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1. 概要 

(01) 企画コンペ名 

東京都庭園美術館 ウェブサイトリニューアル 

 

(02) 対象ウェブサイト URL 

https://www.teien-art-museum.ne.jp/ 

 

※上記ドメインにリンクしている外部サイト「チケット購入サイト」（https://www.e-

tix.jp/teien-art-museum/）は対象外とする。 

 

※現サーバ内にある静的サイト「休館中ウェブサイト」2 サイト、 

日本語（https://www.teien-art-museum.ne.jp/archive/） 

英語（https://www.teien-art-museum.ne.jp/archive/info/e_index.html） 

新サーバへの移行対象とする。デザインも変更せず、現サイトそのままを移行する。 

 

(03) プロジェクトの背景 

(ア) リニューアル背景 

 前回リニューアルから 8 年経過し、顕在化している課題解決への対応が必要 

 2023 年 10 月 1 日に控える開館 40 周年に向けて、当美術館のブランドイメージを確立

することが必要 

 

(イ) 次期リニューアルで目指す姿 

 ブランドイメージの確立、これからの当美術館の姿が見えるものにすること 

 最新のトレンドや利用環境への最適化 

 担当者で更新が容易な CMS 基盤の構築 

 

(04) 東京都庭園美術館について 

1. 美術館概要 

名前：公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都庭園美術館 

開館：1983 年 10 月 1 日 

館長：妹島 和世（建築家） 

 

 

 

 

https://www.teien-art-museum.ne.jp/
https://www.e-tix.jp/teien-art-museum/
https://www.e-tix.jp/teien-art-museum/
https://www.teien-art-museum.ne.jp/archive/
https://www.teien-art-museum.ne.jp/archive/info/e_index.html


5 

 

2. 美術館の基本方針 

歴史的建造物の保存と活用、装飾芸術の視点による新たな価値の創造 

・ 歴史的建造物である本館の保存とその公開  

・ 装飾芸術に基づく新たな価値を今日の社会に活かす展覧会・各種事業の実施  

・ 「歴史的建造物」、「装飾芸術」、「庭園」を三本柱とする文化的都市空間の形成  

・ あらゆる鑑賞者に開かれた美術館の実現 

 

※装飾芸術とは 

1933 年に建造された庭園美術館の本館は、アール・デコの館として知られています。この

「アール・デコ」という言葉には二つの意味があります。ひとつは、1920 年代のパリに誕

生した芸術様式です。もうひとつは、フランス語のアール・デコラティフ、すなわち「装飾

芸術」全般（建築、デザイン、工芸、家具、美術等に表れる装飾性）を指す一般名称です。 

この由来により、これまで国内外の美術作品を、主として装飾芸術の観点から取り上げる展

覧会を企画催してきました。この「装飾芸術」全般が示す従来の意味をもとに、さらに広が

りをもたせ、当館では「装飾芸術」をつぎのように捉えます。 

「人々が生活する空間・場、すなわち〈生活環境〉に新しい風を吹き込む芸術」  

「人々が季節や生活様式の変化から感受する心模様、すなわち〈生活感情〉を表現する芸術」 

 

※庭園美術館の基本方針、業務内容等の詳細については、以下のサイトを参照のこと。 

 

・指定管理者提案書類（事業計画書）概要 

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/bunka_shisetsu/files/0000001437/ni

wabi.pdf 

 

・令和３～８年度指定管理者提案書類（事業計画書） 

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/bunka_shisetsu/files/0000001437/tei

bihontai.pdf 

 

3. 美術館の特徴、事業内容等 

庭園美術館の建築、庭園、展覧会、その他事業内容等については、現行の公式ウェブサイト

及び公式 SNS(Twitter,Facebook,Instagram,YouTube)、公式アプリ等を参照のこと。 

https://www.teien-art-museum.ne.jp/ ほか 

 

4. 当館を訪れたユーザの関心 

・ 重要文化財に指定されている本館（旧朝香宮邸）の室内装飾や意匠 

・ その本館の特徴を活かした展覧会 

https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/bunka_shisetsu/files/0000001437/niwabi.pdf
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/bunka_shisetsu/files/0000001437/niwabi.pdf
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/bunka_shisetsu/files/0000001437/teibihontai.pdf
https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/bunka/bunka_shisetsu/files/0000001437/teibihontai.pdf
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・ 都心にあって緑豊かで静かな庭園 

・ ロケーションが素晴らしいレストランとカフェ 

・ 全般的に感じる落ち着き、上質さ、癒しの空間 

 

(05) 現ウェブサイトについて 

(ア) CMS 

WordPress 

WordPress で更新できる箇所 

 トップページの NEWS、PROGRAM 欄（日英） 

 プログラム申込フォーム 

 NEWS ページ（日英） 

 ラーニング・プログラム活動ブログ 

 コレクション紹介ページ 

 

利用しているプラグイン 

Advanced Custom Fields PRO、Classic Editor、Custom Post Type Permalinks、Custom Post 

Type UI、Intuitive Custom Post Order、root Cookie、User Role Editor、WP Multibyte Patch 

 

(イ) カレンダー更新 CMS（トップページに表示） 

独自プログラムで実装。年 1 回更新を行い、年間スケジュールに変更があれば都度更新を

行う。 

 

(ウ) ウェブサーバ 

プラン：さくらインターネットのマネージドサーバ HDD プラン 

オプション：Web 改ざん検知サービスを導入 

サーバ内コンテンツ 

 公式サイト（https://www.teien-art-museum.ne.jp/） 

 休館中ウェブサイト（https://www.teien-art-museum.ne.jp/archive/） 

※メールサーバは別サーバで管理。 

※ドメインは別会社にて管理。 

※テスト環境：現サイト運用会社で別途用意したサーバを使用 

 

(06) 現ウェブサイトの課題・新ウェブサイトへ期待すること 

(ア) デザイン 

 スマートフォン、PC 用双方のデザインをする。 

Google アナリティクスの解析結果より、閲覧者の 7 割はスマートフォンユーザである

https://www.teien-art-museum.ne.jp/
https://www.teien-art-museum.ne.jp/archive/
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ことを意識したデザインとする。 

 

 建築意匠をモチーフとしたウェブデザイン 

本館の建築意匠をモチーフにした背景デザインなど、いわゆるホワイトキューブの美

術館ではない「建物自体が美術品」というコンセプトを、サイトデザインでも全面に打

ち出したい。（例：https://www.mikaninagawa-flickeringlight.com/） 

 

 デザインイメージ 

シンプル、スマートフォンで見やすい、情報にアクセスしやすい/辿りやすい、新しさ・

おしゃれさを追及したもの 

 

 ユニバーサルデザインへの配慮 

トップページのカレンダー表示機能は、色の判別が難しいユーザにとっては表示が見

にくい可能性がある。 

様々な環境のユーザがウェブサイトへ訪問することを想定し、誰にでも使いやすいサ

イトにしたい。  

 

(イ) 表示速度 

 ページ読み込み速度が遅い。（主にトップページ） 

ユーザ体験、SEO の観点から、ページ読み込み速度の改善を行いたい。 

 

(ウ) 導線 

 各イベントへの導線整理 

前回リニューアルした際（8 年前）は展示のことだけ発信していたが、スクール、プロ

グラムなど、いろいろと掲載するコンテンツが増えてきた。美術館の事業やイベントが

多様化しているが、それらがサイトから見えづらい、情報にたどり着きにくい、トップ

ページ（上部）で、今何をしているか分かりにくい。 

 

 トップページからの展覧会ページへの導線強化 

トップページに開催中または次回展のメインビジュアルが表示されるが、展覧会の情

報にたどり着くまでに色々な要素があり（特にスマートフォンの場合、お知らせ、プロ

グラム、チケット購入、Twitter 埋め込み情報など）、複雑。いま行ける展覧会はなにか、

すぐ情報にたどり着けるのが理想。 

 

 トップページからチケット購入への導線強化 

トップページからチケットの事前予約購入のページへの導線をわかりやすくする。 

https://www.mikaninagawa-flickeringlight.com/
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(エ) 更新性 

 展覧会ページの更新はサイト運用会社へ依頼して更新しているため、更新のタイムラ

グが発生している。リニューアル後は更新頻度の高いページは美術館でも更新できる

ように CMS を実装したい。 

 

現状当館が WordPress で更新できる箇所 

 トップページの NEWS、PROGRAM 欄（日英） 

 プログラム申込フォーム 

 NEWS ページ（日英） 

 ラーニング・プログラム活動ブログ 

 コレクション紹介ページ 

 

現状当館が独自プログラムで更新できる箇所 

・カレンダー 

 

(07) 現状サイト分析 

(ア) PV 数 

月平均 40 万 PV 

 

(イ) アクセスの傾向 

 20 代～40 代のサイトアクセスが多い 

 国別では日本からのアクセスが圧倒的に多い 

 男女では女性のアクセスが多い 

 デバイス別では、PC30%、スマートフォン 68%、タブレット 2%ほどの割合 

 

(08) 参考サイト 

ポーラ美術館（https://www.polamuseum.or.jp/） 

 トップページに訪れた際に、直近のイベントがすぐ目に入る 

 導線が整理されていて、必要な情報にたどり着きやすい 

 シンプルなデザイン 

 おしゃれさ、視覚的要素・文字要素のバランス 

 サイトの見やすさ 

 

十和田市現代美術館（https://towadaartcenter.com/） 

 スマートフォンで見やすい 

 スケジュール、休館日、どのようなイベントが行われているか分かりやすい 

https://www.polamuseum.or.jp/
https://towadaartcenter.com/
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島根県立美術館（https://www.shimane-art-museum.jp/） 

 トップページがシンプルで分かりやすい 

 この美術館ならではの雰囲気が伝わる 

 導線が整理されていて、必要な情報にたどり着きやすい 

 

東京国立博物館（https://www.tnm.jp/） 

 トップページに訪れた際に、直近のイベントがすぐ目に入る 

 開館日が分かりやすい 

Frans Hals Museum（https://www.franshalsmuseum.nl/en/） 

 色彩を効果的に使った見やすいデザイン 

 ピクトグラムを効果的に用い、わかりやすくシンプルなデザイン 

 情報の階層化がきちんとされているため、スクロールが少なくて済んでいる 

Cooper Hewitt(https://www.cooperhewitt.org/) 

 文字情報が目にすぐ飛び込んでくるデザイン 

 情報の整理がきちんとされており、シンプルながら見やすいデザイン 

 情報の階層化がきちんとされているため、スクロールが少なくて済んでいる 

 

(09) ウェブサイトリニューアルの目的・役割 

① ライトユーザーがトップページで開館・休館情報、展覧会情報、今日の催しもの、開館

時間、料金、アクセス、参加者募集等の基本情報がわかる使い良さ 

② ミドル、ヘビーユーザーが、展覧会やプログラムの詳細がわかり、観覧や参加したくな

るようなページ構成 

③ 過去の展覧会やプログラム、コレクションのことなど、ユーザが深堀したい情報に確実

に辿り着けるようなサイトの構成とアーカイブスの充実 

④ 使いやすく見やすいとともに、庭園美術館の建築や庭園、ロケーション等の魅力を伝え

るデザイン性 

 

(10) 効果目標（KGI） 

 美術館の認知度のアップ 

 美術館のイメージ、ブランド力のアップ 

 

(11) 数値目標（KPI） 

 PV 数の増加（目標：600 万 PV/年） 

https://www.shimane-art-museum.jp/
https://www.tnm.jp/
https://www.franshalsmuseum.nl/en/
https://www.cooperhewitt.org/
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 ウェブサイトからの来館・イベント予約申し込みの増加 

 

(12) メインターゲット 

スマートフォンユーザ、10 代～30 代の日本人男女 

 

2. プロジェクト対象範囲 

(01) 業務依頼範囲 

(ア) 企画 

(イ) ワイヤーフレームの設計 

(ウ) デザイン 

(エ) コーディング 

(オ) CMS 実装 

(カ) テスト 

(キ) 本番公開 

(ク) CMS 操作マニュアル作成・研修 

(ケ) 進行管理、その他サイト制作に関わる事項 

 

(02) 保守運用の依頼範囲 

(ア) サイトの安定運用、問題時の対応 

(イ) サイトに関するご相談 

(ウ) 緊急時の時間外対応 

(エ) ソフトウェアのバージョンアップ対応 

(オ) サイトの更新作業 

A) 年間の対応ボリューム目安 

 展覧会ページ作成：年 4 回 

 プログラムページ作成：年 26 回 

 3D オンラインビューイングコンテンツのサイトへの反映：年 2 回 

 紀要・年報の PDF アップ：年 1 回 

 

B) 対応方法 

 週 1 回、当館から更新依頼を行う（更新がない週もあり） 

 新規ページについては依頼から 2 週間以内、既情報の修正や更新は 1 週間以内で

本番サイトへ反映すること 

 

C) 対応ボリュームを超えた場合の対応方法 
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対応ボリュームを超えた場合に、以下を実施する場合の対応費用はご提示ください。 

 展覧会ページ作成 

 プログラムページ作成 

 3D オンラインビューイングコンテンツのサイトへの反映 

 紀要・年報の PDF アップ 

(03) 閲覧環境 

(ア) 対象 OS 

PC Windows10 以上、macOS Big Sur 以上 

スマートフォン iOS14 系 以上、AndroidOS 11 系 以上 

※タブレットについては、PC 用で表示する。 

 

(イ) 対象ブラウザ 

PC Microsoft Edge 最新 ver、Safari 最新 ver、Chrome 最新 ver、Firefox 最新 ver 

スマートフォン Safari 最新 ver、Chrome 最新 ver 

※「最新 ver」とは、納品時点での最新 version を指す。 

 

3. サイト要件 

(01) 必要コンテンツ 

(ア) ページ構成 

別添資料 3「想定サイトマップ」に記載。 

※必要要素をまとめたサイトマップで、リニューアル後に必ず掲載したいものです。 

その他の構成等はご提案ください。 

 

(イ) 多言語サイト 

日本語サイト、英語サイト、フランス語サイト、繁体字サイト、簡体字サイト、韓国語サイ

ト。多言語対応範囲は、別添資料 3「想定サイトマップ」に記載。 

 

(02) 機能要件 

(ア) NEWS の登録 

 日付、カテゴリ、名称、詳細（ウィジウィグによる記述）を投稿できること。 

 

(イ) プレスリリースの登録 

 日付、名称、リンク先 PDF の登録ができること。 

参考：https://www.teien-art-museum.ne.jp/press/#pressrelease 

 

https://www.teien-art-museum.ne.jp/press/#pressrelease
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(ウ) 展覧会の登録 

 サムネイル画像、名称、会期、時間帯、概要、カタログ PDF、展示構成、関連プログ

ラムへのリンク、展示品画像の登録できること。 

 展覧会詳細ページは CMS で更新する際に、「次回の展覧会」→「開催中の展覧会」→

「これまでの展覧会」と移動できるようにすること。 

(エ) プログラムの登録 

 サムネイル画像、カテゴリ、名称、日程、時間帯、詳細（エディターによる記述）を投

稿できること。 

 プログラム応募フォームへのリンク設定ができること。 

 会期終了後は、「これまでのプログラム」ページに記事を移動できること。 

 

(オ) プログラム応募フォーム生成機能 

 名称、テキストの入力、入力項目の設定をして、複数のフォーム生成ができること。 

 フォームごとに、応募者宛に自動返信メールを、管理者宛に通知メールが設定できるこ

と。 

 

(カ) 活動ブログ 

 日付、サムネイル画像、カテゴリ、名称、詳細（エディターによる記述）を投稿できる

こと。 

 ユーザが年やカテゴリでソートできること。 

 

(キ) スケジュールカレンダー機能 

 館内施設の営業時間や休館日、展覧会、プログラムをカレンダー形式で表示すること。 

 月単位、日単位それぞれにて表示すること。 

 館内施設、展覧会、プログラムは、名称、時間帯、詳細ページへのリンク、タグを表示

すること。 

 CMS の管理画面で上記を設定する登録画面を作成すること。 

 

(ク) 3D オンラインビューイングの埋め込み 

https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/onlineview.html 

 現状のコンテンツは移管すること。 

 公開後の運用ではコンテンツの作成は他社で実施。当館から共有する埋め込み用

HTML を制作会社様にてサイトへ反映すること。 

 

(ケ) コレクションの公開 

https://www.teien-art-museum.ne.jp/collection/ 

https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/onlineview.html
https://www.teien-art-museum.ne.jp/collection/
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コレクション情報については、委託者が別途契約する外部のクラウドサービスとリンクす

るため、そのトップ（親）ページのみ作成すること。 

 

(コ) プレス向けお問い合わせフォーム 

 応募者宛へ自動返信メール、管理者宛に通知メールが届くお問い合わせフォームを実

装すること。 

 

(サ) 広報用画像ダウンロード機能 

 サイト上で閲覧可能な広報用画像一覧が登録できること。 

 高画質データを使用したい場合は、申込フォームより画像送付申請を提出することで、

申込者へ高画質データダウンロードページのURLと認証情報のメールが送信されるこ

と。 

 送信者が高画質データダウンロードページの URL に、認証情報を入力すると、画像デ

ータがダウンロードできること。 

※認証情報は申込者ごとに変更されることが望ましいが、統一された認証情報でも可。 

 

(シ) 団体予約申し込みフォーム 

 団体のご利用・教育活動についてページに掲載されている PDF のうち、「団体申込書 

兼 バス駐車場利用予約申込書」と、「入館申込書（学生用）」の２つが申し込めること。

応募者宛へ自動返信メール、管理者宛に通知メールが送信されること。 

※同ページの観覧料減免申請書は、書類での申請が必須のため、現状と同じ PDF での掲載

を行うものとする。 

 

(ス) サイト閲覧承認のポップアップ（Cookie） 

 Cookie の使用を許可するポップアップを表示すること。 

① 当該サイトに Cookie を使用する旨を記載 

② Cookie の使用用途へのリンクの記載 

③ 「同意する」「同意しない」ボタンの設置 

「同意しない」を押した場合は Cookie を使用する機能をオフとする 

 

(セ) 表示端末への対応 

 レスポンシブでの実装 

 PC、スマートフォン、タブレットの 3 種類での表示を想定 

※タブレットは PC 用表示での実装 

 

(ソ) 画像のコピーガード設定 
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 右クリックや長押しなどでの安易な画像保存ができないよう設定すること。 

 

(タ) SNS シェアボタン 

 各ページは SNS でシェアしやすい仕組みを設定すること。 

 

(チ) 重要なお知らせの登録および表示／非表示設定 

 名称、詳細（エディターによる記述）を投稿できること。 

 重要なお知らせがない場合は、非表示にできること。 

 

(ツ) サイト内検索機能 

 サイト内検索機能を実装すること。 

 

(テ) ユニバーサルデザインへの配慮 

 JIS 規格 AA に準拠すること。 

 JIS 規格 AA の達成チェックリストを作成し、新ウェブサイトへ掲載すること。 

例：https://www.teien-art-museum.ne.jp/sitepolicy/accessibility.html 

 

(ト) 権限設定機能 

 以下の権限設定ができること。 

全体権限：広報担当者と係長級 

展覧会ページ関連の更新権限：学芸担当 

プログラムページ関連の記事作成権限（公開権限はなし）：各担当 

※各権限アカウントの作成も実施すること。 

 

(ナ) 過去記事の移管 

 「NEWS」は直近 1 年分の記事を移管すること。 

 「展覧会」「コレクション」「プログラム」「活動ブログ」「プレスリリース」はすべての

記事を移管すること。 

 

4. インフラ要件 

(01) ドメイン 

「www.teien-art-museum.ne.jp」を使用 

※ドメイン管理は別会社にて管理している。ウェブサイトリニューアル後もドメイン管理会

社は変更しないこととする。 

 

https://www.teien-art-museum.ne.jp/sitepolicy/accessibility.html
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(02) ウェブサーバ 

WAF、Web 改ざん検知サービスを含んだレンタルサーバを基準とし、その他提案可とする。 ウ

ェブサーバ契約は新規に行い、設定費用等は委託契約（構築費用）に含むものとする。 利用料

／月は委託契約（保守・運用費用）に含めること。 

 

(03) CMS 

WordPress を基準とし、その他提案可とする。 

専門的知識のない職員にも分かりやすく、効率的・効果的にコンテンツ入力できる CMS を

構築すること。実装時には操作マニュアルを作成するとともに、美術館職員への研修を行う

こと。 

なお、提案する CMS において必要なセキュリティ対策、設定を行うこと。 

CMS 管理者アカウントは、担当者ごとに個別 ID を発行すること。 

 

(04) アクセス解析 

Google Analytics（GA4）および Google Search Console の導入を行うこと。 

※現在は Google Analytics を使用 

 

5. セキュリティ要件 

(01) SSL／TLS 暗号化 

ウェブサイト全体を HTTPS 通信により暗号化して配信すること。 

なお、暗号化にあたり発生する費用については委託契約（保守・運用費用）に含めること。 

 

(02) 死活監視 

ウェブサーバの死活監視を行い、問題がある場合は当館へ報告、迅速な対応を行うこと。 

 

(03) ウイルス対策 

ウェブサーバ環境の OS やソフトウェア等については、常に最新バージョンを維持し、ウイ

ルス感染やウェブサーバへの攻撃等を防止すること。 

 

(04) サイバー攻撃など 

サイバー攻撃等の情報を常に入手し、迅速な対応を行うこと。 

 

(05) 管理者の認証 

IP アドレス制限を設定すること。 
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(06) 定期的なバックアップの取得 

サイト情報が滅失し復元不可能となる場合に備えて、サーバに記録されるデータについて

定期的にバックアップを取得し、バックアップファイルから正しくリストアできるように

すること。 

※ウェブサーバ側にバックアップの機能がある場合はそれでも可。 

 

6. 履行場所 

東京都庭園美術館 

受託者事業所内およびその他財団の指定する場所 

 

7. 納品物 

ウェブサイト構築業務の終了・公開にあたっては、下記の成果物を納品するものとする。 

 

(01) 成果物一覧 

(ア) 公開およびテストサイト ※テストサイトは公開後にコンテンツ追加、新規機能追加、

デザイン変更等を行う際にテスト確認するために使用 

(イ) データベースの構築およびプログラム設定 

(ウ) ウェブサイトデザインおよび HTML 作成・構築 

(エ) ウェブサイトを公開するために必要なシステム・サーバの各種設定 

(オ) 運用マニュアルを含む、完成データの仕様ドキュメント作成 

 

(02) 成果物の納品について 

ウェブサイトはウェブサーバへの実装をもって納品とすること。 

 

8. 提案依頼内容 

(01) 提出物 

(ア) 企画提案書 ※A4サイズ 

制作方針、サイトマップ案、機能要件、スケジュール、制作体制・公開後の運用体制、

会社概要・実績、各工程における当館のタスクを含めること。 

(イ) デザイン案（日本語版 TOP ページ（PC/スマートフォン））※A3サイズ 

(ウ) 見積書 

形式は自由。ただし、極力「一式」という括りは割け、作業項目ごとに明記し積算する

こと。 


