
熊野古道伊勢路ウェブＡＲ制作業務委託 

業務仕様書 

 

１ 業務の目的 

東紀州地域に多くある歴史や伝承を、熊野古道伊勢路等にてＡＲを活用して視覚的に見せ

ることで来訪者に体感してもらい、熊野古道伊勢路歩きや東紀州旅をより満足度の高いもの

にすることで、他の伝承等への関心を喚起し再訪を促すとともに、新規ファンの獲得につな

げる。 

 

２ 契約期間 

 契約締結日から令和４年３月 31日（木）まで 

 ただし、４（１）（３）については令和３年 11月１日（月）までに一般公開すること。 

 

３ ターゲット 

 20～30代女性（なお、可能な限り小学校中学年以上の子ども連れ家族にも親しみやすい

ものものとすること） 

 

４ 業務内容 

（１）ウェブＡＲコンテンツ 

  スマートフォンやタブレット等の端末のカメラ（以下「端末カメラ」という。）により

４（１）②のキャラクターと一緒に撮影ができる機能のほか、本業務仕様書に示す機能

を備えたウェブＡＲコンテンツを制作して公開すること。 

  ① ウェブＡＲコンテンツ制作 

   ・アプリをダウンロードすることなく、ウェブサイトにアクセスして起動するコン

テンツとすること。 

   ・コンテンツの起動から利用まで、すべてウェブサイト上で運用可能であること。 

   ・本業務専用コンテンツとすること。 

   ・端末カメラにより、煩雑な操作をせずにＡＲマーカー又はＱＲコードを読み込む

だけで、コンテンツを利用できる機能を有すること。 

 

  ② キャラクターのＣＧ作成 

   ・東紀州ご当地キャラクター（４体）及び４（２）で制作するキャラクター（８

体）について、それぞれＣＧを制作すること。 

    また、キャラクターが、４（１）③の写真撮影機能により表示される場合等に、

現実世界を背景にしても違和感のないＣＧにすること。 

   ・東紀州ご当地キャラクターの許可申請は、（一社）東紀州地域振興公社（以下「公

社」という。）にて行う。 



    ＜参考＞東紀州ご当地キャラクター 

     ・紀北町 きーほくん 

     ・尾鷲市 ヤーヤにゃん 

     ・熊野市 新姫ちゃん 

     ・紀宝町 カメレンジャー 

  ③ 写真撮影機能 

   ・キャラクターごとに、ＡＲマーカー又はＱＲコードを設定すること。 

   ・端末カメラにより、ＡＲマーカー又はＱＲコードを読み込むだけで、端末に表示

される画面がカメラ機能に切り替わり、現実世界を背景に、上記で制作した各Ｃ

Ｇと一緒に撮影できる機能を有すること。 

    また、当該機能では、端末に表示される画面上で、利用者が自由にキャラクター

の位置を移動することができる等、利用者が写真撮影したくなるような工夫を取

り入れること。 

  ④ 解説機能 

   ・東紀州ご当地キャラクターと４（２）で制作するキャラクターの解説機能を有す

ること。 

    また、当該機能は、写真撮影機能の画面から、煩雑な操作をせずに利用できるよ

うにすること。 

    なお、解説内容については公社と協議の上決定することとする。 

   ・解説の方法は、ＡＲマーカー又はＱＲコードを取得したその場（熊野古道伊勢路

の峠道に設置されたスタンプ台や観光スポット等を想定）でも、楽しみながら体

感でき、利用促進にもつながる方法を提案すること。 

   ・公社のウェブサイト（https://kumanokodo-iseji.jp）へリンクできるようにする

こと。 

  ⑤ 案内表示の制作・設置 

   ア 案内表示Ａ 

・別紙１①②④⑦のキャラクターごとに、ウェブＡＲコンテンツの概要やＡＲマー

カー又はＱＲコードを記載した案内表示を、それぞれ２部制作すること。 

・制作した案内表示Ａは、熊野古道伊勢路の各コース峠付近にある『熊野古道伊勢

路ガイドマップ「熊野古道・伊勢路手形ラリー」』のスタンプ台（参考写真）に設

置すること。 

・風雨にさらされる屋外に設置するため、耐久性が必要であることを考慮したうえで、

利用者の目に留まる規格・素材を提案すること。 

・データについては、DVD等の電子媒体に収録し、次に示す場所に納入すること。 

     三重県熊野市井戸町３７１（三重県熊野庁舎２階） 

     （一社）東紀州地域振興公社 観光課 

 

   イ 案内表示Ｂ 



   ・別紙１③⑤⑥⑧のキャラクターごとに、ウェブＡＲコンテンツの概要やＡＲマーカ 

    ー又はＱＲコードを記載した案内表示Ｂを、それぞれ２部制作すること。 

   ・公社が指定する施設（道の駅等４箇所）に設置するものとする。 

   ・耐久性と公共の施設（道の駅等）に設置することを考慮したうえで、利用者の目に

留まる規格・素材を提案すること。 

   ・データについては、DVD等の電子媒体に収録し、次に示す場所に納入すること。 

     三重県熊野市井戸町３７１（三重県熊野庁舎２階） 

     （一社）東紀州地域振興公社 観光課 

 

（２）キャラクター制作 

  別紙１に記載する東紀州地域の歴史や伝承にまつわるキャラクターのデザイン（８

体）を制作すること。 

  ① デザイン 

   ・別紙１の①～⑧に示すキャラクターについて、ターゲットや地域の歴史や伝承を踏

まえて、思わず写真を撮りたくなるようなビジュアルのデザインすること。 

   ・デザインにあたっては、端末カメラを通して、現端末に表示される画面に登場して

も、違和感のない見た目とすること。 

   ・キャラクターは、今後、公社が実施する事業にも使用できることとし、ポーズ、髪

型、服装等の変更にも支障がないように、権利者の許諾が必要な場合は、受託者が

必要な処理を行うこととし、当該費用についても、本契約費用に含めること。 

  ② デザインマニュアル制作 

   ・キャラクターイメージの統一性を図るため、次の内容を満たすデザインマニュア

ルを制作し、電子データ（ＡＩファイル及びＰＤＦファイル）を納品すること。 

    （ア）基本デザインの規定色 

    （イ）使用上の注意 

 

（３）特設サイト 

  ４（２）で制作するキャラクターや地域にまつわる歴史・伝承等の解説を掲載する特

設サイトを制作して公開すること。 

  ① 対応言語 

   ・日本語 

  ② デザイン 

   ・ターゲットの趣向をふまえた魅力的なデザインとすること。また、パソコン・ス

マートフォンやタブレットの端末ごとに、表示内容が最適な状態となるようにレ

イアウトを調整すること。 

  ③ 構成 

   ・サイト構成図とトップページの画面イメージを提案すること。 

    また、利用者の利便性をより高め、ウェブＡＲコンテンツへの興味関心を喚起す



るための工夫等があれば、項目や内容の追加・充実等を提案すること。 

   ・４（１）③又は④の操作画面から、特設サイトに遷移できるようにすること。 

    特設サイトから４（１）③の操作画面に遷移できるようにすること。 

    公社のウェブサイト（https://kumanokodo-iseji.jp）に遷移できるようリンク設

定すること。 

  ④ 内容・素材 

   ・４（２）で制作するキャラクターや地域にまつわる歴史・伝承等の解説等を中心

とすること。 

   ・当該キャラクターに係る素材は、４（２）にて制作したものを使用すること。 

    その他の特設サイトに使用する素材については、公社が著作権等を有するものは

提供できるが、原則として、受託者が新しい素材を作成・調達することとし、当

該費用についても本契約費用に含めること。 

  ⑤ サーバ－ 

   ・公社が契約しているロリポップレンタルサーバーを使用すること（サーバーの仕

様は、https://lolipop.jp/pricing/の「スタンダード」参照）。 

   ・サーバースペックを考慮のうえ、できる限りレスポンスの高い内容とすること。 

 

（４）管理運用 

  ウェブＡＲコンテンツ及び特設サイトの管理運用について、次の業務を行うこと。 

  ① 管理運用に係る業務（設計から本番稼働までのすべての行程を含む。） 

・必要となるシステムのバージョンアップや不具合対応、問合せ支援、簡易な表示内

容の変更等を行うこと。 

  ② 利用者数等の計測及び分析業務 

   ・公開日以降の利用者数等を月ごとに計測及び分析すること。 

   ・毎月月末に報告すること。 

  ③ 動作検証 

   ・利用者の閲覧環境について、次のブラウザによる動作検証を行うこと。 

     Safari、Chrome、Microsoft edge、Firefox、Android Chrome、Mobile Safari

の最新版 

 

（５）広報 

  ４（１）のウェブＡＲコンテンツ及び４（３）特設サイトについて、広報用のタイト 

ル及びキャッチコピーを提案すること。 

  本業務で使用するちらしのデザイン及び印刷を行うこと。デザインは、委託者と協議

のうえ制作し、校正の機会を３回以上設けること。 

  掲載内容は、広報用のタイトル、概要、ＡＲマーカー又はＱＲコードを取得できる施

設へのアクセス等を記載すること。 

  ① ちらし制作 

https://lolipop.jp/pricing/


   ・１種5,000部を制作すること。 

    規格は、Ａ４版片面（４色、マットコート紙、90kg以上）とすること。 

   ・公社が指定する日までに、別途提供する送付書を添付のうえ、公社の指定する団体 

等（別紙２）へ発送すること。 

   ・データについては、DVD等の電子媒体に収録し、次に示す場所に納入すること。 

     三重県熊野市井戸町３７１（三重県熊野庁舎２階） 

     （一社）東紀州地域振興公社 観光課 

 

（６）独自提案 

  上記４（１）～（５）をより効果的に実施し、業務の目的の達成につなげる方策があ

れば、契約上限額の範囲内で提案すること。 

 

（７）報告書制作 

 本委託業務の実績に係る報告書を、以下の項目を含め制作すること。 

① ウェブＡＲコンテンツ制作の概要 

② キャラクター制作の概要 

③ 特設サイト制作の概要 

④ 広報の概要 

⑤ ウェブＡＲコンテンツ及び特設サイトの利用者数等の計測及び分析結果 

⑥ 本委託業務の総括及び今後の展開に関すること 

⑦ その他、監督職員が指示したもの 

 

５ その他 

（１）業務実施の条件 

本委託業務の実施にあたっては、随時、実施内容を公社と協議しながら進めるものと

し、そのほか本業務仕様書に明示されていない事項又は業務上疑義が生じた場合は、両

者協議により、業務を進めるものとする。上記の協議の結果、提案内容と業務実施内容

が異なる場合がある。 

本委託業務の進捗及び事業費執行の状況について、業務監督職員の求めがあった場合

には、速やかに経過報告書を提出するものとする。 

（２）業務遂行 

本委託業務の円滑かつ効率的な進捗を図るため、受注者は業務監督職員と密接な連携

を図りつつ、業務の運営や事務処理等の作業を主体的に進めるものとする。 

（３）再委託 

再委託を行う場合は、事前に公社の了解を取り付け、再委託先事業者の管理監督を行

うこと。なお、再委託先に対して、業務遂行上必要に応じて業務監督職員が直接に指示

監督する場合がある。 

（４）資料等の作成 



成果品や本委託業務の過程で作成する書類は、パワーポイント・WORD・EXCEL 形式な

ど、公社において二次利用可能な形式にて作成するものとする。その際、知的財産権等、

取扱いに注意を要するものについては、その都度確認を行うものとする。 

（５）留意事項 

  ① 肖像権・著作権に関して、権利者の許諾が必要な場合は、受託者が必要な処理を行

うものとする。 

  ② 本契約に基づく成果物の所有権は、公社への引き渡しが完了したときに、公社に移

転するものとし、成果物の著作権（著作権法第 27条及び第 28条に規定する権利を含

む。）は成果物の引き渡しをもって公社に譲渡されるものとする。また、著作者は成

果物に係る著作者人格権を将来にわたって一切行使しないものとする。 

    ただし、契約に関して、上記以外に有効な手法がある場合には、提案すること（例：

著作者による実績公表がキャラクターの広報につながる等）。なお、使用に関して条

件や制限があるものについては、その都度両者で協議するものとする。 

  ③ 第三者が有する知的財産権の侵害の申立を受けたときには、受託者の責任（解決に

要する一切の費用負担を含む。）において解決すること。 

  ④ 契約期間内の各業務に係る経費は、全て当初の契約金額に含むこと。 

    ただし、契約期間を過ぎてからの運用費用は、この限りでない。本契約後、ウェブ

ＡＲコンテンツ及び特設サイトを継続する場合に係る経費について、「運用費用」と

して年度単位の参考見積書を別途提出すること。 

 

以上 

  



（別紙１） 

①種まき
た ね ま き

権兵衛
ご ん べ え

 

【概要】 

  「権兵衛が種まきゃカラスがほじくる」というフレーズがあるように、畑に種をまくと

カラスや小鳥に種をついばまれ人々に笑われていたが村一番の農家になった。また村では

鉄砲撃ちの名手で、馬越峠に住み着いた大蛇を何日も待ち受け、見事退治に成功した。 

【ＡＲマーカーまたはＱＲコード設置箇所】 

  熊野古道伊勢路 馬越峠 スタンプ台 

【参考資料】 

  ・みえ東紀州の民話「種まき権兵衛」 

  ・https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/minwa/kishu/miyama/index.htm 

 

②神武
じ ん む

天皇
てんのう

（カムヤマトイワレヒコ） 

【概要】 

  日本全体を治めるため、九州の日向からカムヤマトイワレヒコ（のちの神武天皇）とそ

の３人の兄は、日本の中心に向けて出発をした。大坂に上陸するも激しい攻撃に合い、１

人の兄を失ったため再度船で紀伊半島を回って熊野から上陸し大和に向かうこととした。

しかし海が急に荒れ船が沈没しそうになったため２人の兄が入水し海は平穏を取り戻し

た。カムヤマトイワレヒコは、そのまま熊野の二木島にある楯ヶ崎より上陸し、ヤタガラ

スに導かれ、幾多の困難を乗り越え大和に入り、初代天皇・神武天皇となった。 

【ＡＲマーカーまたはＱＲコード設置箇所】 

  熊野古道伊勢路 曽根次郎坂・太郎坂 スタンプ台 

【参考資料】 

  ・日本書紀 

  ・みえ東紀州の民話「次郎明神社」 

 

③徐
じょ

福
ふく

 

【概要】 

  ２２００年以上前の中国：秦の始皇帝が求めた不老不死の仙薬を探しに日本に到来され

たとされる人物。呪術や薬剤の調合に長け、医薬・天文・戦術などに通じた方士。その徐

福が上陸した土地と言い伝えられているのが熊野市波田須町である。 

【ＡＲマーカーまたはＱＲコード設置箇所】 

  徐福茶屋 

【参考資料】 



  ・徐福伝説の里を訪ねて（パンフレット） 

 

④大馬
お お ま

新左
し ん ざ

衛門
え も ん

 

【概要】 

  松本峠のお地蔵様には鉄砲で撃たれた跡がある。 江戸時代、鉄砲の名人「大馬新左衛

門」が早朝に松本峠を通り、その後夕暮れ時の帰り道に再度松本峠を通ったところ、行き

道にはなかったお地蔵様が立っており、それを妖怪と勘違いして撃ったと伝えられている。

狐が妖怪に化けるとき、頭を下にすることから、お地蔵様の頭ではなく下の方に鉄砲傷が

ある。 

【ＡＲマーカーまたはＱＲコード設置箇所】 

  熊野古道伊道 松本峠 スタンプ台 

【参考資料】 

  ・https://kumanokodo-iseji.jp/feature/%e6%9d%be%e6%9c%ac%e5%b3%a0/ 

 

⑤多蛾
た が

丸
まる

 

【概要】 

熊野の地に多蛾丸という鬼の大将がいた。桓武天皇の頃、多蛾丸の強さに脅威を感じた政

権は、坂上田村麻呂に多蛾丸を含めた鬼を征伐する命を下した。鬼等は深山幽谷に隠れたが、

天人のお告げにより、大将である多蛾丸の潜伏場所（鬼ヶ城）が明かされてしまう。 

鬼ヶ城の岸壁は、波が打ち付け近寄れず攻めあぐねている坂上田村麻呂一行であったが、

鬼ヶ城の沖にある島「魔見ヶ島」に童子があらわれ、面白おかしく歌い踊るため、一行もつ

られて大騒ぎしていた。多蛾丸は、外のにぎやかさに、固く閉ざしていた戸を小さく開けて

しまい、その瞬間を坂上田村麻呂に討たれてしまった。 

【ＡＲマーカーまたはＱＲコード設置箇所】 

  鬼ヶ城センター 

【参考資料】 

  ・みえ東紀州の民話「泊の観音さまと鬼退治」 

・https://onigajyo.jp/densetsu/densetsu_index.html 18行目～ 

 

⑥イザナミノミコト 

【概要】 

  日本書紀に、神々の母である伊弉冊尊（イザナミノミコト）が火神・軻遇突智尊（カグ

ツチノミコト）を産み、灼かれて亡くなった後、花の窟に葬られたと記されている。 

【ＡＲマーカーまたはＱＲコード設置箇所】 

  道の駅熊野・花の窟 

【参考資料】 



  道の駅熊野・花の窟に設置されている、那智黒石でできたイザナミノミコト像 

 

⑦紀州
きしゅう

犬
けん

の先祖
せ ん ぞ

・マン 

【概要】 

  山道で狼を助けた峰弥九郎の元へ狼の子が現れ、その子を「マン」と名付けて育て、驚

くほど素晴らしい猟犬となり、お殿様の危険をも救うなど、その名は広く知れ渡っていた。

その後も暇さえあれば山を巡り狩りを楽しんでいた。しかしある時近所の人が、マンが狼

であることの危険性を弥九郎に話し、それを聞いていたマンは悲しみの遠吠えをし、以降

姿を消した。 

  紀州犬は、マンの血を引いていると言われている。 

【ＡＲマーカーまたはＱＲコード設置箇所】 

  熊野古道伊勢路 横垣峠 スタンプ台 

【参考資料】 

  ・みえ東紀州の民話「峰弥九郎物語（一）」 

  ・https://www.bunka.pref.mie.lg.jp/minwa/kishu/mihama/index.htm 

 

⑧武蔵坊
むさしぼう

弁慶
べんけい

 

【概要】 

  源義経に仕え、最後は主君を守り仁王立ちで亡くなったとされることで有名な武蔵坊弁

慶。謎が多い人物だが、紀宝町鮒田地区が出生地との説があり、該当地には石碑も建立さ

れている。 

【ＡＲマーカーまたはＱＲコード設置箇所】 

  道の駅紀宝町ウミガメ公園 

【参考資料】 

  ・https://www.town.kiho.lg.jp/tourisms/1730/ 

 

 

 

 

※なお、記載の参考資料「みえ東紀州の民話」、「徐福伝説の里を訪ねて」「那智黒石ででき

たイザナミノミコト像」が必要な場合は申し出ること。 

 

 

 

 

 



（別紙２） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 宛先 送付部数 〒 住所

1 熊野市観光案内所 100 519-4324 三重県熊野市井戸町654-1

2 熊野市観光公社 100 519-4324 三重県熊野市井戸町653-12

3 熊野市駅前特産品館 100 519-4324 三重県熊野市井戸町656-3

4 熊野古道おもてなし館 100 519-4323 三重県熊野市木本町304

5 鬼ヶ城センター 100 519-4323 三重県熊野市木本町1835-7

6 道の駅熊野・花の窟 100 519-4325 三重県熊野市有馬町137

7 道の駅熊野・板屋九郎兵衛の里 100 519-5413 三重県熊野市紀和町82

8 道の駅熊野きのくに 50 519-4561 三重県熊野市飛鳥町大又109-21

9 尾鷲観光物産協会 100 519-3605 三重県尾鷲市中井町12-14

10 三重県立熊野古道センター 100 519-3625 三重県尾鷲市向井12-4

11 紀北町観光協会 100 519-3204 三重県北牟婁郡紀北町東長島2410-73

12 道の駅紀伊長島マンボウ 100 519-3204 三重県北牟婁郡紀北町東長島2410-73

13 道の駅海山 100 519-3406 三重県北牟婁郡紀北町相賀1439番地3

14 紀北町パーキングエリア始神テラス 100 519-3208 三重県北牟婁郡紀北町三浦600番地

15 道の駅パーク七里御浜 100 519-5204 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和4926-5

16 道の駅紀宝町ウミガメ公園 100 519-5711 三重県南牟婁郡紀宝町井田568-7

17 七里御浜ツーリストインフォメーションセンター 100 519-5204 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6115-5

18 紀北町　商工観光課 50 519-3292 三重県北牟婁郡紀北町東長島769番地1

19 尾鷲市　商工観光課 50 519-3696 三重県尾鷲市中央町10番43号

20 熊野市　観光・スポーツ交流課 50 519-4392 三重県熊野市井戸町796

21 御浜町　企画課 50 519-5292 三重県南牟婁郡御浜町大字阿田和6120番地1

22 紀宝町　企画調整課 50 519-5701 三重県南牟婁郡紀宝町鵜殿324番地

23 三重県　東紀州振興課 100 514-8570 三重県津市広明町13番地

24 東紀州地域振興公社 3000 519-4393 三重県熊野市井戸町371

合計 5000



（参考写真） 

 

 


