
2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

2018年4月

1 e-learningシステムの導入 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 キャプラン株式会社（株式会社パソナグループ）

2 専門委員会等に係る速記委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 神戸綜合速記株式会社

3 平成３０年度雇入時健診の業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 一般財団法人労働衛生協会

4 参画プログラム特設サイト改修に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド

5 オフィス開設（第１期移転分）に伴う工事（B工事） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社竹中工務店

6 土木積算システム保守サポート業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 富士通エフ・アイ・ピー株式会社

7 大学連携’18イベント　Tokyo2020学園祭’18（仮称）実施業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社エスピー・リング東京

8 電波伝搬確認用無線機器の購入（移動局） テクノロジーサービス関係 少額特定 アイコム株式会社

9 電波伝搬確認用無線機器の購入（外部アンテナ） テクノロジーサービス関係 少額特定 ＣＱオーム株式会社

10 体操練習会場図面作成業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社シミズオクト

11 外国政府との意見交換に伴う通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社アイ・エス・エス

12 オフィス移転に伴う文書溶解処理 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 ヤマトホールディングス株式会社

13 オフィス新規開設 第１期移転に移転に伴う引越作業 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 ヤマトホールディングス株式会社

14 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

15 Electronic Adjudication PartII等ワークショップの通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

16 IOC/OGKM C3レビュー/ワークショップでの通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

17 OMEGA_ITL Lab IT機器 SW 送付 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

18 チケッティング等に係るIOC等との打合せにおける通訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

19 東京2020大会メールマガジン配信等に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 凸版印刷株式会社

20 IOCプロジェクトレビューに係る逐次通訳の業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

21 2018年度プレスオペレーション業務のコンサルタントにかかる業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Pearce INTERNATIONAL(Jayne Pearce)

22 東京2020メディア配布用記録映像素材の撮影・簡易編集業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社アフロ

23 トライアスロン競技実施に係る規制計画・人員配置計画修正業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社セレスポ

24 テクノロジー設計業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

25 ２０１８年度認証書発行に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

26 OPRIOCワークショップ開催における同時通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

27 べニューテクニカルワークショップの逐次通訳(日英)委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

28 第8回IOCプロジェクトレビューにおける通訳業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

29 第42回ASOIF総会・スポーツアコード2018（バンコク）役員通訳 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

30 ITサービスデスク業務に係わる業務委託(平成30年度分) テクノロジーサービス関係 特別契約 ＮＥＣ　ＶＡＬＷＡＹ株式会社

31 巡回バス運行委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 三陽自動車株式会社

32 巡回バス新宿PT定期駐車券購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 東京ガス都市開発株式会社

33 ＯＩＳスポーツレポーティングプログラム大学担当者向け説明会に係る同時通訳(日英)委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

34
Tokyo2020オリ・パラ競技大会におけるコマーシャルホスピタリティプログラムの事業計画策定、実行体制

等検討業務委託
コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社ジー・エー・シード

35 東京2020マスコットデビュー関連イベント企画運営業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社博報堂

36 パソコン（MacPC）及びソフト等の購入 テクノロジーサービス関係 競争入札 株式会社ヤマダ電機

37 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会競技運営に係るアドバイザリー業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ＥＧＡＢＲＩＥＬ　ＤＭＣＣ

38 システム関連業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 ゲッティイメージズジャパン株式会社

39 仮設オーバーレイ等に係るプロジェクトマネジメント業務委託（その２） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約
山下PMC・日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社・株式会社三菱地所設

計共同企業体

40 東京五輪音頭-2020-簡易版振付及びレクチャー用動画・振付シートの制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

41 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

42 東京オリンピック・パラリンピック競技大会における飲食提供に係る運営計画コンサルティング業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 株式会社フジマック

43 平成30年度メンタルヘルスカウンセリング及びストレスチェック業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 ヒューマン・フロンティア株式会社

44 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

45 携帯端末用のACアダプタの調達 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社ＮＴＴドコモ

46 電話会議用スピーカーマイク追加購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社ヤマダ電機

47 選手村メインダイニング新築工事ＤＢ発注図書作成業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社東急設計コンサルタント

48 ネットワーク関連業務委託 セキュリティ関係 特別契約 富士通株式会社

49 東京2020大会周波数調整業務等の業務委託 テクノロジーサービス関係 競争入札 一般財団法人電波技術協会

50 テクノロジー関連製品の購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

51 国際競技連盟との打ち合わせ等に係る通訳業務委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 日本コンベンションサービス株式会社

52 IOC理事会に伴う通訳手配 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル
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53 オーバーレイブック更新等業務委託（１） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社梓設計

54 オーバーレイブック更新等業務委託（２） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 パシフィックコンサルタンツ株式会社

55 オーバーレイブック更新等業務委託（３） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 INA・エーシーエ・手島設計共同体

56 大会専用アンチ・ドーピングラボラトリー改修工事 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社片山組

57 オーバーレイブック更新等業務委託（４） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社久米・東畑・石本設計共同体

58 オーバーレイブック更新等業務委託（５） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社日総建

59 ソフトウェアライセンスの購入 建築・土木工事・設計関係 少額特定 一般財団法人建築コスト管理システム研究所

60 東京2020パラリンピック競技大会２年前カウントダウンイベント企画運営業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社アサツーディ・ケイ

61 有明体操競技場屋内仮設電気設備整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 清水建設株式会社

62 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

63 pre-games NW PJに係る業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

64 大会運営で使用する端末のMicrosoftライセンス調達 テクノロジーサービス関係 少額特定 日本電気株式会社

65 大会運営で使用する端末のMicrosoftライセンス調達 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

66 EDC（Equipment Deployment Center)に係る設計・構築・撤去及び運用業務委託 テクノロジーサービス関係 競争入札 ＮＥＣフィールディング株式会社

67 パートナー企業とのミーティングに係る逐次通訳の業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社インターグループ

68 東京オリンピック・パラリンピック競技大会ポスター企画（2018年度）記念品（ポストカード）の制作委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 凸版印刷株式会社

69 事務室で使用する平机のレンタルについて オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 エイトレント株式会社

70 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

71 東京2020教育プログラム特設サイト構築･運営管理等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 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

72 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 富士通株式会社

73 マスコットガイドライン等の制作に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社電通テック

74 人事労務管理業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社リーガル・ステーション

75 平成30年度）メール誤送信対策ソフト保守契約について テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

76 会場整備等に係るIOC等との打合せにおける通訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

77 東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会における地図利用に係るライセンスの買入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社ゼンリン

78 システム保守委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

79 周波数利用に係る調整基準案の基本検討及び周波数調整管理要領等に関する調査・検討の業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 一般財団法人電波技術協会

80 フロア清掃業務の委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社第一ビルディング

81 事前キャンプ候補地公開ガイドの保守業務等に係る業務委託(H30年度) イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド

82 事前キャンプ候補地データ登録システムの保守業務等に係る業務委託(H30年度分) イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社クラフトワールドワイド

2018年5月

1 通信分野におけるアドバイザー業務 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社アールシーエー

2 ワークフォースユニフォーム等のデザイン開発に要する情報収集に係る契約 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 伊藤忠ファッションシステム株式会社

3 ネットワーク関連業務委託（ソリューション編設計、構築（ATP）） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

4 仮設電気設備基本設計業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 東電タウンプランニング株式会社

5 東京五輪音頭-2020-DVDの製作・配送・権利処理等業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 凸版印刷株式会社

6 国内広報支援業務に係るPRエージェンシーへの業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通パブリックリレーションズ

7 東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場計画図の制作業務委託（複数単価契約）（2018年度） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社ゼンリン

8 オフィス開設（第２期移転分）におけるビジネスキッチンの購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 株式会社ニトリ

9 TCC（Technology Call Centre）運営委託業務 テクノロジーサービス関係 競争入札 日本電気株式会社

10 ２０１８年度廃棄物等の収集・運搬及び処分委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社東京クリアセンター

11 東京2020大会マスコット応募作品パネル処分に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 凸版印刷株式会社

12 国際広報を中心とした包括的戦略広報業務に係るPRエージェンシーへの業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 ＣＭＧジャパン株式会社

13 IOCPRS来日に伴うべニューレビュー・サーベイの逐次通訳(日英)委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

14 テクノロジー関連製品の購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 日本電気株式会社

15 PC及びソフトの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社大塚商会

16 ソフトウェアライセンスの調達 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社セールスフォース・ドットコム

17 選手村商業棟実施設計 建築・土木工事・設計関係 特別契約 三井不動産株式会社

18 フロア清掃業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社第一ビルディング

19 IOC役員との電話会議に伴う通訳業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

20 オフィス開設（第2期移転分）に伴う工事の発注（B工事） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 株式会社竹中工務店

21 ２０１８年度フロア清掃業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 彩の国協同組合

22 東京2020大会ボランティア 特設サイト構築･運営管理等業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社アサツーディ・ケイ
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2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

23 サイト関連業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド

24 EU一般データ保護規則（GDPR）適用に関する業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 バード＆バード法律事務所

25 OBS都内ホテル視察同行およびミーティングに伴う通訳(日英)委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

26 新規開設オフィスにおける電源工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 三機工業株式会社

27 オフィス開設（後期移転分）に伴う工事（B工事） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社大林組

28 オフィス開設（第2期移転分）に伴う工事の発注（B工事） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社竹中工務店

29 オフィス開設（第２期移転分）に伴う間仕切工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 コマニー株式会社

30 ＳＮＳを活用した大会参加プロジェクトに係る実施計画策定等業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社電通テック

31 東京2020大会マスコット特設サイト新規構築に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 大日本印刷株式会社

32 東京2020大会公式サイト競技紹介ページの制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社東急エージェンシー

33 小・中学生ポスター募集に係る業務委託（単価契約） イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社関東朝日広告社

34 ＯＢＳの競技会場視察及び打合せ等に係る通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社スクランブル

35 テクノロジーサービス局の各種企画業務支援 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 特定非営利活動法人エティック

36 職員向け携帯端末の調達 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 株式会社ＮＴＴドコモ

37 第5回IPCプロジェクトレビューにおける記者会見を含むメディア対応の通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

38 東京2020ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）における組織委員会が主催する事業企画策定に関する業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社電通

39 東京2020ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）における組織委員会が主催する事業企画策定に関する業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社ネイキッド

40 東京2020ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）における組織委員会が主催する事業企画策定に関する業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社博報堂

41 東京2020ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）における組織委員会が主催する事業企画策定に関する業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

42 東京2020ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）における組織委員会が主催する事業企画策定に関する業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社東急エージェンシー

43 東京2020ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）における組織委員会が主催する事業企画策定に関する業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社アイアンドエス・ビービーディオー

44 東京2020ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）における組織委員会が主催する事業企画策定に関する業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社アサツーディ・ケイ

45 東京2020ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ（仮称）における組織委員会が主催する事業企画策定に関する業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社グリーンアップル

46 ２０１８年度東京2020組織委員会公式ウェブサイト・SNS運用業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド

47 WPB開催に伴うベニューツアーの車両・運転手手配及び運行管理等に関する業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係
競争入札（パート

ナー供給）
株式会社ＪＴＢ

48 サーバ・ストレージ環境の増設（2018年度1Q） コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 富士通株式会社

49 選手村総合診療所開設準備支援業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社日本経済研究所

50 各競技会場及び競技会場周辺における観客流動シミュレーション委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 ユーデック株式会社

51 IOC文化遺産財団によるワーキンググループの開催に伴う通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

52 Pre-games_システム共通基盤向けネットワーク変更 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

53 広報誌「2020 たより」（平成30年度分）の制作及び印刷業務等委託 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 大日本印刷株式会社

54 通関・フォワーディングマニュアル（初版）の制作委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社アドバンプレス

55 プロジェクト推進管理に関する業務委託 テクノロジーサービス関係 競争入札 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

56 オリンピック放送機構との会議に係る通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

57 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（６）サッカー会場 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社電通

58
対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（５）（さいたまスーパーアリー

ナ）
大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社電通

59 ＷＢＭ開催に伴うベニューツアーの車両・運転手手配と運行管理等に関する業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係
競争入札（パート

ナー供給）
株式会社ＪＴＢ

60 CAD用PC及びソフトの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社ビックカメラ

61
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にかかる東京2020 Nipponフェスティバル事業検討支援等

業務委託
イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

62 2018年度巡回バス新宿ルート用のバス賃借 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 トヨタ自動車株式会社

63 2018年度巡回バス晴海ルート用のバスレンタカー オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 株式会社トヨタレンタリース東京

64 第5回　IPCPRに係る財務関連ミーティングにおける同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

65 理事会記者会見における通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

66 国際ゴルフ連盟（IGF）来日に伴う業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 近畿日本ツーリスト株式会社

67 システム構築委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

68 馬術輸送担当者とのミーティング及び空港/会場視察に係る通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

69 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（７）陸上自衛隊朝霞訓練場 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社セレスポ

70
対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（８）馬事公苑、海の森クロスカ

ントリーコース
大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社アサツーディ・ケイ

71 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１２）有明アリーナ 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

72 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場計画に係るアドバイザリー業務委託（その４） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ポピュラス・ジャパン株式会社

73 東京国際フォーラム仮設オーバーレイ基本設計その２業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社森村設計

74 テクノロジー関連業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 富士通株式会社

75 新規オフィス開設（第２期移転分）における工事・搬出入作業に伴う臨時警備 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 セントラル警備保障株式会社

3/18



2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

76 輸送サービスレベル合意書の英訳業務委託(日本語⇒英語) 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

2018年6月

1 大判プリンターのリース契約 テクノロジーサービス関係 競争入札 三菱電機クレジット株式会社

2 CAD用PC及びソフトの購入_PC テクノロジーサービス関係 少額特定 エプソンダイレクト株式会社

3 東京2020大会入賞メダル製造委託契約 イベント・広報・印刷関係 特別契約 独立行政法人造幣局

4 PC配布作業に係わる業務委託（平成30年度） テクノロジーサービス関係 少額特定 ＮＥＣ　ＶＡＬＷＡＹ株式会社

5 平昌大会デブリ（北京）通訳 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

6 東京2020パラリンピック競技紹介映像（全22競技分）制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社文化工房

7
対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（９）（新国立競技場、東京体育

館）
大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社セレスポ

8 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１１）（有明体操競技場） 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社アサツーディ・ケイ

9 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１０）国立代々木競技場 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社セレスポ

10
対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１３）海の森水上競技場、カ

ヌー・スラローム会場
大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社セレスポ

11 大会用データネットワークの試験ネットワーク環境等の機器 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 シスコシステムズキャピタル株式会社

12 競技会場及び非競技会場におけるクリーンベニュー対策措置のための調査計画等策定業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社電通ライブ

13 製図ソフトウェア（AutoCAD LT)の購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社大塚商会

14 平成30年度理事会に係る速記委託(単価契約) 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 神戸綜合速記株式会社

15 NBC配宿ミーティングにかかる通訳 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

16 コンテインメントアドバイザリー業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｉｖａｎ　Ｍａｋｓｉｍｏｖ

17 電子証明書の購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 セコムトラストシステムズ株式会社

18 東京2020大会輸送デポにおける管理施設等基本設計業務委託(築地輸送デポ) 輸送・物流業務関係 競争入札 株式会社翔設計

19 IOC委員とのミーティングにかかる通訳(日英)委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

20 観客の経験アドバイザーミーティングに伴う逐次通訳(日英)委託【SPXアドバイザーMTG実施】 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

21 ２０１８年度税理士顧問契約 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 税理士法人平成会計社

22 3者会議の逐次通訳 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

23 等身大マスコットの製作に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通テック

24 テクノロジー関連製品の購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ

25 IPCエクセレンスプログラムにおける通訳委託及び翻訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社アイ・エス・エス

26 IOCとのテレビ会議に伴う通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

27 第6回IOC調整委員会会議（CoCom）通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

28 IOCFAレビューに係る逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

29 テクノロジー関連製品の購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

30 IOC/OGKMのサイネージイニシャルブリーフィングでの同時及び逐次通訳（日英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

31 IOCのHead of NOC Games Service 担当との打ち合わせにおける逐次通訳(日英)委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

32 IPC理事会出席に伴う通訳業務の委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

33 Tokyo2020ホスピタリティ事業者選定におけるRFP翻訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社コンベンションリンケージ

34 第二回CTYレビューの実施に伴う通訳委託契約 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

35 IOC/OGKM 出入国レビュー・Airportワークショップ及び第7回輸送レビューでの通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

36 オフィス拡張に伴う機器及び備品購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 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

37 ソフトウェアライセンスの購入 建築・土木工事・設計関係 少額特定 一般財団法人建築コスト管理システム研究所

38 World Broadcaster Meetingにおける同時通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 日本コンベンションサービス株式会社

39 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１７）日本武道館 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

40 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（２５）野球会場 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社電通

41 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１９）潮風公園 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

42 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（２２）大井ホッケー場 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社博報堂

43
対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（２０）東京スタジアム・武蔵野

の森総合スポーツプラザ
大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社東急エージェンシー

44 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（２１）有明テニスの森 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社東急エージェンシー

45 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（２４）霞ヶ関カンツリー倶楽部 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社電通

46 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１５）江の島ヨットハーバー 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社大広

47
対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１４）釣ヶ崎海岸サーフィン会

場
大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社電通ライブ

48 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（２６）お台場海浜公園 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社セイムトゥー

49
対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１６）伊豆ベロドローム、伊豆

マウンテンバイクコース
大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社博報堂

50
対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（２３）アーチェリー会場（夢の

島公園）
大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社セレスポ

51 ネットワーク関連製品の購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
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52 ネットワーク関連製品の購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

53 チケッティング等に係る文書の翻訳業務委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

54 国際バスケットボール連盟（FIBA）及びキャノピー施工会社との会議における逐次通訳（日独）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

55 東京2020”2 Years to Go”広報キャンペーンに係るPRツールの制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 大日本印刷株式会社

56 IOCミーティングにともなう逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

57 IOCとの電話会議に係る逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

58 IOCとのテレビ会議に伴う通訳業務の委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

59 IOCとの電話会議に伴う通訳業務の委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

60 2018年度定期健康診断の業務委託（単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 一般財団法人労働衛生協会

61 IOCとの電話会議に係る逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

62 東京2020大会聖火リレーの準備・実施における海外アドバイザリー業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ａｌｅｍ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｉｎｃ．

63 新聞広告原稿に係るオンライン入稿業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社電通オンデマンドグラフィック

64 ＷＢＭ会議資料配布用ＵＳＢメモリの買入れ テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

65 システム関連業務委託（機器配備） テクノロジーサービス関係 特別契約 アトス株式会社

66 サーバー基盤運用保守（７～９月分） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 富士通株式会社

67 大会専用アンチ・ドーピングラボラトリー工事監理等業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社梓設計

68 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

69 東京2020大会に関する意識調査業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 株式会社サーベイリサーチセンター

70 東京2020大会の輸送デポ等における管理施設等に関する検討業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 株式会社上野計画事務所

71 IOCとの定例テレビ会議における通訳業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

72 pre-games NW PJに係る業務委託(2018年度2Q～4Q) テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

73 東京2020大会全天周イメージ映像の制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 コニカミノルタプラネタリウム株式会社

74 新規開設オフィス及び既存オフィスにおける什器追加購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 コクヨ株式会社

75 ネットワーク関連業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

76 海の森クロスカントリーコース整備委託 建築・土木工事・設計関係 競争入札 西武造園株式会社

77 WBMにおける複合機レンタルに関する契約（単価契約） テクノロジーサービス関係 複数見積 ジャパンギャランティサービス株式会社

78 IOCとのテレビ会議に伴う通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

79 WBMにおけるノートパソコンのレンタルに関する契約 テクノロジーサービス関係 少額特定 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

80 職員用スマートフォン再キッティング作業委託 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社ＮＴＴドコモ

81 会場整備に係るコストマネジメント検討業務委託（その３） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社サトウファシリティーズコンサルタンツ

82 東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に係る資料の翻訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

83 新規開設オフィス（第２期移転分）移転に伴う引越作業 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 ヤマトホームコンビニエンス株式会社

84 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る交通量調査委託（茨城・千葉） 輸送・物流業務関係 競争入札 株式会社エイテック

85 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社セールスフォース・ドットコム

86 東京オリンピック・パラリンピック競技大会に係る交通量調査委託（神奈川・静岡） 輸送・物流業務関係 競争入札 株式会社サーベイリサーチセンター

87 東京2020オリンピック競技大会 関係者向けチケッティングガイドDTPレイアウト業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 大日本印刷株式会社

2018年7月

1 大会における警備体制の整備に係る業務支援委託 セキュリティ関係 特別契約 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

2 事務用ノートパソコン設定作業委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 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

3 ボランティア応募促進リーフレットの印刷 イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

4 平成30年度東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場水質水温調査委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 株式会社日本海洋生物研究所

5 ＰＤＦ変換ソフトウェアの購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

6 東京2020大会ガイドブック（日英仏）の内容更新とデザイン等制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社スケール

7 東京2020 1st WPB開催に伴う会議運営業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社コルドンブルー

8 有明BMXコース会場内各競技フィールド実施設計委託 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社新日本コンサルタント

9 セキュリティーガイドブックの制作および印刷等業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
大日本印刷株式会社

10 フロア清掃業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社第一ビルディング

11 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

12 テクノロジー関連機器購入 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 シスコシステムズキャピタル株式会社

13 ネットワーク関連業務委託（環境構築・設計） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

14 パートナーとの打合せにおける通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

15 第２７回理事会に係る速記委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 神戸綜合速記株式会社

16 ネットワーク関連業務委託（環境構築・保守） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
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17 ネットワーク関連業務委託（環境構築・サービス） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

18 ネットワーク関連業務委託（環境構築・設定） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 富士通株式会社

19 広報局専用ストレージ新設_外付けHDD テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

20 1st WPB開催に伴う同時通訳(日英)及び逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

21 IOC理事会（ローザンヌ）における通訳業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

22 馬術競技会場（海の森海上公園）における気象観測委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 一般財団法人日本気象協会

23 リギング・ライティングアドバイザリー業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｅｓｔｅｅｍ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ　ａｎｄ　Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ　Ｌｔｄ

24 霞ヶ関カンツリー倶楽部との仮設ドライビングレンジ整備業務 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 一般社団法人霞ヶ関カンツリー倶楽部

25 東京2020大会輸送デポにおける管理施設等基本設計業務委託(若洲輸送デポ) 輸送・物流業務関係 競争入札 株式会社翔設計

26 貸出用USBメモリの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 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

27 ネットワーク関連業務委託（要件定義） テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

28 東京2020マスコット事務局の運営業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 凸版印刷株式会社

29 東京2020マスコット訪問イベント等に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 凸版印刷株式会社

30 人材管理サポート業務の一括業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 株式会社パソナ

31 Games-Time Web/Mobile App Project Workshopにおける日英同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

32 パソコンソフトのライセンス更新及び消耗品の購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

33 ネットワーク関連業務委託（テスト） テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

34 TCC向けヘッドセットの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社ジェネティブ

35 大会運営で使用する端末（サーバー）の調達 テクノロジーサービス関係
パートナー供給／

リース契約
富士通株式会社／横河レンタ・リース株式会社

36 第27回理事会記者会見における同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

37 災害用備蓄食品の買入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 特定非営利活動法人日本セルプセンター

38 テクノロジー分野におけるアドバイザリー業務委託契約 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｋｏ’ｏｌａｕ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ，　ＬＬＣ

39 業務用無線及び周波数調整に係るIOC推奨アドバイザーコンサル契約 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｄｕｎｄａｓｔｅｃｈ　Ｌｉｍｉｔｅｄ

40 通関に係る問合せ窓口の委託契約（単価契約） 輸送・物流業務関係 特別契約 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

41 システム関連業務委託（改修） テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

42 デスクトップPCソフトウェアの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 Ａｐｐｌｅ　Ｉｎｃ．

43 デスクトップPCソフトウェアの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 エプソンダイレクト株式会社

44 デスクトップPCソフトウェアの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社ビックカメラ

45 ネットワーク関連業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

46 ネットワーク関連業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

47 テクノロジー関連機器購入 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 日本電気株式会社

48 テクノロジー関連機器購入 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 シスコシステムズキャピタル株式会社

49 マスコットデザインパネル及びテント用バックスクリーン制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 凸版印刷株式会社

50 パートナーとの打合せにおける通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

51 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

52 メールアドレス収集用・メールマガジン配信用システム構築及びメール配信等業務委託(単価契約) イベント・広報・印刷関係 競争入札 大日本印刷株式会社

53 システム関連業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

54 国際オリンピック委員（IOC）及びIOCアドバイザー来日時のワークショップ開催における逐次通訳業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

55 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

56 ネットワーク関連業務委託（環境構築） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

57 ネットワーク関連業務委託（詳細設計） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

58 ネットワーク関連業務委託（通信サービス） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

59 テクノロジー関連機器購入（機器発注） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 シスコシステムズキャピタル株式会社

60 国際ゴルフ連盟（IGF）来日に伴う業務委託 スポーツ備品・競技運営関係
複数見積（パート

ナー供給）
株式会社ＪＴＢ

61 1st WPB開催に伴うプレスキット（バッグ）購入 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社アシックス

62 安全診断の実施委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 セコム株式会社

63 「2年前キャンペーンPR」関連コンテンツに係る新聞広告掲載 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社朝日新聞社

64 「2年前キャンペーンPR」関連コンテンツに係る新聞広告掲載 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社読売新聞東京本社

65 「2年前キャンペーンPR」関連コンテンツに係る新聞広告掲載 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社日本経済新聞社

66 「2年前キャンペーンPR」関連コンテンツに係る新聞広告掲載 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社毎日新聞社

67 ネットワーク関連業務委託（基本設計） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

68 ネットワーク関連業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

69 ポスター・のぼりの製作業務委託 イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート

ナー供給）
大日本印刷株式会社
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70 チケットプライシング・収入シミュレーションプラットフォーム・予算管理アプリケーションの構築業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 Ａｎａｐｌａｎ

71 海の森水上競技場仮設給水引込工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 若築建設株式会社

72 新規オフィス開設（第２期移転分）における工事・搬出入作業に伴う臨時警備 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 ＡＬＳＯＫ常駐警備株式会社

73 ネットワーク関連製品の購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

74 ITLおよびOMEGAラボへのIT機器輸出 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

75 2018年度下期IOC、IPC主催国際会議運営業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社アイ・エス・エス

76 システム関連業務委託（実施設計） テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社ＮＴＴファシリティーズ

77 パソコン（MacPC）、ソフト及び消耗品の購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 電子システム株式会社

78 Ａｕｄｉｏ＆Ｖｉｓｕａｌフィジビリティスタディ－２業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

79 新規開設オフィス（第２期移転分）における什器の購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 コクヨ株式会社

2018年8月

1 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

2 オフィスにおける買取保証対象什器の資産シール貼付作業委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 株式会社オフィスバスターズ

3 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

4 ネットワーク関連業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

5 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

6 危機管理対応訓練の支援業務委託 セキュリティ関係 競争入札 株式会社総合防災ソリューション

7 人材管理分野に関する海外アドバイザー契約 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｗｏｒｋｆｏｒｃｅ　Ｏｐｔｉｍｉｔｙ　ＩＮＣ．

8 2018年度第2回新聞広告原稿に係るオンライン入稿業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社日庄

9 平昌2018組織委員会を招いたワークショップの実施に伴う逐次通訳業務の委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

10 IOC委員とミーティングでの逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

11 ユーザ登録フォームの技術支援の委託作業用ライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

12 オフィス開設（本移転分）に伴う設計業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社ディー・サイン

13 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

14 IOC等との打合せに係る逐次通訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

15 e-learningサービスの提供 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 キャプラン株式会社（株式会社パソナグループ）

16 TOPパートナレビュに係る同時通訳及び逐次の業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

17 選手村仕様新設工事現場（宿泊棟）における入退管理業務の委託(5-3街区) セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

18 競技体験イベント「東京2020　Let’s55」におけるサッカー用ビブスの購入 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

19 選手村仕様新設工事現場（宿泊棟）における入退管理業務の委託(5-4街区) セキュリティ関係 パートナー供給 綜合警備保障株式会社

20 ＣＡＤソフトウェアの買入れ テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社大塚商会

21 東京2020Let’s55ロゴ及びマスコットパネルの印刷 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

22 選手村仕様新設工事現場（宿泊棟）における入退管理業務の委託(5-5街区) セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

23 選手村仕様新設工事現場（宿泊棟）における入退管理業務の委託(5-6街区) セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

24 IOC等との打合せに係る逐次通訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

25 東京2020公式メールマガジン配信及び制作等に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 凸版印刷株式会社

26 スポーツ競技大会におけるＳＮＳ活用の試行実施業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通テック

27 東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に係る資料の翻訳（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

28 ＩＴＬ　ＯＭＳ／ＯＤＳテスト用ＰＣ／Ｗｏｒｋｓｔａｔｉｏｎ他の調達 テクノロジーサービス関係
パートナー供給／

リース契約

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／横河レンタ・リース株式会

社

29 Atos(ITL/OMS/ODS)labテスト用プリンター調達_プリンター テクノロジーサービス関係 パートナー供給 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

30 ネットワーク関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

31 2018年「東京五輪音頭-2020-」普及啓発施策の企画・運営業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社アサツーディ・ケイ

32 トライアスロン競技におけるバイクコース及びランコース規制に基づく交通量調査委託 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 株式会社サーベイリサーチセンター

33 大会期間における公式Webサイト・モバイルアプリケーションの構築支援等業務 テクノロジーサービス関係 競争入札 アクセンチュア株式会社

34 東京2020オリンピック競技大会２年前カウントダウンイベント企画運営業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル方式 株式会社東急エージェンシー

35 クリアバッグの増刷等業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 大日本印刷株式会社

36 Microsoft Projectライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社富士通マーケティング

37 海の森クロスカントリーコースアドバイザー業務委託（その３） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 ＪＲＡファシリティーズ株式会社

38 VILワークショップでの逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

39 第２回NPC OPEN DAYS（NPCグループ訪問）に要する旅客自動車の手配 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係
複数見積（パート

ナー供給）
東武トップツアーズ株式会社

40 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

41 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社富士通マーケティング

42 会場毎の警備計画策定に係るセキュリティプランニング業務委託 セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社
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43 会場毎の警備計画策定に係るセキュリティプランニング業務委託 セキュリティ関係 パートナー供給 綜合警備保障株式会社

44 VILワークショップでの逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社コンベンションリンケージ

45 IOCとのOTR　FAにおける逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社コンベンションリンケージ

46 NPC オープンデイズおける日英逐次通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

47 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社大塚商会

48 東京国際フォーラム仮設オーバーレイ実施設計業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社森村設計

49 情報システムのGDPR(EU一般データ保護規制)への対応に関する支援業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

50 IOCとの電話会議に係る逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

51 教育プログラム特設サイト運用および今後の連携等についての会議に係る逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

52 Finance Meetingでの逐次通訳業務委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

53 デスクトップＰＣの購入 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

54 ユーザ目線に立った各種システム・ツールの要件定義に関する業務支援 テクノロジーサービス関係 特別契約 特定非営利活動法人エティック

55 ネットワーク関連業務委託（設計見直し） テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

56 ネットワーク関連業務委託（保守業務） セキュリティ関係 特別契約 富士通株式会社

57 オフィシャルショップパラリンピックグッズ等の商品化に関するアドバイザリー業務 コンサル・調査・専門業務関係 複数見積 株式会社メソッド

58 セーリング競技運営用の風向風速観測システムの借入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社ノースセール・ジャパン

59 第1回World Press Briefing レセプション開催に係る逐次通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

60 機密文書の運搬及びリサイクル委託（単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 大嘉倉庫株式会社

61 e-learningプラットフォームの環境構築 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 キャプラン株式会社（株式会社パソナグループ）

62 地方会場の交通・輸送運用調査検討業務委託 輸送・物流業務関係 特別契約 パシフィックコンサルタンツ株式会社

63 IOCとの打合せに係る同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社アイ・エス・エス

64 Tokyo 2020 Brand Workshopに係る逐次通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

65 TOPパートナーレビューに係る同時通訳の業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社アイ・エス・エス

66 ２０１８年度婦人科健康診断の業務委託（単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 学校法人慈恵大学

67 仮設電気設備基本設計業務委託その2 建築・土木工事・設計関係 特別契約 東電タウンプランニング株式会社

68
第1回　World Press Briefingレセプション開催に係る海外メディアとの意見交換会における日英逐次通訳業

務委託
会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

69 メダルプロジェクトチラシの印刷等業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
大日本印刷株式会社

70 第9回IOCプロジェクトレビューにおける通訳業務（日/英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

71 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１）東京国際フォーラム 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社東急エージェンシー

72 第6回プロジェクトレビューにおける通訳業務委託（日/英) 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

73 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（２）幕張メッセ 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社アサツーディ・ケイ

74
対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（３）オリンピックアクアティク

スセンター・東京辰巳国際水泳場
大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社セイムトゥー

75
対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（４）青海アーバンスポーツ会

場・有明BMXコース
大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社電通

76 競技用備品（ソールサプライヤー）選定支援業務委託契約 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

77 NOC NZL視察訪問に要する旅客自動車の手配 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係
複数見積（パート

ナー供給）
株式会社ＪＴＢ

78 各種ガイド（ACR / PRS / RTC）のDTP制作等業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 競争入札 イーネット合同会社

2018年9月

1 「2年前キャンペーンPR」関連コンテンツに係る媒体費の支出 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社産業経済新聞社

2 「2年前キャンペーンPR」関連コンテンツに係る媒体費の支出 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社北海道新聞社

3 災害用備蓄保存水の買入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 株式会社廣瀬商会

4 オフィスにおける「だれでもトイレ」の設置工事請負 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社竹中工務店

5  プロジェクター不具合に伴う修理作業委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

6 ネットワーク関連業務委託（要件変更） テクノロジーサービス関係 少額特定 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

7 1st WPB開催に伴うバックパネル購入 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

8 PEACE ORIZURU折り紙等制作及び印刷等業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
大日本印刷株式会社

9 全国フラッグツアーに係るリコグニションボード製作業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社アサツーディ・ケイ

10 国際ゴルフ連盟（IGF）来日に伴う業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係
複数見積（パート

ナー供給）
東武トップツアーズ株式会社

11 人事採用支援サービス委託 コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 株式会社リクルートキャリア

12 ボランティアWeb アクセシビリティ診断の委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 ＮＴＴクラルティ株式会社

13 リンク旅行時間データの使用許諾契約 輸送・物流業務関係 特別契約 住友電工システムソリューション株式会社

14 海外アドバイザーとの会議等に伴う逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

15 国際オリンピック委員（IOC）及び IOC アドバイザー来日時のワークショップ開催における逐次通訳業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

16 セキュリティワイヤーの買入れ_2018年10月期 テクノロジーサービス関係 複数見積 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
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2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

17 東京 2020 大会における言語サービスに係るコンサルティグ業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｍａｕｒｅｅｎ　Ｓｗｅｅｎｅｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ，　ＬＬＣ

18 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

19 Atos ITLラボへのIT機器輸出（2018年9月） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

20 ネットワーク関連製品の購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

21 （アーチェリー）ターゲット用バットレス及び付属品の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ＤＡＮＡＧＥ　ｏｆ　Ｓｃａｎｄｉｎａｖｉａ

22 IOC TMSとのテレカンファレンスに係る逐次通訳の業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

23 IOC等との打合せに係る通訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

24 アーチェリー会場（夢の島公園）埋設配管工事　その１ 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社緑峰

25 無線周波数管理業務に必要な周波数特性の調査検討_H30年度 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社エヌエイチケイアイテック

26 ボランティアポータルWEBアクセシビリティ再診断の委託_2回目 テクノロジーサービス関係 少額特定 ＮＴＴクラルティ株式会社

27 第１回CNWレビューにおける逐次通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

28 スクリーニング実証実験の計画立案と分析に係る業務支援委託 セキュリティ関係 パートナー供給 綜合警備保障株式会社

29 バスケットボール3x3に係る大型構築物の施工会社との会議における逐次通訳（日独）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

30 ＣＡＤソフトウェア購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社大塚商会

31 国際競技連盟の競技会場等視察及び会議における逐次通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

32 国際オリンピック委員会との打ち合わせ等に係る通訳業務委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 日本コンベンションサービス株式会社

33 IOCとの財務・税務ミーティング関連文章の翻訳（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社インターグループ

34 東京2020第4回ロジスティクスレビューでの同時通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

35 Tokyo2020 3rd FNB Reviewにおける同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

36 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

37 東京2020ブースキット用バックボードフレーム購入の買入れ イベント・広報・印刷関係 少額特定 大日本印刷株式会社

38 国際競技連盟との打ち合わせ等に係る通訳業務委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 日本コンベンションサービス株式会社

39 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

40 自転車競技（ロード）における大会実施計画等策定支援業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社博報堂

41 水質実証実験の結果に関する記者会見における同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

42 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

43 各種ガイド（ACR）のDTP制作等業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 複数見積 凸版印刷株式会社

44 理事会記者会見における同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

45 オフィスの原状回復に伴うプロジェクトマネジメント業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 シービーアールイー株式会社

46 サーバー基盤運用保守（10月～11月) テクノロジーサービス関係 パートナー供給 富士通株式会社

47 IOC/OGKM出入国レビューでの通訳（日英）委託及び会議内容の文字起こし 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

48 IOCライブサイト担当者会議逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

49 IOC理事会への出席（テレビ会議）に伴う同時通訳業務の委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

2018年10月

1 ネットワーク関連業務委託（アドバイザリー） テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

2 選手村チームプロセシングセンター等整備工事監理業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社大誠建築設計事務所

3 選手村NOC/NPCサービスセンターその他仮設実施設計業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社空間デザイン

4 複合機ステイプル調達 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

5 オーバーレイブック更新等業務委託(6) 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社石本建築事務所

6 「会場整備局の各種戦略についての書類」の翻訳業務委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社アルビス

7 システム関連業務委託（要件定義） テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

8 ＩＯＣ　ＯＧＫＭワークショップ及びＴＯＫに関するＦＡヒアリングにおける通訳（日・英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

9 全天周映像視聴（小型ドーム）システムのレンタル契約 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 コニカミノルタプラネタリウム株式会社

10 システム関連業務委託（運用保守） テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

11 巡回バス車両輸送費 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 トヨタ輸送株式会社

12 ネットワーク関連業務委託（機器導入その１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

13 東京2020大会入賞メダル製造等業務委託(銀圧延板加工および金メッキ液加工) 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 田中貴金属工業株式会社

14 ネットワーク関連業務委託（機器導入その２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

15 大会スタッフ・都市ボランティアのユニフォームデザイン選考審査会の運営委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 大日本印刷株式会社

16
オリンピック放送機構(OBS)及び放送権者(RHB)の競技会場視察・打ち合わせ等に係る逐次通訳委託(単価契

約)
会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

17 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

18 テクノロジー関連機器の購入（会場運営用） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 富士通株式会社

19 選手村メインダイニングDBアドバイザリー業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社東急設計コンサルタント
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2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

20 IOC　第７回ACM宿泊レビュー及び第８回TRA輸送レビューでの通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

21 IOCセキュリティ・レビューでの会議・視察の通訳（日⇔英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

22 各種ガイド（SPT / NCS）のDTP制作等業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 競争入札 凸版印刷株式会社

23 Atosシステムに関するアドバイザリー契約 テクノロジーサービス関係 特別契約 ＣＤＫ　Ｅｖｅｎｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　ＬＴＤ

24 観客の宿泊に課題に関する会議にともなう逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

25 IPCエクセレンスプログラムワークショップにおける通訳（日英）・翻訳（英日）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社インターグループ

26 ネットワーク関連業務委託（回線構築） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

27
ジャパンウォーク in YOKOHAMA 2018秋における東京 2020スタンプラリー（仮）の実施に係るマグネット

シートの製作業務委託
イベント・広報・印刷関係

複数見積（パート

ナー供給）
大日本印刷株式会社

28 IOC/OGKMのVenueC3のワークショップでの通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

29 IOC TMSとのミーティングに係る逐次通訳の業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

30 大会関係者輸送用バスの調達及び運行に係る業務委託（平成30年度） 輸送・物流業務関係 特別契約 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社

31 競歩競技におけるコース計測調査業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 国際航業株式会社

32 スポーツプレゼンテーション実施に向けた実施計画策定支援業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社　電通

33 IOC等との打合せに係る逐次通訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

34 観客の経験アドバイザーミーティングにともなう逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

35 IOCPRSべニューレビュー・サーベイ逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 日本コンベンションサービス株式会社

36 PUB　IOCワークショップ開催における同時通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

37 TOPパートナーレビューに係る同時・逐次通訳の業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

38 式典準備業務に係る英文書のリライト業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社２０２１コミュニケーションズ

39 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社セールスフォース・ドットコム

40 サーバ・ストレージ環境の増設(ハード購入・保守・構築) テクノロジーサービス関係 パートナー供給 富士通株式会社

41 東京2020大会ラボラトリー 流し台の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 キッチンテクノ株式会社

42 IOCアドバイザーを招いたワークショップの実施に伴う逐次通訳業務の委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

43 大会関係者向け　携帯用　アクセシビリティサポート・ハンドブックの翻訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

44 大会用データネットワーク移行に伴う機器調達 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 シスコシステムズキャピタル株式会社

45 ホッケーピッチ整備アドバイザー業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ＰＯＬＹＴＡＮ　ＡＳＩＡ　ＰＡＣＩＦＩＣ　ＰＴＹ　ＬＴＤ

46 AtosとのParticularised Agreement (PA) 締結（１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 アトス株式会社

47 大会用データネットワーク用追加機器の調達 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 シスコシステムズキャピタル株式会社

48 AtosとのParticularised Agreement (PA) 締結（２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 ＡＴＯＳ　Ｓｐａｉｎ　ＳＡ，　Ｕｎｉｐｅｒｓｏｎａｌ

49 IBC/MPC整備工事監理業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社佐藤総合計画

50 自転車競技（マウンテンバイク）におけるコース施工監修業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 Ｔｒａｉｌ　Ｃｒｅｗ

51 ネットワーク関連業務委託（詳細設計） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

52 宿泊ガイド及びホテルインフォメーション（パラリンピック版）のDTP制作等業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社関東朝日広告社

53 有明体操競技場大屋根リフトアップのメディア公開における同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

54 IBC/MPC整備工事 建築・土木工事・設計関係 競争入札 大和ハウス工業株式会社

55 馬術競技会場（馬事公苑）仮設施設・オーバーレイ整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大成建設株式会社

56 ネットワーク関連業務委託（構築業務） テクノロジーサービス関係 特別契約 アトス株式会社

57 選手村メインダイニング実施設計・施工等発注 建築・土木工事・設計関係 競争入札 大和ハウス工業株式会社

58 選手村チームプロセシングセンター等整備工事 建築・土木工事・設計関係 競争入札 東急建設株式会社

59 映像監視システムの調達 セキュリティ関係 パートナー供給 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

60 練習会場基本設計業務委託（１） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 日本交通技術株式会社

61 有明体操競技場屋内仮設電気設備整備工事監理業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社日建設計

62 スクリーニング実証実験の計画立案と分析に係る業務支援委託 セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

63 第 7 回 IOC 調整委員会会議 （CoCom）運営業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社コンベンションリンケージ

64 第133回IOC総会及び第3回夏季ユースオリンピック競技大会における通訳業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

2018年11月

1 Tokyo 2020 Brand Workshopに係る逐次通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

2 東京2020教育プログラムPRリーフレットの印刷等業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
大日本印刷株式会社

3 国際オリンピック委員（IOC）及びIOCアドバイザー来日時のワークショップ開催における逐次通訳業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

4 ネットワーク関連業務委託（検証・運用設計） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

5 展覧会実施にかかる精密機器のレンタルに係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 エポックトランスポート株式会社

6 OGKMワークショップOPR テーブルトップエクササイズにおける同時通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

7 システム関連業務委託（システム構築） テクノロジーサービス関係 特別契約 ユミルリンク株式会社

10/18



2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

8 ＩＯＣ等との打合わせに係る逐次通訳（日英）委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

9 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

10 ネットワーク関連機器の購入（オフィス増床用） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 シスコシステムズキャピタル株式会社

11 ソフトウェアライセンスの調達 テクノロジーサービス関係 少額特定 日本電気株式会社

12 ダイバーシティ＆インクルージョン推進ポスター及びステッカーの印刷 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

13 JOCレセプション、ANOCアワード及びIOC理事会における通訳業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

14 ITLテスト用_USBポートハブ購入 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

15 選手村ビレッジプラザの提供木材調整業務委託（その２） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社日建設計

16 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社セールスフォース・ドットコム

17 ボート競技技術支援業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｊｏｈｎ　Ｂｉｄｄｌｅ

18 署名式における逐次通訳及び同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社イー・シー・インターナショナル

19 ネットワーク関連機器の購入（会場運営用） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 富士通株式会社

20 ソフトウェアライセンスの調達 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

21 IOC文化遺産財団ワークショップでの逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社インターグループ

22 選手村配宿計画海外アドバイザー業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｉｒｉｎａ　Ｐａｎｉｕｓｈｋｉｎａ

23 Technology Operation CentreにおけるUPS調達及び構築工事 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 株式会社ＮＴＴファシリティーズ

24 オフィス各センター構築およびオフィス増床に伴うICT環境構築_設計工事 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

25 オフィス各センター構築およびオフィス増床に伴うICT環境構築_LAN回線サービス テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

26 携帯電話不感地対策用アンテナの発注（先行4会場分）【平成31年度予算執行】 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 株式会社ＮＴＴドコモ

27 事務用ノートパソコン設定作業委託_2019年度 テクノロジーサービス関係 特別契約 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

28 Season’s Greetings HTMLメールに係るコーディング及び配信業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 凸版印刷株式会社

29 クリアバッグ（エンブレム）の印刷等業務委託（2018年度） イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

30 海の森水上競技場仮設通信設備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大成・五洋・佐藤・岩田地崎河川工事ＪＶ

31 ソールサプライヤー選考に係る会議における逐次通訳（日中）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

32 施設周辺図（東京2020オリンピック競技会場）の制作等業務委託（2018年度） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社ゼンリン

33 Concession Workshopに係る同時通訳の業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

34 会場視察同行に伴う通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

35 持続可能性進捗状況報告書の翻訳業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社アルビス

36 選手村海外アドバイザー(アロットメント)とのワークショップ実施に係る逐次通訳(日英)委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社イー・シー・インターナショナル

37 ボランティアポータルWEBアクセシビリティ診断の委託 テクノロジーサービス関係 少額特定 ＮＴＴクラルティ株式会社

38 輸送サービスレベル合意書（パラリンピック）の翻訳等業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 大日本印刷株式会社

39 後利用・再資源化ガイドライン（実施手順編）作成業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 複数見積 一般社団法人資源循環ネットワーク　東京事務所

40 東京2020大会ラボラトリー警備業務委託 セキュリティ関係
競争入札（パート

ナー供給）
セコム株式会社

41 IOC役員来日時逐次通訳業務委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

42 東京オリンピック・パラリンピック競技大会 輸送デポ管理施設等整備工事実施設計業務委託(築地輸送デポ) 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社翔設計

43 東京2020大会ラボラトリー　セキュリティカメラシステム整備工事 セキュリティ関係 パートナー供給 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

44 システム関連業務委託（セキュリティ対策） テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

45 北京2022に関する逐次通訳（日中）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

46 オフィス入居工事に関する設計及び設計監修業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社日建設計

47 Rate Card CatalogueのDTP制作等業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 複数見積 凸版印刷株式会社

48 第29回理事会記者会見における同時通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

49 サーバー仮想基盤運用保守_12月～3月 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

50 ネットワーク関連機器の購入（オフィス環境用） テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

51 IOCFAレビューに係る逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社イー・シー・インターナショナル

52 IOC OGKM クライシスコミュニケーションワークショップにおける同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社イー・シー・インターナショナル

53 オフィスにおける打合せスペース用什器の購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 コクヨ株式会社

54
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その11）　オリンピックスタジ

アム
建築・土木工事・設計関係 特別契約 大成建設株式会社

55 旗プロトコール業務のアドバイザー委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｔｉｌｌｅｒ

56 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会　東京圏交通マネジメント検討業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 パシフィックコンサルタンツ株式会社

57 馬術競技会場(海の森海上公園)における大型仮設テントの賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社もちひこ

58 仮設駐車場等の設計委託 建築・土木工事・設計関係 競争入札 東日本総合計画株式会社

2018年12月

1 カヌー・スラローム会場仮設電気設備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社安川電機
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2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

2 マラソン・競歩における競技実施計画等及びマラソンテスト項目に関する事前計画等策定支援業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社電通スポーツパートナーズ

3 ソフトウェアライセンスの調達 テクノロジーサービス関係 特別契約 一般社団法人ダイバーシティ・アテンダント協会

4 大会用データネットワーク検証業務および運用設計業務委託(検証用回線) テクノロジーサービス関係 特別契約 東日本電信電話株式会社

5 システム共通基盤運用保守（１２月～３月） テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

6 開催都市ＰＲの実施に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社電通テック

7 東京2020パラリンピック競技大会500日前カウントダウンPR企画運営業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 凸版印刷株式会社

8 全国フラッグツアーに係るリコグニションボード製作業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社アサツーディ・ケイ

9 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

10 ソールサプライヤー選考に係る会議における逐次通訳（日中）委託（その２） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

11
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開会式及び閉会式の検討に係る海外アドバイザー業務委

託
コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｍａｒｔｉｎ　Ｇｒｅｅｎ

12 機密文書の溶解処理 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 ヤマトロジスティクス株式会社

13 ボランティア面接・研修受付用バーコードリーダー購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 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

14 第７回IOC調整委員会会議（CoCom）用事務用機器の借入れ テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社コンベンションリンケージ

15 東京2020大会500日前カウントダウンPR企画運営業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 凸版印刷株式会社

16 UPS床荷重検討業務 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 株式会社日建設計

17 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開会式及び閉会式の準備に関する支援等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社Ｌａｎｄａ

18 ウエイトリフティングウォーミングアップ用プラットフォーム製作等に関する業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社ウエサカティー・イー

19 自転車ロードレーステストイベントの実施に向けた計画立案及び実施準備業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社博報堂

20 警備関連業務委託 セキュリティ関係 特別契約 セコム株式会社

21 警備関連業務委託 セキュリティ関係 特別契約 綜合警備保障株式会社

22
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にかかる聖火リレー実施運営業務等委託（個別契約その

１）
イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

23 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

24 持続可能性進捗状況報告書のDTP制作等業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 複数見積 大日本印刷株式会社

25 V3予算発表に関する逐次及び同時通訳業務委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

26 語学学習業務 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 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

27 Atos ITL用機器輸送に係る輸入VAT還付業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 ＰＬＡＺＡ　ＦＯＲＷＡＲＤＩＮＧ、ＳＬ

28 職員向け携帯端末の調達 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 株式会社ＮＴＴドコモ

29 オフィス開設（本移転分）における電源工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 三機工業株式会社

30 東京２０２０大会時イベントスペース（NOP区画）測量調査委託 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社四門

31 PCモニターの購入 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

32 選手村ビレッジプラザ整備工事監理業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社日建設計

33 オフィス開設（本移転分）に伴う工事（B工事） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 鹿島建設株式会社

34 馬術競技会場（馬事公苑）における散水車の調達 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 Ｄｅ　Ｇｒｏｎｄｓｌａｇ　ＢＶ

35 ジョイント レディネス エクササイズに係る同時及び逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

36 Microsoft Visioの調達(Microsoft包括契約での機能追加) テクノロジーサービス関係 少額特定 富士通株式会社

37 ソフトウェアライセンスの調達 テクノロジーサービス関係 少額特定 富士通株式会社

38 東京2020大会ボランティア向けオリジナルクリアファイルの作成委託 イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート

ナー供給）
大日本印刷株式会社

39 オフィス開設（本移転分）に伴う工事（B工事） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 住商ビルマネージメント株式会社

40 IOCとのテレビ会議における逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

41
2020ID獲得のためのキャンペーンに付随するプロモーション及びチケット販売促進プロモーション等業務委

託（個別契約１）
イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

42 システム関連業務委託（回線工事） テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

43 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｏｌｙｍｐｉｃ　Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ

44 東京2020大会開会式及び閉会式制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 株式会社電通

45 ネットワーク関連業務委託（セキュリティ対策その１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

46 ネットワーク関連業務委託（セキュリティ対策その２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

47 倉庫入居工事に関する設計監理業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社ディー・サイン

48 PC用モニターの買入れ テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

49 東京2020オリ・パラチケット販売に係る決済代行業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社

50 【前工程】チケット及び個人宛封入封緘業務同封物等の印刷に関する業務委託（単価契約） イベント・広報・印刷関係 競争入札 凸版印刷株式会社

51 東京2020大会選手村内における選手及び選手団等に対する飲食提供等業務委託 飲食関連 競争入札 エームサービス株式会社

52 ＩＣＴ機器の借入れ テクノロジーサービス関係 パートナー供給 株式会社ＪＥＣＣ

53 選手村ビレッジプラザ整備工事 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社　熊谷組
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2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

2019年1月

1 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

2 ネットワーク関連機器の購入（セキュリティ対策） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 株式会社富士通マーケティング

3 オフィス入居工事に関する空調設備工事設計業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社大気社

4 新規開設オフィスにおけるシュレッダーの買入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 ナカバヤシ株式会社

5 オフィス開設（本移転分）に伴うセキュリティカードリーダー設置工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他）
競争入札（パート

ナー供給）
セコム株式会社

6 東京2020大会時イベントスペース（NOP区画）地盤調査委託 建築・土木工事・設計関係 複数見積 株式会社テイコク

7 アドバイザリー業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｍｉｋｅ　ＬａＬｅｕｎｅ

8 ネットワーク関連機器の購入（会場運営用その１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 シスコシステムズキャピタル株式会社

9 ネットワーク関連機器の購入（会場運営用その２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 シスコシステムズキャピタル株式会社

10 競技会場及び関連施設に対する家具・什器・備品(FF＆E)調達等に関するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 コーユーレンティア株式会社

11 ソフトウェアライセンスの調達 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

12 Sport Initiationに関するIOCとのテレビ会議に伴う逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

13 IPC理事会への役員派遣に伴う逐次通訳業務の委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社イー・シー・インターナショナル

14 大会運営計画に係る通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

15 ＩＯＣ等との打合せに係る通訳委託（単価契約）（その２） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社インターグループ

16 ネットワーク関連業務委託（回線工事） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

17 Data Capture Project キックオフミーティングにおける逐次通訳（日・英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

18 IOCアドバイザーとの会議における逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

19 ネットワーク関連業務委託（セキュリティ対策） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

20 ソフトウェアライセンスの調達 テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社大塚商会

21 東京2020ブースキットの印刷・製作・保管等業務委託 イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

22 ソフトウェアライセンスの調達 テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社大塚商会

23 第30回及び31回理事会記者会見における同時通訳業務委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社イー・シー・インターナショナル

24 チケッティング業務に関する海外アドバイザー契約 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Donovan Messa Ferreti

25 CATV基本設計 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

26 ネットワーク関連業務委託（セキュリティ対策） テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

27 IPCミーティング（ボン）における逐次通訳業務（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社イー・シー・インターナショナル

28 「業務用無線および周波数調整に関するワークショップ」に係る逐次通訳業務委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

29 IOCとのOTR FAレビューにおける逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

30 ネットワーク関連業務委託（回線工事） テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

31 仮設電源サービス契約 建築・土木工事・設計関係 パートナー供給 Ａｇｇｒｅｋｏ　Ｅｖｅｎｔｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ　Ｊａｐａｎ株式会社

32 VILワークショップでの逐次通訳（日英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

33 ＯＢＳ来日に伴うＯＢＳ使用物件候補の視察及びミーティングに伴う逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

34 ソフトウェアライセンスの調達 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社セールスフォース・ドットコム

35 東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会セーリング競技会場水質検査業務委託 大会運営に関するサービス関係 複数見積 東京テクニカル・サービス株式会社

36 ネットワーク関連業務委託（移行作業その１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

37 ネットワーク関連業務委託（移行作業その２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

38 IOCとの会議における逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

39 トーチリレーワークショップに係る同時通訳の業務委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

40 Games-Time Web/Mobile App Project Workshopにおける同時通訳業務委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

41 TOPパートナーミーティングに係る同時通訳（日英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社コングレ・グローバルコミュニケーションズ

42 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に伴う気象情報提供に関する業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 TOKYO2020気象情報提供業務共同企業体

43 チケッティング等に係るIOC等との打合せにおける逐次通訳委託(日英)（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社インターグループ

44 東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その 9）　横浜スタジアム 建築・土木工事・設計関係 特別契約 清水建設株式会社

45
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その13）　オリンピックスタジ

アム周辺の神宮外苑地区、東京体育館、皇居外苑
建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社電通ライブ

46 東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その14）　国立代々木競技場 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社乃村工藝社

47
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その16）　お台場海浜公園、潮

風公園
建築・土木工事・設計関係 競争入札 大和リース・TSP太陽特定建設工事共同企業体

48
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その17）　有明ＢＭＸコース会

場
建築・土木工事・設計関係 競争入札 大和リース・TSP太陽特定建設工事共同企業体

49
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その18）　釣ヶ崎サーフィン会

場
建築・土木工事・設計関係 競争入札 前田・GLイベンツ仮設オーバーレイ整備業務共同企業体

50 東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（宮城スタジアム） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 大和リース・橋本店特定建設工事共同企業体

51 選手村宿泊棟ルームエアコンに関する調達 大会運営に関する設備・什器・備品関係
パートナー供給／

リース契約
パナソニック株式会社／三井住友ファイナンス＆リース株式会社

52
オリンピックスタジアム及びウォームアップ会場におけるトラックサーフェス（表層）工事並びにウォーム

アップ会場整備工事
建築・土木工事・設計関係 特別契約 クリヤマ株式会社
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2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

53 選手村マルチファンクションコンプレックス（商業棟）大会時内装工事 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社エイムクリエイツ

54 2019年IOC・IPC主催国際会議運営業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社コンベンションリンケージ

55 観客流動シミュレーションに係るコンサルテーション業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社東京大学ＴＬＯ

2019年2月

1 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド

2 パソコン及びソフトの購入 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

3 ホッケー人工芝等輸送（ピッチ１、ピッチ２）業務委託 輸送・物流業務関係 特別契約 積水樹脂株式会社

4 国立代々木競技場会場運営計画（VOP）の日英翻訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

5 セキュリティワイヤー購入（2019年度） テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社大塚商会

6 IOC/OGKM による解散に係るワークショップでの同時通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

7 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社セールスフォース・ドットコム

8 セキュリティカードの買入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 ポイント株式会社

9 報告書ほか日英翻訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

10 伊豆自転車競技会場整備工事監理等業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社大建設計

11 平成31度 Office365 E3 年次ライセンス購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

12 スクリーニングレーン仕切りに活用する資機材（プランター）の購入 セキュリティ関係 特別契約 トッパン・フォームズ株式会社

13 オリンピックスタジアムTVスタジオ整備工事実施設計業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社梓設計

14 平成30年度 Office365 E3追加ライセンス精算 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

15 伊豆自転車競技会場整備工事２（伊豆マウンテンバイクコース） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社ＮＩＰＰＯ

16 競技用備品の運搬 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ヤマトホームコンビニエンス株式会社

17 ネットワーク関連業務委託（回線工事） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

18 システム関連業務委託（設定作業） テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

19 TOC（テクノロジーオペレーションセンター）映像表示システムの調達 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

20 伊豆自転車競技会場整備工事３（仮設建築物） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 大和リース株式会社

21 伊豆自転車競技会場整備工事４（既存建築物解体） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 東亜道路工業株式会社

22 洗車機再活用業務委託（その1） 輸送・物流業務関係 特別契約 日本車輛洗滌機株式会社

23 ネットワーク関連業務委託（詳細設計） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

24 オフィス移転に伴うＩＣＴ機器撤去工事 テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

25 ワークショップに係る逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社イー・シー・インターナショナル

26 IOC会議に係る逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

27 オフィス移転に関する非常用発電機系電源設備工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 住友電設株式会社

28 東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会における大会運営物流の実施に関する個別委託契約1 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ヤマトホールディングス株式会社

29 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社セールスフォース・ドットコム

30 e-learningの提供業務委託（単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 キャプラン株式会社（株式会社パソナグループ）

31 東京2020大会セーリング競技テストイベント用ウェブサイト作成に係る業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社愛幸

32 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるISO20121認証審査等業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 ＢＳＩグループジャパン株式会社

33 倉庫設置に伴う電源設備等工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社奥村組

34 オフィス退去における搬出作業に伴う臨時警備業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社セイビ

35 ウエイトリフティング 緩衝材使用による挙上感覚実験業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社ウエサカ　ティー・イー

36 パートナーハウスサポートセンター設置に伴う業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社ＪＴＢ

37 オリエンテーション用帳票類の印刷 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

38 IOC出入国レビューでの同時・逐次通訳（日英）及び会議内容の文字起こし委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

39 オフィス移転に伴う複合機配備に関する作業委託(1） テクノロジーサービス関係 特別契約 コニカミノルタジャパン株式会社

40 オフィス移転に伴う複合機配備に関する作業委託(2) テクノロジーサービス関係 特別契約 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

41 会場運営計画書策定業務委託（幕張メッセ） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

42 会場運営計画書策定業務委託（さいたまスーパーアリーナ） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

43 会場運営計画書策定業務委託（埼玉スタジアム２００２） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

44 等身大マスコットに着用させる競技用具製作等に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 凸版印刷株式会社

45 オフィス移転に係る家電の購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 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

46 青海アーバンスポーツパーク　クライミングウォール整備工事 建築・土木工事・設計関係 競争入札 ＴＳＰ太陽・大和リース特定建設工事共同企業体

47 セキュリティカードリーダー設置工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 セコム株式会社

48 第５回NOC OPEN DAYS（NOCグループ訪問）に要する旅客自動車等の手配委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他）
競争入札（パート

ナー供給）
株式会社ＪＴＢ

49 第９回TRA輸送レビューでの同時及び逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ
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2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

50 IOCとのテレビ会議における逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

51 マグネットパネルの印刷等業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

52 システム関連業務委託（設定作業） テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

53 オフィス移転に伴うＩＣＴ機器の購入 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

54 資料の翻訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

55 東京2020オフィスリコグニション移設工事業務委託 建築・土木工事・設計関係 複数見積 株式会社小林工芸社

56 大会用データセンタおよびオフィスの大会用データネットワーク運用保守業務（１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

57 大会用データセンタおよびオフィスの大会用データネットワーク運用保守サービス設計構築（２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

58 ネットワーク関連業務委託（運用保守その１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

59 ネットワーク関連業務委託（運用保守その２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

60 ネットワーク関連業務委託（運用保守その３） テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

61 大会輸送拠点設計委託（１） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社翔設計

62 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

63 新規オフィス開設における工事・搬出入作業に伴う臨時警備業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 セントラル警備保障株式会社

64 オフィス移転における搬出入作業に伴う臨時警備業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 ＡＬＳＯＫ常駐警備株式会社

65 IOCとの会議における逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

66 オフィス移転に伴うサイン工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 株式会社小林工芸社

67 新規オフィス開設における工事・搬出入作業に伴う臨時警備業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 セントラル警備保障株式会社

68 IOCとのアクレディテーションレビューに係る同時通訳（日英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社イー・シー・インターナショナル

69 ネットワーク関連業務委託（構築作業） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

70 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

71 【後工程】チケット印字、個人宛封入封緘業務及び法人向け引渡業務委託（単価契約） イベント・広報・印刷関係 競争入札 大日本印刷株式会社

72 選手村商業棟躯体関連工事及び選手村仕様解体工事の施工及び工事監理業務 建築・土木工事・設計関係 特別契約 三井不動産株式会社

73 東京2020 NIPPONフェスティバル特設ページ構築・コンテンツ更新管理等業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド

74 セーリング競技運営用RIBの調達 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 有限会社ＳＡＩＬＦＡＳＴ

75 大会輸送拠点設計委託（２） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社翔設計

76 オフィス入居工事に関する内装電気設備工事設計業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 住友電設株式会社

77 大会運営用PCの調達 テクノロジーサービス関係
パートナー供給／

リース契約

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／横河レンタ・リース株式会

社

78 オフィス入居工事に関する非常用発電機電源設備工事設計業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 住友電設株式会社

79 OBSプレゼンテーションでの同時通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

80 Press by Number Accreditation Manual-ParalympicのDTP制作等業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 複数見積 凸版印刷株式会社

81 ネットワーク関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社電通

2019年3月

1 機密文書の運搬及びリサイクル業務委託（単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 大嘉倉庫株式会社

2 お台場海浜公園水域水質対策施設基本設計業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 日本海洋コンサルタント株式会社

3 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社富士通マーケティング

4 メール誤送信対策ソフト保守 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

5 システム関連業務委託（設定作業） テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

6 セーリング競技運営用RIBの調達（その２） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 リブワークス合同会社

7 セーリング競技運営用RIBの調達（その３） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 リブワークス合同会社

8 セーリング競技運営用RIBの調達（その４） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 有限会社ＳＡＩＬＦＡＳＴ

9 セーリング競技運営用RIBの調達（その７） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社イチサンゴイースト

10 セーリング競技運営用RIBの調達（その８） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 双信商事株式会社

11 ネットワーク関連機器の購入（オフィス環境用） テクノロジーサービス関係 特別契約 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

12
東京オリンピック・パラリンピック競技大会ポスター企画（2018年度）記念品（ポストカード）の印刷業務

委託（単価契約）
イベント・広報・印刷関係

複数見積（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

13 国内広報支援業務に係るPRエージェンシーへの業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通パブリックリレーションズ

14 国際広報を中心とした包括的戦略広報業務に係るPRエージェンシーへの業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 ＣＭＧジャパン株式会社

15 第5回IOCロジスティクスレビューでの同時通訳委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社インターグループ

16 オフィス退去における搬出作業に伴う臨時警備業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 東京ガスファシリティサービス株式会社

17 チケット払戻し時の国内送金業務委託（複数単価契約） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社

18 2019年度TOKYO2020お問い合わせ窓口運営業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 トランス・コスモス株式会社

19 システム共通基盤におけるライセンス購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

20 発表イベントにおける日英同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル
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2018年4月～2019年3月台帳

No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

21 オフィス受付業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社パソナ

22 オフィス移転に伴う会議室AVシステム移設工事委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社映像センター

23 オフィス移転に伴うAV機器（プロジェクター）購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 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

24 会議に係る同時通訳（日英）委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社イー・シー・インターナショナル

25 オフィス清掃委託(1) オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 住商ビルマネージメント株式会社

26 オフィス清掃委託(2) オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 株式会社ザイマックスアルファ

27 IOCとの打ち合わせ等に係る逐次通訳業務委託（日英）（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 日本コンベンションサービス株式会社

28 IOC セキュリティ・レビューでの会議・視察の同時通訳（日英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

29 IOC等とのエクゼクティブ用テレビ会議等に係る同時・逐次通訳業務委託（日英） （複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

30 新規開設オフィスにおける什器の購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 コクヨ株式会社

31 新規オフィス開設に伴う引越業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 ヤマトホームコンビニエンス株式会社

32 作業服及び安全靴の購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 イシイ株式会社

33 対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等および計画支援業務委託（１８） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社博報堂

34 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 ゲッティイメージズジャパン株式会社

35 ワイヤレススピーカー外３点の買入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 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

36 アクセシビリティに関するアドバイザリー業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Access All Areas Ltd.

37 資料の翻訳委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社インターグループ

38 セーリング競技運営用RIBの調達（その５） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 トーハツ株式会社

39 セーリング競技運営用RIBの調達（その６） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 パフォーマンス　セイルクラフト　ジャパン　株式会社

40 ＩＣＴ機器の調達 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 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

41 挨拶状の印刷業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

42 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

43 ネットワーク関連業務委託（セキュリティ対策） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

44 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社大塚商会

45 IOC理事会における東京2020組織委員会プレゼンテーションのアドバイザリー業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ＬｏｏｋＵｐ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ

46 競技体験イベント「東京2020　Let’s55」において使用する横断幕・バックパネルの製作委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
凸版印刷株式会社

47 OTR/PTR発表イベントにおける同時通訳業務委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

48 海外アドバイザーとの会議等に伴う逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

49 ＩＣＴ機器の調達 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 株式会社ＮＴＴドコモ

50 小中学生ポスターの製作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 大日本印刷株式会社

51 2019年度プレスオペレーション業務に係るコンサルタント業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Pearce INTERNATIONAL(Jayne Pearce)

52 機密文書の運搬及びリサイクル業務委託（単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 大嘉倉庫株式会社

53 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 株式会社リクルートキャリア

54 オフィスにおける有人警備等業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他）
競争入札（パート

ナー供給）
綜合警備保障株式会社

55 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

56 通関に係る問合せ窓口業務の委託契約 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ヤマトグローバルロジスティクスジャパン株式会社

57 機密文書の運搬及びリサイクル業務委託（単価契約）(1) オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 大嘉倉庫株式会社

58 機密文書の運搬及びリサイクル業務委託（単価契約）(2) オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 大嘉倉庫株式会社

59 機密文書の運搬及びリサイクル業務委託（単価契約）(3) オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 大嘉倉庫株式会社

60 機密文書の運搬及びリサイクル業務委託（単価契約）(4) オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 大嘉倉庫株式会社

61 機密文書の運搬及びリサイクル業務委託（単価契約）(5) オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 大嘉倉庫株式会社

62 機密文書の運搬及びリサイクル業務委託（単価契約）(6) オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 大嘉倉庫株式会社

63 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開会式及び閉会式に係る調達管理等業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社ジャプロ

64 東京2020参画プログラム認証事業業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

65 東京2020参画プログラムに係る問い合わせ対応業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 トランス・コスモス株式会社

66 セーリング競技運営用RIBの買入れ（Press用） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 リブワークス合同会社

67 セーリング競技運営用RIBの買入れ（TEC用） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 株式会社イチサンゴイースト

68 東京2020大会ラボラトリーにおける備品の購入(オフィス什器） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 コクヨマーケティング株式会社

69 デジタルワークショップにおける日英同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

70 Tokyo2020アクセシビリティ・ガイドライン適用に関する海外アドバイザーとの電話会議日英逐次通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社インターグループ

71 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

72 ＩＣＴ機器の調達 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社ＮＴＴドコモ

73 馬術競技会場（馬事公苑）におけるトラクターの調達 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 Ｄｅ　Ｇｒｏｎｄｓｌａｇ　ＢＶ
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No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

74 NIPPONフェスティバル制作発表記者会見時におけるバックパネルの製作業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート

ナー供給）
大日本印刷株式会社

75 非常用発電機系電源設備工事 追加工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 住友電設株式会社

76 東京2020みんなのスポーツフェスティバルに係る紙製簡易メガホンの設計図データ製作業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 凸版印刷株式会社

77 システム関連業務委託（保守点検） テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

78 認証書発行に係る業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 凸版印刷株式会社

79 オフィス移転に伴う役員カメラ移設及び取付工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 電子システム株式会社

80 馬術競技会場（馬事公苑・海の森クロスカントリーコース）における馬用救急車の買入れ（その２） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社いそのボデー

81 大会向け固定電話サービスの設計業務の委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

82 システム関連業務委託（保守点検） テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

83 ラストマイルのモデル警備計画策定に係るセキュリティプランニング業務委託(１) セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

84 ラストマイルのモデル警備計画策定に係るセキュリティプランニング業務委託(２) セキュリティ関係 パートナー供給 綜合警備保障株式会社

85 ライブサイト事業に関する電話会議に係る逐次通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

86 2019年度専門委員会等に係る速記委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 神戸綜合速記株式会社

87 オフィス移転に伴う原状回復工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 鹿島建設株式会社

88 NIPPONフェスティバル制作発表記者会見における日英同時通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 日本コンベンションサービス株式会社

89 統合プロジェクト管理(PM)支援業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

90 選手村配宿計画海外アドバイザー業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｉｒｉｎａ　Ｐａｎｉｕｓｈｋｉｎａ

91 馬術競技会場（馬事公苑）仮設施設・オーバーレイ整備工事監理等業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社山下設計

92 IBC無停電電源装置設置工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大和ハウス工業株式会社

93 エネルギーモニタリングシステム基本計画 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　ＧｍｂＨ

94 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会トライアスロンプラットフォーム製作業務 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社セレスポ

95 東京2020大会ラボラトリー 警備業務委託 セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

96 東京2020応援プログラム（2019年度）ガーランドの制作業務委託（単価契約） イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 大日本印刷株式会社

97 会場整備等に係るIOC等との打合せにおける通訳委託(単価契約) 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

98 観客流動シミュレーションに係るコンサルテーション業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社東京大学ＴＬＯ

99 2019年度フロア清掃業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 彩の国協同組合

100
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その1）有明アリーナ、有明体操

競技場、有明テニスの森
建築・土木工事・設計関係 競争入札 大和ハウス工業株式会社

101 2019年度フロア清掃業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 森ビル株式会社

102 Healthcare GuideのDTP制作等業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社関東朝日広告社

103 自転車競技（ロード）テストイベントの実施業務委託（その1） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社博報堂

104 トライアスロンにおける競技実施計画及びテストイベント事前計画等策定支援業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セレスポ

105 東京2020主催事業（テーマA）企画策定及び実施運営業務委託フェーズ（企画策定フェーズ） イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

106 東京2020主催事業（テーマB）企画策定及び実施運営業務委託フェーズ（企画策定フェーズ） イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社博報堂

107 東京2020主催事業（テーマC）企画策定及び実施運営業務委託フェーズ（企画策定フェーズ） イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

108
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その２）大井ホッケー競技場、海

の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場、カヌー・スラローム会場
建築・土木工事・設計関係 競争入札 大和ハウス工業株式会社

109
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その３）アーチェリー会場（夢の

島公園）
建築・土木工事・設計関係 競争入札 ピコ・日本建設共同企業体

110
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その４）さいたまスーパーアリー

ナ、茨城カシマスタジアム、埼玉スタジアム2002、横浜国際総合競技場
建築・土木工事・設計関係 競争入札 ２０２０仮設オーバーレイ（その４）整備事業共同企業体（電通ライブ・ムラヤマ）

111 東京2020主催事業（テーマD）企画策定及び実施運営業務委託フェーズ（企画策定フェーズ） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

112
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その５）幕張メッセ（A・B・C

ホール）
建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社乃村工藝社

113
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その６）陸上自衛隊朝霞訓練場、

霞ヶ関カンツリー倶楽部
建築・土木工事・設計関係 競争入札

NES Overlay Ltd（ES Global Ltd、株式会社イーエスエスジャパン、株式会社日本ス

テージ、株式会社シマ）

114 国際競技連盟との打ち合わせ等に係る通訳業務委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 日本コンベンションサービス株式会社

115 東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その20）江の島ヨットハーバー 建築・土木工事・設計関係 競争入札 ＴＳＰ太陽株式会社

116
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その22）青海アーバンスポーツ

会場
建築・土木工事・設計関係 競争入札 ＴＳＰ太陽・大和リース特定建設工事共同企業体

117 東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（福島あづま球場） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社奥村組

118 【工区A】スクリーニングに係る資機材の調達について（ハンディ型金属探知機） セキュリティ関係 競争入札 綜合警備保障株式会社

119 【工区B】スクリーニングに係る資機材の調達について（ハンディ型金属探知機） セキュリティ関係 競争入札 株式会社ＩＨＩ検査計測

120 【工区A】スクリーニングに係る資機材の調達について（大型X線・X線・門型金探） セキュリティ関係 競争入札 綜合警備保障株式会社

121 【工区B】スクリーニングに係る資機材の調達について（大型X線・X線・門型金探） セキュリティ関係 競争入札 株式会社ＩＨＩ検査計測

122 【工区C】スクリーニングに係る資機材の調達について（大型X線・X線・門型金探） セキュリティ関係 競争入札 株式会社ＩＨＩ検査計測

123 オフィス増床に伴うＩＣＴ環境の構築 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 東日本電信電話株式会社

124
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における車両下部検査装置の調達等に関する業務委託(工区

Ａ)
セキュリティ関係 競争入札 綜合警備保障株式会社

125
東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における車両下部検査装置の調達等に関する業務委託(工区

Ｂ)
セキュリティ関係 競争入札 株式会社日立製作所

126 馬術競技会場（馬事公苑・海の森クロスカントリーコース）における馬用救急車の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 Ｅｑｕｉｓａｖｅ　Ｈｏｒｓｅ　Ａｍｂｕｌａｎｃｅｓ　Ｌｔｄ．
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No 案件名 案件分類 契約方法 落札企業名

127 アクレディテーションカード専用紙及びラミネートパウチの印刷等に関する業務委託 イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート

ナー供給）
大日本印刷株式会社

128 オリンピックスタジアム芝張替工事 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社オフィスショウ

129 東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（札幌ドーム） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大成建設株式会社

130 NOC/NPC選手団長セミナーに関する参加者登録及び宿泊予約管理業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係
競争入札（パート

ナー供給）
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社

131 広報誌「2020 たより」（第12号分）の制作及び印刷業務等委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 大日本印刷株式会社

132 選手村仕様新設工事現場（商業棟）における入退管理業務の委託（５－７街区） セキュリティ関係 特別契約 セコム株式会社

133 システム関連業務委託 セキュリティ関係 競争入札 日本アイ・ビー・エム株式会社

134 ソフトウェアライセンスの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

135 東京2020大会テストイベントユニフォームの購入（第一次発注） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社アシックス

136 ネットワーク保守点検委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

137 システム関連業務委託（アドバイザリー） テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社ベイカレント・コンサルティング

138 システム保守点検委託（大会運営用） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

139 東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務　日本武道館（館内・館外） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社竹中工務店

140
東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（その８）オリンピックアクアティ

クスセンター、東京辰巳国際水泳場
建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社大林組
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