
東京2020組織委員会　調達先一覧（2014/1～2019/9）
※国内企業等は五十音順、海外企業等はABC順

企業名

株式会社アーバントラフィックエンジニアリング
株式会社アールシーエー
株式会社アイ・エス・エス
株式会社アイ・エス産業
株式会社Ｉ＆ＳＢＢＤＯ
株式会社ＩＨＩ検査計測
INA・エーシーエ・手島設計共同体
株式会社ＩＮＡ新建築研究所
株式会社愛幸
アイコム株式会社
株式会社相沢
相田化学工業株式会社
アイデックス株式会社
有限会社アイワンファクトリー
株式会社ＡＯＫＩホールディングス
有限会社アカデミアプラサマジョール
株式会社アクアテルス
アクセンチュア株式会社
Aggreko Events Services Japan株式会社
Aggreko　Japan株式会社
アゴラ造園株式会社
アサヒアイドマ株式会社
株式会社朝日新聞社
株式会社アシックス
アシックスジャパン株式会社
有限責任あずさ監査法人
株式会社梓設計
有限会社アットイーズ
アテイン株式会社
株式会社アテナ
アトス株式会社
株式会社アドバンプレス
株式会社アドピア
アドビシステムズ株式会社
株式会社アドレイ
株式会社アフロ
株式会社アライ印刷
ＡＬＳＯＫ常駐警備株式会社
株式会社アルビス
アルミーファイブエンジニアリング株式会社
株式会社イー・アール・エス
イー・アール・エム日本株式会社
イー・エフ・エデュケーション・ファースト・ジャパン株式会社
株式会社イー・シー・インターナショナル
株式会社イーイング
株式会社イーエスエスジャパン
株式会社ＥＭシステムズ
株式会社イード
イーネット合同会社
イービストレード株式会社
ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
株式会社イオ
株式会社池田塗装
石井化成工業株式会社
イシイ株式会社
有限会社石田印房
株式会社石本建築事務所
株式会社いそのボデー
株式会社イチサンゴイースト
伊藤忠ファッションシステム株式会社
株式会社イノアックコーポレーション
株式会社イノメディックス
株式会社イベント・トゥエンティ・ワン
株式会社インターグループ
株式会社インターブランドジャパン
株式会社インフォビジョン
株式会社ヴァル研究所
株式会社ウイーク
株式会社ウエサカティー・イー
株式会社上田工舎
株式会社上野計画事務所
一般社団法人ウォーターリスクマネジメント協会
株式会社ウフル
株式会社エアウィーヴ
栄光建設株式会社
株式会社映像センター
株式会社エイテック
エイトレント株式会社
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企業名

株式会社エイムクリエイツ
AGS税理士法人
株式会社エーシーエ設計
株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ（旧　株式会社アサツーディ・ケイ）
エームサービス株式会社
株式会社エール・クリエート
有限会社エクストラ
株式会社エクセリ
株式会社Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ
エコケー株式会社
エス・シー・ビルサービス株式会社
株式会社エスクリエイト
ＳＣＳＫ株式会社
ＳＴＨ　Ｊａｐａｎ株式会社
株式会社ＳＴＪレンテック
Ｓ　Ｐｏｗｅｒ　Ｓｅｒｖｉｃｅ株式会社
株式会社エスピー・リング東京
株式会社ＳＢＳプロモーション
ＳＢペイメントサービス株式会社（旧　ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社）
ＥＳＲＩジャパン株式会社
株式会社エディオン
特定非営利活動法人エティック
一般社団法人江戸川ろう者協会　江戸川聴覚障害支援センター
NES Overlay Ltd
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社
NECネッツエスアイ株式会社
NEC　VALWAY株式会社（旧　ＮＥＣビジネスプロセッシング株式会社）
NECフィールディング株式会社
株式会社エヌエイチケイアイテック
株式会社ＮＨＫテクノロジーズ
株式会社エヌ・ティ・ティ・アド
ＮＴＴクラルティ株式会社
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマーサービス株式会社
株式会社ＮＴＴドコモ
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
株式会社ＮＴＴファシリティーズ
エプソンダイレクト株式会社
エポックトランスポート株式会社
株式会社ＭＭコーポレーション
株式会社ＬＳＩメディエンス
株式会社エレクトロニック・ライブラリー
欧文印刷株式会社
株式会社大塚商会
大塚晴海開発株式会社
株式会社大林組
株式会社岡村製作所
株式会社奥田商会
株式会社奥村組
株式会社オサコー建設
株式会社オネスト
株式会社オノデラサイン
株式会社オフィスショウ
株式会社オフィスバスターズ
オリックス・レンテック株式会社
株式会社オンザウェイ
株式会社舵社
鹿島建設株式会社
一般社団法人霞ヶ関カンツリー倶楽部
株式会社片山組
カテナレンタルシステム株式会社
株式会社KADOKAWA
神奈川県セーリング連盟
株式会社カナモト
歌舞伎座舞台株式会社
株式会社川島織物セルコン
川村元気株式会社
環境ビジネスコンサルタンツ株式会社
株式会社関電工
関電産業株式会社
関電ファシリティーズ株式会社
株式会社関東朝日広告社
関東地質株式会社
キッチンテクノ株式会社
キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社
キヤノンマーケティングジャパン株式会社
キャプラン株式会社
共同印刷株式会社
株式会社協和
近畿日本ツーリスト株式会社
株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス
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企業名

キンコーズ・ジャパン株式会社
株式会社銀座銃砲店
株式会社空間デザイン
株式会社グッドクロス
株式会社熊谷組
株式会社クマヒラ
株式会社久米・東畑・石本設計共同体
株式会社久米設計
株式会社クラフトワールドワイド
クラリベイト・アナリティクス・ジャパン株式会社
株式会社グリーンアップル
合同会社Green innovation
クリヤマ株式会社
クレアブ株式会社（旧　クレアブ・ギャビン・アンダーソン株式会社）
KNT-CTホールディングス株式会社
株式会社京王エージェンシー
学校法人慶應義塾
ケイティケイ株式会社
京浜急行バス株式会社
株式会社ケー・ティ・エス
株式会社ケーソフトエンタープライズ
公益財団法人ＫＤＤＩ財団
ＫＰＭＧコンサルティング株式会社
ゲッティ・イメージズ・セールス・ジャパン合同会社
ゲッティイメージズジャパン株式会社
株式会社ケリーズイングリッシュラボ
株式会社建設技術コンサルタント
一般財団法人建築コスト管理システム研究所
一般財団法人建築物管理訓練センター
交安工業株式会社
公益財団法人交通事故総合分析センター
神戸綜合速記株式会社
コーユーレンティア株式会社（旧　広友リース株式会社）
国際航業株式会社
一般財団法人国土技術研究センター
コクヨ株式会社
コクヨマーケティング株式会社
五興通信システム株式会社
株式会社ココロスキップ
医療法人社団こころとからだの元氣プラザ
株式会社コシバ
コニカミノルタジャパン株式会社
コニカミノルタプラネタリウム株式会社
小西マーク株式会社
コネクシオ株式会社
株式会社小林工芸社
コマニー株式会社
五洋建設株式会社
株式会社コルドンブルー
株式会社コングレ
株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ
株式会社KONNOPRO
株式会社コンベンションリンケージ
コンボルト・ジャパン株式会社
株式会社サーベイリサーチセンター
彩の国協同組合
株式会社サイバーディフェンス研究所
株式会社ザイマックスアルファ
株式会社サイマル・インターナショナル
さがみエンヂニアリング株式会社
さくらインターネット株式会社
株式会社ＴＨＥＣＡＴＥＲ
株式会社佐藤総合計画
株式会社サトウファシリティーズコンサルタンツ
サプティー株式会社
株式会社サンオータス
三機工業株式会社
株式会社産業経済新聞社
三幸商事株式会社
三賞株式会社
三松堂製印株式会社
株式会社サンニチ印刷
株式会社サンビジコム
三陽自動車株式会社
株式会社ジー・エー・シード
ジー・オー・ピー株式会社
ＧＥグリッドソリューション株式会社
株式会社ＣＳＳ技術開発
ＧＭＯインターネット株式会社
ＧＭＯブライツコンサルティング株式会社
ＣＭＧジャパン株式会社
GL events Japan株式会社
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企業名

ＣＱオーム株式会社
株式会社ジークス
株式会社ジイケイダイナミックス
株式会社ジイケイデザイン機構
シースジャパン株式会社
株式会社Cスタジオ
株式会社シード
シービーアールイー株式会社
株式会社ジールアソシエイツ
ＪＲＡファシリティーズ株式会社
株式会社JR東日本アイステイションズ
Ｊ＆Ｔ環境株式会社
ＪＸＴＧエネルギー株式会社
ＪＦＥ環境株式会社
ＪＦＥシビル株式会社
株式会社Jストリーム
有限会社ジェイソン
株式会社ＪＴＢ
株式会社ＪＴＢコーポレートセールス
株式会社JTB総合研究所
株式会社ＪＥＣＣ
株式会社ジェネティブ
学校法人慈恵大学
一般社団法人資源循環ネットワーク　東京事務所
株式会社ジザイズ
株式会社時事通信社
シスコシステムズキャピタル株式会社
シスコシステムズ合同会社
シダックスコントラクトフードサービス株式会社
株式会社シマ
株式会社シミズオクト
清水建設株式会社
株式会社四門
ジャスフォワーディングジャパン株式会社
ジャパンギャランティサービス株式会社
株式会社ジャプロ
首都高速道路株式会社
昇寿チャート株式会社
株式会社城伸
株式会社翔設計
湘南サニーサイドマリーナ株式会社
ジョーンズ　ラング　ラサール株式会社
信号器材株式会社
新日鉄興和不動産株式会社
株式会社新日本コンサルタント
新日本有限責任監査法人
水研クリエイト株式会社
株式会社ＺＯＯＭショップ
株式会社スクランブル
株式会社スケール
株式会社スターダストプロモーション
株式会社スターラインジャパン
株式会社ステイハングリー
株式会社ステラス
有限会社須藤製旗
住商ビルマネージメント株式会社
住友商事株式会社
住友電工システムソリューション株式会社
住友電設株式会社
住友不動産株式会社
株式会社成光社
株式会社精興社
セイコータイムシステム株式会社
株式会社セイビ
西武造園株式会社
西武バス株式会社
株式会社セイムトゥー
有限会社ＳＡＩＬＦＡＳＴ
株式会社セールスフォース・ドットコム
積水化成品工業株式会社
積水樹脂株式会社
セコム株式会社
セコムトラストシステムズ株式会社
株式会社セブンエイト
株式会社セレクション
株式会社セレスポ
一般社団法人全国警備業協会
セントラル警備保障株式会社
株式会社ゼンリン
綜合警備保障株式会社
総合商社ベンキョウドー株式会社
株式会社総合防災ソリューション
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企業名

双信商事株式会社
独立行政法人造幣局
株式会社ソニア
ソフトバンクテレコム株式会社
株式会社ソフトロック
第一航業株式会社
第一総合警備保障株式会社
株式会社第一ビルディング
株式会社第一文眞堂
大嘉倉庫株式会社
株式会社大気社
株式会社大建設計
株式会社大広
大成・五洋・佐藤・岩田地崎河川工事ＪＶ
大成建設株式会社
株式会社大誠建築設計事務所
大成ロテック株式会社
株式会社ダイナコ
大日本印刷株式会社
一般社団法人ダイバーシティ・アテンダント協会
太平ビルサービス株式会社
株式会社タイワ
大和ハウス工業株式会社
大和ライフネクスト株式会社
大和リース・TSP太陽特定建設工事共同企業体
大和リース・橋本店特定建設工事共同企業体
大和リース株式会社
タウンハウス株式会社
高砂熱学工業株式会社
株式会社竹中工務店
株式会社立川徽章
田中貴金属工業株式会社
タニコー株式会社
株式会社タニタ
多摩川電気株式会社
株式会社丹青社
株式会社千葉共立
中央コンサルタンツ株式会社
千代田建設興業株式会社
都築鋼産株式会社
株式会社ディー・サイン
ＴＳＰ太陽株式会社
ＤＮＰ・ＧＬｅｖｅｎｔｓ・イトーキ・船場共同企業体
TMI総合法律事務所
株式会社Ⅾスポーツマーチャンダイジング
ティーペック株式会社
テイケイ株式会社
株式会社テイコク
株式会社デザインアーク
株式会社デザインアンドデベロップメント
株式会社デザイン計画
株式会社デジカ
株式会社デジタイドインフォメーション
株式会社手島建築設計事務所
有限会社デルタジャパン
株式会社テレコン
テレビ朝日映像株式会社
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社
電子システム株式会社
株式会社電通
電通アイソバー株式会社
株式会社電通イベントオペレーションズ
株式会社電通オンデマンドグラフィック
株式会社電通国際情報サービス
株式会社電通スポーツパートナーズ
株式会社電通テック
株式会社電通パブリックリレーションズ
株式会社電通マクロミルインサイト
株式会社電通ライブ
株式会社テンナイン・コミュニケーション
一般財団法人電波技術協会
テンプスタッフ株式会社
東亜道路工業株式会社
株式会社東急エージェンシー
株式会社東急エージェンシープロミックス
東急建設株式会社
株式会社東急設計コンサルタント
東急不動産株式会社
東京海上日動メディカルサービス株式会社
東京海上日動リスクコンサルティング株式会社
東京ガス都市開発株式会社
東京ガスファシリティサービス株式会社
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企業名

株式会社東京カップ
東京空港交通株式会社
株式会社東京クリアセンター
東京製旗株式会社
株式会社東京大学ＴＬＯ
東京建物株式会社
社会福祉法人東京聴覚障害者福祉事業協会　東京手話通訳等派遣センター
有限会社東京通信エンジニアリング
東京通信電設株式会社
東京テクニカル・サービス株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
東京都環境保全協同組合
東京都交通局
公益財団法人東京都予防医学協会
TOKYO2020気象情報提供業務共同企業体
株式会社東京ランドスケープ研究所
東京リスマチック株式会社
東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会警備共同企業体
東鉄工業株式会社
東電タウンプランニング株式会社
株式会社東日
株式会社東畑建築事務所
東武トップツアーズ株式会社
株式会社東北新社
株式会社東洋速記
株式会社東陽テクニカ
東洋熱工業株式会社
トーエイライト株式会社
有限会社トータスコーポレーション
トーハツ株式会社
有限責任監査法人トーマツ
株式会社トキワサイン
豊島運送株式会社
豊島建物管理協同組合
戸田建設株式会社
トッパン・フォームズ株式会社
凸版印刷株式会社
トマトランド株式会社
トヨタ自動車株式会社
トヨタメディアサービス株式会社
トヨタ輸送株式会社
株式会社トヨタレンタリース東京
トライコーン株式会社
トランス・コスモス株式会社
株式会社ドワンゴ
ナカバヤシ株式会社
ニールセンカンパニー合同会社
株式会社西田惣染工場
西日本電信電話株式会社
株式会社２０２１コミュニケーションズ
2020仮設オーバーレイ（その4）整備事業共同企業体
株式会社日建設計
株式会社日庄
株式会社日総建
株式会社日展
株式会社ＮＩＰＰＯ
株式会社ニッポン放送プロジェクト
株式会社ニトリ
日本アイ・ビー・エム株式会社
日本海洋コンサルタント株式会社
株式会社日本海洋生物研究所
一般財団法人日本気象協会
株式会社日本経営エスディサポート
株式会社日本経済研究所
株式会社日本経済新聞社
一般財団法人日本健康管理協会
日本交通技術株式会社
日本光電工業株式会社
日本コンベンションサービス株式会社
日本車輛洗滌機株式会社
日本ステージ株式会社
株式会社日本設計
特定非営利活動法人日本セルプセンター
日本通運株式会社
日本電気株式会社
公益財団法人日本道路交通情報センター
日本馬匹輸送自動車株式会社
株式会社日本HP
特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会
特定非営利活動法人日本プロライフガード協会
株式会社日本翻訳センター
ニホンモニター株式会社
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企業名

一般社団法人日本野球機構
株式会社日本旅行
株式会社ネイキッド
有限会社ネイチャー・ナビゲーター
能美防災株式会社
株式会社ノースセール・ジャパン
株式会社野澤組
株式会社乃村工藝社
株式会社野村総合研究所
野村不動産株式会社
株式会社ノムラプロダクツ
パーソルテンプスタッフ株式会社
バード＆バード法律事務所
株式会社博報堂
株式会社博報堂ＤＹメディアパートナーズ
パシフィックコンサルタンツ株式会社
株式会社パスコ
株式会社パソナ
パナソニックＥＳ建設エンジニアリング株式会社
パナソニック株式会社
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社
株式会社英設計事務所
パフォーマンス　セイルクラフト　ジャパン　株式会社
株式会社パワーフラッシュ
ぴあ株式会社
ＢＳＩグループジャパン株式会社
株式会社ピーシートラスト
PwCコンサルティング合同会社
東日本高速道路株式会社
東日本総合計画株式会社
東日本電信電話株式会社
ヒカリ株式会社
ピコ・日本建設共同企業体
株式会社日立製作所
株式会社ビックカメラ
株式会社ビッグサイトサービス
株式会社ビデオリサーチ
株式会社日比谷アメニス
ヒューマン・フロンティア株式会社
株式会社廣瀬商会
ファーストマリーン株式会社
株式会社ファイネットジャパン
株式会社フィスメック
フクダ電子東京販売株式会社
株式会社フジクリエイティブコーポレーション
富士通エフ・アイ・ピー株式会社
富士通株式会社
株式会社富士通マーケティング
株式会社フジマック
株式会社フジヤ
株式会社フジヤ號
扶桑速記印刷株式会社
株式会社船井総合研究所
芙蓉総合リース株式会社
株式会社フラットウォーター
株式会社ぷれす
株式会社文化工房
株式会社ベイカレント・コンサルティング
税理士法人平成会計社
株式会社ベクター
ポイント株式会社
株式会社放送サービスセンター
株式会社芳明堂
株式会社ボストン・コンサルティング・グループ
株式会社北海道新聞社
ポピュラス・ジャパン株式会社
株式会社ホンヤク社
マーシュジャパン株式会社
株式会社毎日新聞社
前田・GLイベンツ仮設オーバーレイ整備業務共同企業体
前田建設工業株式会社
株式会社マッス
丸信テルタック株式会社
株式会社ミストラル
ミズノ株式会社
みずほ情報総研株式会社
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社
三井住友ファイナンス＆リース株式会社
三井不動産株式会社
三井不動産レジデンシャル株式会社
三菱地所レジデンス株式会社
三菱電機クレジット株式会社
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企業名

株式会社三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
ミドリ安全株式会社
株式会社港屋
ミナミ工芸株式会社
村中智津子インテグロス社代表
株式会社ムラヤマ
明治産業株式会社
株式会社メソッド
メタルワークス　宮嶋
株式会社メディセオ
メトラー・トレド株式会社
株式会社もちひこ
modisデザイン株式会社
株式会社モリサワ
森ビル株式会社
森松工業株式会社
株式会社森村設計
株式会社文殊商会
株式会社安川電機
株式会社山上木工
山下ＰＭＣ／日建設計ＣＭ／三菱地所設計共同企業体
株式会社山下設計
株式会社山下ピー・エム・コンサルタンツ
株式会社ヤマダ電機
ヤマト運輸株式会社
大和基礎設計株式会社
ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社
ヤマト発動機株式会社
ヤマトホームコンビニエンス株式会社
ヤマトホールディングス株式会社
ヤマトボックスチャーター株式会社
ヤマトロジスティクス株式会社
ヤマハ商事株式会社
ユー・アンド・アース株式会社
株式会社ユース・プラニングセンター
ユーデック株式会社
株式会社ユウデン
ユミルリンク株式会社
横河レンタ・リース株式会社
株式会社吉野清掃
株式会社読売新聞東京本社
株式会社ライズシステム
ライフ商事株式会社
株式会社ラミーコーポレーション
株式会社Ｌａｎｄａ
株式会社リーガル・ステーション
株式会社リクルートキャリア
株式会社理経
株式会社リビエラリゾート
リブワークス合同会社
両備ホールディングス株式会社
株式会社緑峰
株式会社リンクトランス・サイマル
株式会社リンクファシリティーズ
有限会社レガードドゥエ
連株式会社
株式会社レンタルバスターズ
一般財団法人労働衛生協会
ロード建設株式会社
ローハイド
株式会社ロックスタッフ
ワークスモバイルジャパン株式会社
株式会社ワークマン
株式会社ワールドコウゲイ
株式会社ワイ･イー・シー
株式会社ワイエムエコフューチャー
株式会社ワイドプリント
株式会社ワイワイルア
若築建設株式会社
和田法律事務所
株式会社ワントゥーテンデザイン
Access All Areas Ltd.
Alem International Management, Inc
Anaplan
Apple Inc．
ATOS  Spain  SA，Unipersonal
Basta　LLC
Camera Bits, Inc.
CDK Event Consulting LTD
Chronicle　Security　Ireland　Ltd
CONNOR　SPORT　COURT　INTERNATIONAL
DANAGE of Scandinavia
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David Goldberg Productions, Inc.
De Grondslag BV
Dundas Tec Ltd.
EGABRIEL DMCC
ELEIKO
Equisave Horse Ambulances Ltd．
ES Global Ltd
Esteem　Projects　and　Consultancy　Ltd
FERG　ASSESSORIA　E　CONSULTORIA　Ltd
Fivics co．Ltd．
General Electric Company
General Electric Global Service GmbH
Grapefruit　Graphics　Ltd
GTE　GmbH
Hutcheson　Sand　＆　Mixes
Integros社
International Golf Federation
International Olympic Committee
International Paralympic Committee
Keneo社
Ko’olau Solutions，LLC
ＫＳＧ　ＧｍｂＨ
LHC社
LookUp Communications Limited
MAGIC　SKY　GmbH
Maria Elizabeth da Silva Lula
Maureen　Sweeney　Consulting，　LLC
Ｎｅｌｏ
OMEGA　LIMITED
Pearce INTERNATIONAL
Peden Bloodstock GｍｂH
PLAZA FORWARDING、SL
POLARITAS　GM　Kft
POLYTAN　ASIA　PACIFIC　PTY　LTD
reftools　GmbH
RGS　Events
Ricardo　Jose　Nunes　Frazao
Rowing　Australia　Ltd．
seven46
SoundSure　CC
Sportsmark　Ltd．
Structured　Environment
Tiller
Trail Crew
VIKING　EVENTS　AS
Wonder Works社
Workforce Optimity INC．
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