
 

 

  入 札 説 明 書 

 

「ラグビーワールドカップ 2019™アクレディテーションビブス製作業務」に係る競争入

札は、関係諸法令に基づき、この説明書により実施する。 

 

１. 大会概要 

ラグビーワールドカップは、日本全国 12 会場で令和 31 年（2019 年）9 月 20 日から

11 月 2 日までの期間に開催されます。大会期間中は 20 の国と地域を代表するチームに

より、予選プール 40 試合、決勝トーナメント 8 試合の合計 48 試合が行われます。アジ

アで初、ラグビー伝統国以外で初のワールドカップとなり、7 人制ラグビーがオリンピッ

ク種目に採用されてから最初のワールドカップとなります。（別紙１参照） 

 

２．内容 

（１) 件名 

ラグビーワールドカップ 2019™アクレディテーションビブス製作業務 

（２) 調達の主な目的 

ラグビーワールドカップ 2019™日本大会で使用するアクレディテーションデバイス

の準備を行うため、ビブスの調達を行う。 

 

（３) 調達内容 

  メディア用ビブス 9 種 約 3400 着、競技用ビブス 11 種 約 1200 着 

スタッフ用ビブス等 2 種 約 5000 着 

  デザイン業務も含め、既製品ではなくオリジナルビブス作成を前提。 

  

（４）納品日  

2019 年 7 月中旬～下旬（予定）   

 

（５）納品場所 

東京都新宿区霞ヶ丘町四丁目１番 

公益財団法人 ラグビーワールドカップ2019™組織委員会（以下「JR2019」という。） 

及び開催会場スタジアム 

 

３．担当部署 

〒１６０－００１３ 

東京都新宿区霞ヶ丘町四丁目１番 

公益財団法人 ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会  

 財務・法務局 財務・調達部 

 



 

 

電 話：０３－６４３８－６３２８ 

メール：choutatsu-procurement@japanrugby2019.or.jp 

※ 電話受付時間は、土・日曜日、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号。

以下「祝日法」という。）に規定する休日、年末年始（12 月 29 日～翌年の１月３日）

を除く毎日、10 時 00 分～17 時 00 分（12 時 00 分～13 時 00 分は除く。） 

※ メールを送信する場合は必ず電話にて受信確認を行うこと。 

 

４．参加資格 

 競争参加者は、以下の各要件をすべて満たすこと。 

（１) 次の各号のいずれにも該当しないこと（共同企業体又は事業協同組合等にあっては、

その 

構成員を含む。以下同じ。） 

① 当該取引にかかる契約を締結する能力を有しない者 

② 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

③ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準じる者 

（２）平成 31・32・33 年度全省庁統一の競争参加資格において、「物品の製造」の「A」、

「B」又は「C」の等級に格付けされている者。 

（３）日本語での業務進行が可能であること。 

（４）展示会、イベント、スポーツ大会でのスタッフユニフォーム等の製作実績多数あるこ

と。 

（５）製品に関して 

① デザイン業務ができ、JR2019 の変更依頼等に対応できること 

② 指定する納品場所に納品できること 

③ 指定する製品の梱包ができること 

④ 追加等の即応対応ができること    

（６）複数の事業者で構成する共同企業体による申請の場合は、代表事業者を定めた上での

提案であり、構成事業者のいずれかが上記（１）から（５）を満たしていること。 

（７）JR2019 が希望している生地の調達に関して、事前に JR2019 から希望生地サンプル

をお渡し、希望する生地と同等品かそれ以上の品質の生地で製品を作成することがで

きること。 

生地の審査を行います。サンプルを期限内に提出してください。 

 

５．参加手続 

参加を希望する者は、以下の手続きに従い必要書類を提出すること。提出場所は、上記

「３ 担当部署」とする。 

提出方法は電子メールとする。 

 

（１）参加申込み 



 

 

提出期限：平成 31 年 4 月 26 日（金）午後 5:00 (日本時間) 

提出方法：電子メールにて PDF を送付 

提出資料 様式 部数 備考 

参加申込書 様式１ １  

秘密保持誓約書 様式２ １  

競争参加資格確認申請書 様式３ １ ・統一資格審査結果通知書の写しを

添付すること。 

（２）入札に必要な資料の配布 

契約書（案）、仕様書及び評価項目、並びに様式４、５、６－１、６－２、７は、

上の（１）に示す資料を提出いただき、当 JR2019 が参加資格を満たすと認めた者

で、当 JR2019が指定する秘密保持誓約書に同意いただいた者にのみお配りします。

（本資料の配布は無料とします） 

（３）希望生地の配布と生地サンプルに関して 

JR2019 が希望する生地と同等品かそれ以上の品質の生地サンプルを令和元年 5 月

14 日（火）午後 5:00 (日本時間)までに提出下さい。 

サンプルの合否に関しては、令和元年 5 月 20 日（月）にご連絡致します。 

生地の品質が JR2019 の基準を満たした者が入札参加者となります。 

※サンプルの返却は致しません。 

（４）入札書及びその他必要書類の提出 

提出期限：令和元年 5 月 27 日（月）午後 5:00 (日本時間) 

言語：書類は、日本語及で作成してください。 

    添付書類及びその他補足資料の用紙はすべて日本工業規格Ａ４版縦とする。 

 

提出資料 様式 部数 備考 

入札書 様式５ １ 入札書を長３封筒に封入・密封の上、封皮

に氏名（法人の場合はその名称又は商号）

及び「令和元年 5 月 29 日開札「ラグビー

ワールドカップ 2019™アクレディテーシ

ョンビブス製作業務」の入札書在中」と記

入すること。提出は持参もしくは送付する

こと。 

内訳書 任意 － 入札書に同封すること。 

委任状 

 

様式６ 

 

１ 委任状は封入せず、入札書と一緒に提出す

ること。提出は持参もしくは送付するこ

と。 

 

 

６．質疑応答 

（１）本説明書等に関して質問がある場合は、次に従い、様式４の「質問書」を提出する



 

 

こと。なお、手続きに関する質問は、上記「３．担当部署」に問い合わせること。

入札説明会は実施しない。 

（２）質問方法等 

① 質問受付期間 

  平成 31 年 4 月 26 日（金）から令和元年 5 月 13 日（月）午前 11:00 まで 

② 提出場所 

上記３に同じ。 

③ 提出方法 

言語：日本語で作成してください。 

メールにて電子ファイル（Microsoft Office Excel）及び PDF を 

           choutatsu-procurement@japanrugby2019.or.jp 

宛送信すること。 

（３）回答方法等 

① 回答方法 

メールにて回答書を令和元年 5 月 15 日（木）までに返信します。 

日本語及び英語で回答します。（ただし日本語を正とする） 

② ご質問への回答は公平性担保のために一括して参加者全員にお送りする場合が

あります。 

 

７．開札の日時及び場所 

（１）日時：令和元年 5 月 29 日（水）午前 11：00 

（２）場所：（公財）ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会 

        東京都新宿区霞ヶ丘町四丁目１番 

 

８．競争に関する事項 

本件は、一般競争入札方式により落札者を決定する。 

提案内容が仕様を満たすと組織委員会が判断した者で、予定価格の制限の範囲内で最低

の価格 

をもって入札した者を落札者とする。 

ただし、低入札価格等その者が当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあ

ると認 

められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあっ

て著し 

く不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札

をした他の者のうち最低価格をもって入札した者を落札者とする。 

入札価格が最も低い者が 2 人以上ある場合は、くじを引かせて落札者を決定する。 

 開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、再度の入札を行

う。 

入札者又はその代理人のすべてが立ち会っている場合においては直ちに、再度入札を行



 

 

い、そ 

の他の場合にあっては別に定める日時において再度入札を行う。 

 

９．入札の無効 

次に掲げる条件に該当する入札は無効とする。 

（１）本説明書において示した参加資格のない者による入札 

（２）虚偽の内容が記載された入札 

（３）受託者の決定までの間において、JR2019 の従業員又は関係者に対し直接又は間接

に接触を持った者が行った入札 

（４）公正な競争を害し、又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる

者が行った入札 

（５）その他条件に違反した入札 

 

10．契約等 

契約手続きは日本語で行う。契約手続きにおける受託条件の緩和等の交渉は行わない。

契約に当たっては、様式７：暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書

を提出いただきます。 

 

 

11．応募にあたっての注意事項 

  ご応募いただく際は、本入札説明書記載の内容のほか、以下の点にご注意ください。 

（１）本競争に参加を希望する者は、本説明書、仕様書及び契約書（案）等を熟知し、説

明書記載事項を遵守すること。 

（２）技術提案を行った者は、技術提案書の提出後、本説明書、仕様書等の不知又は不明

を理由として、異議を申し立てることはできない。 

（３）落札者の責により、採用された提案に基づく業務が実施されていないと認められ

る場合は、契約の解除及び取引停止を行うことがある。 

（４）技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、取引停止を行うことがある。 

（５）応募者が提案書に関わる内容について、他の応募者又はその他の者と、相談し、話

し合い、又は合意をするなど、本件に関して応募者間の競争を制限するような行為

を行うことは禁止します。 

（６）いかなる者も、本件に関する競争を制限する目的で、他者に提案書を提出させた

り、応募をやめさせたり、その他なんらかの方法で本件に応募しようとする者を誘

導することを禁止します。 

（７）本件に関する提案書の変更又は修正は、上記６（２）記載の提出〆切前に限り受け

付けます。提出締切後はいかなる場合も提案書の変更又は修正を行うことはでき

ません。 

（８）本競争に参加を希望する者が本競争に関して要した費用については、すべて本競

争に参加を希望する者の負担とする。 



 

 

（９）JR2019は、応募者に対して、提案書について説明を求める場合があります。その

場合応募者には必要な説明を行っていただく必要があります。 

（１０）選定結果については、各応募者に対して、電子メールにて通知をします。JR2019

は、選定結果に関する個別のお問い合わせは一切お受けいたしません。 

（１１）説明書等の取扱い 

① 目的外使用の禁止 

本説明書等は、他の目的に使用することを禁止する。 

② 破棄 

配付した本説明書等（コピーを作成した場合は、当該コピーを含む。）は、本競 

争への参加を辞退する場合には、破棄すること。 

 

 

12．著作権等 

（１）本委託に係る業務遂行の過程において発生する発明、考案等の産業財産権を受け

る権利及びこれに関する著作権その他の権利は、JR2019に帰属するものとします。 

（２）本成果物に関する権利（著作権･特許権その他の知的財産権又はこれらを受ける権

利を含む。著作権については、著作権法第 21 条から 28 条に定める全ての権利を

含む。）及び所有権は、本成果物の引渡しと同時に本委託の受託者から JR2019 に

移転するものとします。 

（３）本委託の受託者は、JR2019 に対し、次に示す行為をすることを許諾し、著作権法

第 19 条第 1 項又は第 20 条第 1 項に規定する権利を行使しないものとします。 

ア 成果物の内容を公表すること。 

イ 成果物を JR2019 又は JR2019 が委託した第三者をして変形、改変その 

他の修正をすること。 

 

 

 

13．秘密保持  

（１）応募者は、本入札説明書の内容、並びに JR2019 又は応募者が本件への応募に向け

て用意したデータ、資料その他の一切の情報（以下「秘密情報」といいます）は、

厳に秘密として扱うものとし、これらを第三者に対して開示しないものとします。 

（２）応募者は、JR2019の書面による事前の承諾を得ない限り、本入札説明書の内容及

び応募の事実を公表することはできません。 

（３）JR2019は応募者から提出を受けた情報のうち、性質上秘密として扱うべき情報に

ついて、JR2019の関係者（ワールドラグビー及びラグビーワールドカップリミテ

ッドを含みますがこれに限りません）にのみ開示するものとし、それ以外の第三者

には開示しません。 

（４）選定の結果事業者に選定されなかった応募者は、JR2019の要求に応じて、本件に

関する資料等及び電子ファイル並びにそれらの複製物を含むすべての資料を速や



 

 

かに返却又は廃棄するものとします。JR2019は、当該書類等が返却又は廃棄され

たことを確認する書面の提出を求める場合があります。 

 

 

14. アンブッシュ・マーケティングの禁止等 

（１）受託者は、JR2019の書面による承諾がない限り、本業務受託の事実その他ラグビ

ーワールドカップとの関係性を、宣伝目的で対外的に公表してはならないものと

します。 

（２）受託者は、いかなる態様であれ、アンブッシュ・マーケティングを行い又は意図的

に第三者をしてアンブッシュ・マーケティングを行わせてはならないものとしま

す。 

（３）受託者は、RWCマークに類似する又はRWCマークとの混同を生じさせる商標、名

称、ロゴ、その他のブランディング素材の表示を使用してはならないものとします。 

 

 

15．免責条項 

（１）本件に関する提案書の準備及び提出は、各応募者の自己の負担において行ってい

ただきます。JR2019は、本件への応募に関して応募者が負担した費用等について

一切責任を負いません。選定結果を問わず、JR2019は応募者がJR2019に提出した

書類について返却いたしません。 

（２）JR2019は、本入札説明書の内容について、いかなる責任をも負いません。 

（３）事業者の選定は、JR2019と事業者候補との間において、法的拘束力ある契約が締

結されて最終的になされるものとします。当該契約締結前におけるJR2019と応募

者間のいかなるやり取りもJR2019による事業者の選定を意味するものではありま

せん。 

（４）本入札説明書の内容（委託業務範囲及び事業者が提供する主なサービスの内容を

含みますがこれに限りません）等はあくまでも目安であり、JR2019はいつでもそ

の内容を変更し、又は募集自体を中止することができるものとします。その場合も

JR2019は一切責任を負いません。 

（５）本入札説明書は、本件に関するすべての情報を網羅するものではなく、今後、

JR2019が追加の条件等を提示する場合があることを予めご了承いただきます。 

（６）JR2019は、本入札説明書の正確性及び完全性についてなんら保証をするものでは

ありません。 

 

16．その他 

（１）本プロジェクトは、警備局が実施することとします。 

 

【添付書類】 

○様式 



 

 

・様式１：参加申込書 

・様式２：秘密保持誓約書 

・様式３：競争参加資格確認申請書 

・様式４：質問書 

・様式５：入札書 

・様式６－１：委任状 

・様式６－２：委任状（復代理人） 

・様式７：暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書 

 

○別冊 

・契約書（案） 

・ラグビーワールドカップ 2019™アクレディテーションビブス製作業務 仕様書 

 

※ 様式４、５、６－１、６－２、７及び別冊の資料については、「５．（２）」で示す要

件を満たす方のみに配布します。 

 

 

  



 

 

別紙 1 

大会概要 

大会名称 ラグビーワールドカップ 2019™ 

主催 ワールドラグビー（World Rugby） 

開催時期 2019 年 9 月 20 日～11 月 2 日 

参加チーム 

           

ニュージーランド、オーストラリア、南アフリカ、ウェールズ、 

アルゼンチン、イングランド、フランス、アイルランド、スコットランド、 

日本、ジョージア、イタリア、アメリカ、フィジー、トンガ、ロシア、ウルグア

イ、サモア、ナミビア、カナダ 

【計 20 チーム】 

試合形式 

 

①予選プール - 5 チーム×4プール（プール内総当たり戦）：40 試合 

②決勝トーナメント - 準々決勝、準決勝、3 位決定戦、決勝：８試合 

   【計 48 試合】 

試合会場 札幌ドーム（41,400） 

釜石鵜住居復興スタジアム（16,200）、 

熊谷ラグビー場（24,000） 

東京スタジアム（49,900） 

横浜国際総合競技場（72,300） 

小笠山総合運動公園エコパスタジアム（50,900） 

豊田スタジアム（45,000） 

東大阪市花園ラグビー場（25,000） 

神戸市御崎公園球技場（30,300） 

東平尾公園博多の森球技場（22,600） 

熊本県民総合運動公園陸上競技場（30,000） 

大分スポーツ公園総合競技場（40,000）        

（概算収容人数）【12 会場】 

本大会の特徴 ①アジアで初めて開催されるラグビーワールドカップ 

②ラグビー伝統国以外で初めて開催されるラグビーワールドカップ 

③ラグビー（７人制）がオリンピック種目に採用されてから初めて開催されるラ

グビーワールドカップ 

公益財団法人ラグビーワールドカップ２０１9 組織委員会 組織概要 

組織沿革：2010 年 11 月 11 日 ラグビーワールドカップ２０１9 組織委員会設立 

     2012 年 5 月 10 日  一般社団法人への登記完了 

     2013 年 4 月 1 日   公益財団法人へ移行 

住所 : 東京都新宿区霞ヶ丘町 4-1 



 

 

ラグビーワールドカップ２０１９™関係組織図 

 ラグビーワールドカップ（RWC）を主催しているのはワールドラグビーです。 

 ワールドラグビーは世界のラグビーを統括する機関で、世界にラグビーを普及・発展させ

るために、様々な施策を行っています。その施策の主な資金となるものが RWC の収益で

す。その収益は各ユニオンに分配されたり、いろいろな国際大会を開催したりと、様々な形

で活用されます。 

 ワールドラグビーは RWC を運営する専門会社として出資 100％の子会社「ラグビーワー

ルドカップリミテッド（RWCL）」を設立。同社に準備・運営を委託しています。 

 日本ラグビーフットボール協会（JRFU）は、2009 年に RWC２０１９の日本開催が決定

した際に、RWCL と開催協会合意書を結び、開催協会（ホストユニオン）となりました。 

 そして JRFU は 2010 年 11 月に開催協会合意書に基づき、大会の準備・運営を専門とす

る機関「ラグビーワールドカップ２０１19 組織委員会」を立ち上げました。現在、組織委

員会は公益財団法人として、開催協会合意書に細かく記載されている様々な内容に従い、大

会に向けて RWCL と密接に連携しながら準備を進めています。 

 

 

 

 

 

ワールドラグビー   ラグビーワールドカップリミテッド 

 

 

 

 

RWC２０１９組織委員会 日本ラグビーフットボール協会 

 

  

 

ラグビーワールドカップリミテッド 

（RWCL） 



 

 

秘密保持誓約書 

 

   年   月   日 

 

公益財団法人ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会 

事務総長 嶋津 昭 殿 

 

事業者名 

代 表 者           印 

 

（以下、「参加者」という。）は、公益財団法人

ラグビーワールドカップ２０１９組織委員会（以下、「組織委員会」という。）が行うラグビ

ーワールドカップ 2019™アクレディテーションビブス製作業務一般競争入札（以下、「本入

札」という。）への参加に関し、情報の秘密保持等について下記のとおり約束し、この誓約

書（以下、「本書」という。）を提出します。 

 

 

記 

 

（秘密情報） 

第１条 本書において「秘密情報」とは、その内容や情報の開示方法の如何を問わず、本件

に関して参加者に開示され、又は参加者が開示した全ての情報（本入札の内容、本入札へ

の参加の事実、本入札への参加に際し参加者が提出した一切の資料、本入札の進捗状況並

びに本件について組織委員会及び参加者との間で協議等が行われているという事実を含

みますが、これらに限られません。）をいいます。ただし、次の各号のいずれかに該当す

るものを除きます。 

一 参加者が情報の開示を受けた時点でその情報が公知であったもの。 

二 情報の開示を受けた後に参加者による本書の違反なくその情報が公知となったもの。 

２ 本書の他の条項に定める場合又は組織委員会が別途書面により承諾する場合を除き、

参加者は、次の各号を遵守することを誓約します。 

一 自ら保有する自らの情報の秘密を保持する場合と同程度の注意をもって秘密情報を

厳に保持すること。 

二 第三者に秘密情報を開示しないこと。 

三 秘密情報を、開示された目的以外の目的では利用しないこと。 

３ 本書の如何なる定めにかかわらず、参加者は、適用法令に基づき、又は法的手続におい

て第三者への秘密情報の開示が強制される場合には、組織委員会に対し、事前にその旨を

書面によって通知します。 

様式２ 



 

 

４ 参加者が前項の理由により秘密情報の開示を行う場合には、法的に開示することが必

要な最小限の範囲の秘密情報のみを開示し、かつ、本書と同様の秘密保持義務を開示先

（法令上の守秘義務を負う者を除く。）に課すことができるよう最大限努力します。 

５ 参加者は、組織委員会の書面による承諾をもって、秘密情報を第三者に開示する場合、

当該第三者に本誓約書と同様の秘密保持義務を課すものとします。かかる第三者による

当該秘密保持義務違反があった場合、参加者は、組織委員会に対して、当該第三者と連帯

して責任を負うことに同意します。 

 

（秘密情報の返還） 

第２条 参加者は、組織委員会が要望した場合にはいつでも、組織委員会の要望に従い、自

ら保有し若しくは管理する秘密情報の媒体並びにその全てのコピー、複製物、要約物、分

析物、抜粋及びその他組織委員会が指定する物を組織委員会に対して速やかに返却する

か、又は速やかに破棄するものとします。 

 

（誓約違反） 

第３条 参加者が本書に違反した場合には、組織委員会は、本書において規定されるものの

他、参加者に対し、差止め請求その他の方法による救済措置を講じることができるものと

し、参加者はこれらの措置に従います。 

２ 参加者が本書に違反した場合には、参加者は、当該違反に関連して組織委員会に発生し

た全ての費用（合理的な弁護士費用その他の法的な観点で必要となる費用を含みますが

これに限られません。）を組織委員会に対して賠償します。 

 

（その他） 

第４条 参加者は、組織委員会が参加者その他の第三者に対し、組織委員会が開示する秘密

情報の正確性、完全性、妥当性に関して何らの表明又は保証を行っておらず、また、秘密

情報を最新の情報に更新する義務又は秘密情報の不正確さや不完全さに関する通知義務

を負うものではないことを確認します。 

２ 本書は日本法に従い解釈され、本書に関して疑義・紛争が生じ、これを裁判により解決

する場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに同意します。 


