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１ 業務名 

令和 3 年度仙台市観光デジタルマーケティング業務 

 

２ 委託期間 

契約締結の日から令和 4 年 3 月 31 日まで 

 

３ 目的 

本市では，平成３１年３月に「仙台交流人口ビジネス活性化戦略」を策定し，２０２１

年までに宿泊者数を６００万人泊とすることを数値目標として様々な施策を推進してき

た。令和元年において，目標を超える約６２４万人泊を記録し，数値目標は一度達成した

ものの，新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の影響により，大幅な落ち込みが予想

されている。 

また近年，スマートフォンの急激な普及によりデジタル化が進行し，国内外の旅行者に

よるインターネットを活用した情報収集，予約・手配など，FIT（個人旅行）が主流とな

りつつある。 

収束後の交流人口回復・発展のために，本市の現状および変化するニーズや動向を的確

に把握し，国内外の多様な観光データの収集・分析に基づく戦略的なプロモーションの実

施によって効果的な誘客につなげるとともに，こうした取り組みの PDCA サイクルを確

立させることにより得られた分析結果を，今後の観光施策や新たな戦略の検討に活用す

ることを目的とする。 

 

４ 業務内容 

(1) 仙台市観光データマネジメントプラットフォーム（DMP）の構築 

① プラットフォームの構築 

次のデータを集約・蓄積するプラットフォームを構築する。 

(ア) 本市が過去に行った施策や調査等のデータ 

(イ) 本市観光 Web サイト・SNS のアクセスデータ 

(ウ) 本業務で実施する広告配信データ 

(エ) 東北観光 DMP データ 

※別添「東北観光データマネジメントプラットフォーム構築・運用業務仕様書」参照 

(オ) その他，第三者機関保有データ 

② データの収集 

(ア) 本市が過去に行った施策や調査等のデータ 

・平成 27 年度仙台市観光客動態調査 

・平成 28 年度仙台市外国人観光客動態調査 

・仙台市観光客入込数，宿泊者数（毎年度） 

・「仙台旅先体験コレクション」広告配信データ（R2.11 月～R3.3 月に実施） 
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(イ) 本市観光 Web サイト・SNS のアクセスデータ 

  【Web サイト】 

名称 対象言語 URL 

せんだい旅日和 
日本語，英語，簡体字，
繁体字，韓国語，タイ語 

https://www.sentabi.jp/  

仙台旅先体験コレクション 
日本語 https://sendai-experience.com/ja/  

英語，簡体字，繁体字，
韓国語，タイ語 

https://sendai-experience.com/en/  

DISCOVER SENDAI 

英語 https://sendai-travel.jp/  

簡体字 https://sendai-travel.jp/?lang=zh  

繁体字 https://sendai-travel.jp/?lang=tc  

韓国語 https://sendai-travel.jp/?lang=ko  

タイ語 https://sendai-travel.jp/?lang=th  

 

【SNS】 

名称 対象言語 URL 

日本仙台市 簡体字 http://www.weibo.com/xiantaishi 

Travel to Sendai, Japan 英語 
https://www.facebook.com/ 
welcometosendai.japan 

Travel to Sendai, Japan タイ語 
https://www.facebook.com/ 
traveltoSendai.Japan/ 

仙台魅力再發現 繁体字 
https://www.facebook.com/ 
rediscoverSendai.Japan/ 

Discover SENDAI 
Instagram 

日本語，英語，繁体字 
http://www.instagram.com/ 
discover_sendai/ 

Discover SENDAI 
YouTube 

英語，繁体字，タイ語 
https://www.youtube.com/ 
channel/UClaKuQ4CsCqpP 
QpIB-ieqIg 

(公財)仙台観光国際協会
Facebook 

日本語 
https://m.facebook.com/ 
welovesendai 

(公財)仙台観光国際協会
Twitter 

日本語 
https://mobile.twitter.com/ 
send_ai2011 

仙台旅先体験コレクション
Facebook 

日本語 
https://m.facebook.com/ 
Epro1000/ 

仙台旅先体験コレクション
Instagram 

日本語 
https://www.instagram.com/ 
tabisaki_taiken_collection/ 

仙台旅先体験コレクション
Youtube 

― 
https://www.youtube.com/ 
channel/UC2r2V--Jv8UPhK 
WU4JN-SnA/featured 

 

(ウ) 本業務にて実施する広告配信データ 

（3）で実施する広告配信のデータを収集すること。 

(エ) 東北観光 DMP データ 

令和 3 年度に（一社）東北観光推進機構で構築する「東北観光 DMP」から，本業

務に必要となるデータを収集すること。（CSV データや Excel データで提供予定） 

https://www.sentabi.jp/
https://sendai-experience.com/ja/
https://sendai-experience.com/en/
https://sendai-travel.jp/
https://sendai-travel.jp/?lang=zh
https://sendai-travel.jp/?lang=tc
https://sendai-travel.jp/?lang=ko
https://sendai-travel.jp/?lang=th
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/
https://m.facebook.com/
https://mobile.twitter.com/
https://m.facebook.com/
https://www.instagram.com/
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(オ) その他，第三者機関保有データ 

観光庁や日本政府観光局（JNTO）を始めとした国や自治体等の公的機関が公表し

ているオープンデータや有償データ等，本業務に必要となるデータを提案し，収集

（購入）すること。 

③ データの可視化 

収集・分析したデータを利用者が直感的に理解し活用できるよう，データ及び分析結

果を可視化する機能を備えること。 

(ア) ダッシュボード機能・・・定期的な分析に使用 

(イ) 自由分析機能・・・より詳しい分析に使用 

(ウ) データエクスポート機能・・・CSV や Excel 形式を想定 

(エ) 各種レポート出力機能・・・PowerPoint や Excel 形式を想定 

④ 運用保守 

・可用性，機密性，完全性を担保し，将来性を考慮したシステム稼働環境とし，システ

ム全体として，少なくとも導入後 3 年間保守可能な構成とすること。 

・計画的なメンテナンス等を除き，原則として 365 日，24 時間利用可能であること。 

・サーバ，OS，その他ミドルウェア等について，脆弱性対応を適切に行うこと。 

ディスク容量等のリソース監視，システム全体のバックアップ，セキュリティ機器等

の設定及び維持管理等の定期的なシステム稼働状況の監視を行えること。 

・障害発生時等においては，データ復旧が可能なようにバックアップが行えること。ま

た，メール，電話等による問い合わせ，緊急度に応じたオンサイト対応や，データ復

旧，不具合に係るシステム復旧に対応すること。 

⑤ オープンデータ化 

市内の民間事業者等が本業務において収集・分析したデータを利活用できるよう，簡

易版として一部をオープンデータ化することとし，そのために必要となる下記機能を

備えること。また，公開するにあたってガイドラインを整備するとともに，基礎的なパ

ソコン操作を理解していれば利用できるよう，操作マニュアルを作成すること。 

・民間事業者向けのカスタムダッシュボードの構築 

・利用権限の付与条件の整理（ルールやガイドラインの整備を含む） 

・CSV 形式や PDF 形式でのレポート出力機能 

(2) データ分析 

本市の観光施策（戦略策定，コンテンツ創出，プロモーション等）に活用するために，

旅行者のカスタマージャーニーに沿った各種データの解析・分析を行い，分析結果に基づ

いた提言及びレポートを月次で行うこと。 

なお，国外の分析は，台湾，タイ，中国，米国，マレーシア，インドネシア，シンガポ

ール，オーストラリアを対象市場とする。 

(ア) Web アクセス分析 

(イ) 広告効果分析 

(ウ) クロス分析 
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(エ) クラスター分析 

(オ) 時系列分析 

(カ) ソーシャルリスニング（※） 

（※）仙台都市圏の観光に関して，Google，Twitter，Facebook，Instagram，Youtube，

TripAdvisor 等の検索エンジンや SNS・口コミサイトを利用して閲覧しているコン

テンツ，検索キーワード，ハッシュタグ，口コミ内容等を収集し，旅マエ・旅ナカ・

旅アトのフェーズに分けて分析すること。 

対象は，国外は訪日旅行者または関心層，国内は来仙旅行者または関心層とし，

それぞれ訪日旅行者全般と，国内旅行者全般との比較を示すこと。 

(3) 広告配信（国内のみ） 

（2）の分析結果に基づき，手法・ターゲット等を選定の上，デジタルによる広告配信

を実施すること。配信は最低 2 回以上行うこととし，リターゲティングも含め，常時最適

化を図ること。 

(4) その他 

・仙台市観光 DMP の構築や，その他マーケティングに効果的と思われる企画がある場合

は，予算内で提案すること。 

・仙台観光 DMP の操作方法や分析への活用方法について，マニュアルを作成するととも

に，市職員等へ定期的に指導・助言を行うこと。 

・Web マーケティングにおける経験 3 年以上の責任者を 3 名以上つけること。また，主

責任者は，上級ウェブ解析士同等資格以上を有すること。 

・将来的に収集・蓄積するデータや機能を拡張する可能性も考慮した設計とすること。 

・次年度以降，他の事業者でも運用できるようなシステムとし，データの移管なども容易

にできるようにすること。 

・次年度以降の運用を踏まえ，成果物の納品の際は，委託者と協議すること。 

 

５ スケジュール 

別紙の通り 

 

６ その他 

・本業務実施にあたり本市から提供されたデータや資料については，本業務提案の範囲内

でのみ使用すること。 

・関係法令等を遵守するとともに，業務遂行の過程で知りえた事項について守秘義務を負

うこと。 

・受託者は本業務における業務遂行者を明確に定め，契約に基づき業務に関する一切の事

項に責任を持って処理するものとする。なお，業務遂行者は，該当業務を遂行するにあ

たり，必要な能力と経験を有するものでなければならない。 

・受託者は，契約締結後，発注者と打合せや業務報告を行いながら，業務遂行すること。 

・この仕様書に記載のない事項，疑義等については，双方協議のうえ決定する。 
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７ 成果物 

・仙台市観光 DMP の納品（アクセス権限を含む） 

・データ分析カスタムダッシュボード 

・仙台市観光 DMP 構築の設計図・マニュアル 

・簡易版マニュアル 

・オープンデータ用マニュアル・ガイドライン 

・分析レポート一式 

 

８ 所有権・著作権 

 ・本業務の実施により発注者に提出した成果物やその他資料等（以下，「成果物等」とい

う。）の所有権・著作権（著作権法第２７条及び第２８条の権利を含む。)，その他一切

の権利は発注者に帰属し，受注者は，発注者が認めた場合を除き，成果品に係る著作人

格権を行使できないこととする。 

・成果物等のうち，受託者が従来から著作権を有する著作物については，受託者は，これ

らの著作物を利用するために必要な許諾を発注者に与えるものとし，第三者が従来か

ら著作権を有する著作物については，受託者は，責任をもって第三者から発注者への利

用許諾を得るものとする。 

 ・受託者は，本業務の遂行にあたり，第三者の特許権，著作権，肖像権，パブリシティ権

その他の知的財産権等を利用する場合は，その利用に関する一切の責任を負うものと

する。 


