
（様式第１号）   

参 加 表 明 書 

 

平成   年   月   日  

 

 

萩市長   藤  道  健  二   様  

 

 

               所在地  

              商号又は名称  

              代表者名                ㊞  

               電   話  

               ﾌ ｧ ｸ ｼ ﾐ ﾘ 

               Ｅ-ｍａｉｌ 

               担当者職氏名  

 

 

 

「萩・明倫学舎」テレビＣＭ制作及び放送業務に係る公募型プロポーザルに参加

を希望します。  

 なお、当該業務に係る参加資格の要件に該当する者であること、並びに本書及び

その他書類の記載内容は事実と相違ないことを誓約します。  

 



（様式第２号）  

事業者概要及び事業実績  
年   月   日現在  

【事業者概要】  

事業者の概要  

商号又は名称   

代表者氏名   

本社所在地   

電話番号・FAX  

設立年月日   

資本金   

従業員数（人）  

事業者概要  

特記事項  
 

山口県内の支社等  

の名称・所在地  
 

 

本業務取扱予定支店等の概要  

業務取扱  

支店等の概要  

支店等名称   

支店等代表者氏名   

支店等所在地   

電話番号・FAX  

開設年月日   

従業員数（人）  

 

※事業者概要の分かるパンフレット等があれば添付すること。  

※従業員数は、参加表明書提出時の現員を記入すること。  

 



【事業実績】  

 平成２４年度以降に実施した類似業務について、主なものを記載してください。  

実施年度   

業務名   

発注者   

業務概要・期間   

契約金額   

 

実施年度   

業務名   

発注者   

業務概要・期間   

契約金額   

 

実施年度   

業務名   

発注者   

業務概要・期間   

契約金額   

 

※個々の事業の内容が確認できる成果物等があれば、写し等を添付すること。  

※欄が不足する場合には複写して記入すること。  

 

 

 

 

 

 

 



（様式第３号）  

企 画 提 案 書 

 

平成   年   月   日  

 

 

萩市長   藤  道  健  二   様  

 

 

 

「萩・明倫学舎」テレビＣＭ制作及び放送業務に係る公募型プロポーザルについ

て、企画提案書及び添付書類を別添のとおり提出します。  

 

 

 

               事業者所在地  

              商号又は名称  

              代表者名                ㊞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【連絡先】   

担当者所属・氏名          電話番号             

               ﾌｧｸｼﾐﾘ番号            

E-mail             

 

 



（様式第４号）  

テレビＣＭ予定放送局及び数量  

■山口県（民放 3 社）  

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

 ●山口県  テレビＣＭ合計（   ）本  

■広島県（民放 2 社以上）  

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

●広島県  テレビＣＭ合計（   ）本  

■福岡県（民放 2 社以上）  

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

●福岡県  テレビＣＭ合計（   ）本  

●合計  テレビＣＭ（    ）本  

放送局名及び本数を記入して下さい  

期間①（Ｈ 29 年 10 月下旬～ 11 月下旬） 



（様式第４号）  

テレビＣＭ予定放送局及び数量  

■山口県（民放 3 社）  

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

 ●山口県  テレビＣＭ合計（   ）本  

■広島県（民放 2 社以上）  

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

●広島県  テレビＣＭ合計（   ）本  

■福岡県（民放 2 社以上）  

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

・放送局名（           ）  テレビＣＭ  計（   ）本  

【内訳  Ａタイム（  ）本・特Ｂタイム（  ）本Ｂタイム（  ）本・Ｃタイム（  ）本】 

●福岡県  テレビＣＭ合計（   ）本  

●合計  テレビＣＭ（    ）本  

放送局名及び本数を記入して下さい  

期間②（Ｈ 30 年 2 月中旬～ 3 月中旬） 


