見開きページ商品撮影
　※１，※４

他写真収載数 1件

データ 完成品は、PDF及びIn Designの支給をお願いします。

校正 PDFでの支給の場合は、高容量データサイトの使用を可能にしてください。

簡易校正を含みます。

配送 2カ所 25冊毎に包装・結束

納期（目安） 本体 平成25年6月28日（金）

電子書籍・ＰＤＦ 平成25年7月31日（水）

※１ 申し込みの商品枠数・商品数によって変動します。

※２ 基本的に前年度版を踏襲しますが、リニューアルのご提案があればご提案ください。

　　　ｐ．４，ｐ．８のデータは毎年または隔年で更新いたします。

※３ 各商品掲載枠のポジ・データは各社から提供があったものを使用します。

※４ 撮影用商品は当方で準備します。

　　　撮影準備（商品運搬を含む）と撮影時の商品管理を行っていただきます。

　　　スタジオ撮影と当方会議室での撮影の両側面でお見積もりください。

＊ 作成スケジュールを作成してください。

＊ 冊子のデジタル化

　　　閲覧専用とし、各商品毎に各ホームページへのリンクを張ってください。

　　　閲覧の際にページの選択や元のページに戻れる仕様にしてください。

　　　ＰＣ、携帯電話、スマートフォン対応の仕様としてください。

　　　専用アイコンの作成を含みます。

　　　その他電子書籍の仕様等について、提案があればご提出ください。

特定保健用食品 〔トクホ〕 ごあんない （商品パンフレット） 【2013年版】

〈仕様書詳細〉

　　（本仕様書に誤りがある場合は、見本を優先してください。）



別紙 
 
 

平成  年  月  日 
 
 
公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 
事 務 局 長  青 山  充 殿 

 
 

住    所               
商号又は名称               
代表者氏名              印 

 
 

参加資格確認書 
 
 
 消費者庁許可特定保健用食品〔トクホ〕ごあんない【２０１３年版】の作成について、仕

様書の要求要件に適合し、別添のとおり参加条件を満たすことを証明いたします。 
 
 
№ 要求事項 要求書類 
１ 国内外における食品に関する調査又は広告等の業務実

績を有していること。又は、公的機関のパンフレット、

デザイン等の作成実績を有していること。 

主な受託実績一覧を提出 

２ デザイン等に対応したハード・ソフト両面においての体

制が整っていること。 
会社案内等確認できるものを

提出 
３ 個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５５号）等を遵守し、その取扱いには十

分な体制が整っていること。 

プライバシーマークの取得、

個人情報取扱い方針の規定等

が確認できるものを提出 
 
 
（担当者） 
① 所属・役職    
② 担当者氏名    
③ 電話番号     
④ ＦＡＸ番号    
⑤ メールアドレス  



 

 

平成  年  月  日 
 
 
商号又は名称              
代表者氏名             殿 
 
 

公益財団法人 日本健康・栄養食品協会 
 事 務 局 長  青 山  充   

 
 

資格審査結果通知書 
 
 
 消費者庁許可特定保健用食品〔トクホ〕ごあんない【２０１３年版】の作成について、仕

様書の要求要件に適合し、下記の参加条件を満たすことを確認いたしました。 
 
 
№ 要求事項 要求書類 
１ 国内外における食品に関する調査又は広告等の業務実

績を有していること。又は、公的機関のパンフレット・

デザイン等の作成実績を有していること。 

主な受託実績一覧を提出 

２ パンフレット・デザイン等に対応したハード・ソフト

両面においての体制が整っていること。 
会社案内等確認できるものを

提出 
３ 個人情報については、個人情報の保護に関する法律（平

成１５年法律第５５号）等を遵守し、その取扱いには

十分な体制が整っていること。 

プライバシーマークの取得、

個人情報取扱い方針の規定等

が確認できるものを提出 
 


