
2019年度台帳
No 案件名 案件分類 契約方法 契約企業名

2019年4月

1 サーバー仮想基盤及び共通基盤運用保守委託  (2019年4月～6月分) テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

2 セーリング競技運営用RIBの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 リブワークス合同会社

3 ミーティングに関する日英逐次通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

4 品質確認用無線機器(移動局用)の借入れ テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社エクセリ

5 タッチパネル式PCの借入れ 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／三井住友トラスト・パナソ
ニックファイナンス株式会社

6 オフィス退去に伴うLANケーブル撤去工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 株式会社オフィスバスターズ

7 オフィス退去に伴うLANケーブル撤去工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 タウンハウス株式会社

8 オフィスの退去に伴う間仕切撤去工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 株式会社オフィスバスターズ

9 オフィス退去における間仕切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） 少額特定 東京ガスファシリティサービス株式会社

10 オフィス退去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） 競争入札 タウンハウス株式会社

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

12 ネットワーク機器の借入れ（2019年3月分） 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

13 オフィス退去に伴う空調設備原状回復工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 東洋熱工業株式会社

14 2019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の業務委託（複数単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 ヒューマン・フロンティア株式会社

15 第1回外交団ブリーフィングに係る同時通訳及び逐次通訳の業務委託（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

16 データネットワーク関連業務委託（WAN回線一括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

17 選手村チームプロセシングセンター等整備工事における警備業務委託 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

18 国際競技連盟との会議における逐次通訳委託（日西） 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

19 編集制作業務における翻訳業務委託（2019年度第1四半期）（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 凸版印刷株式会社

20 フラッグツアーファイナルイベントに係るリコグニションボード及び案内パネル製作業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

21 腕章の購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 小西マーク株式会社

22 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

23 OGKMワークショップにおける日英同時通訳等委託 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

24 海外コントラクターに対する宿泊施設手配及び配宿管理の業務委託 大会運営に関するサービス関係
競争入札（パート
ナー供給）

株式会社ＪＴＢ

25 ソフトウェア制作委託 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

26 IOCPRSベニューレビュー・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 株式会社インターグループ

27 ＩＯＣ等との打合せに係る日英逐次通訳委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社インターグループ

28 チケット販売時のカード決済端末の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 ＳＢペイメントサービス株式会社

29 オフィスの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 住商ビルマネージメント株式会社

30 オフィスの退去に伴う非常放送設備及びTV共聴設備原状回復工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 有限会社東京通信エンジニアリング

31 オフィスの退去に伴う自動火災報知設備原状回復工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 能美防災株式会社

32 大会関係者輸送用バスの調達及び運行に係る業務委託（2019年度） 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社

33 パラリンピックピクトグラム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 株式会社インターグループ

34 ゴルフ競技における３Ｄマッピングデータ作成委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 ＯＭＥＧＡ ＬＩＭＩＴＥＤ

35 メディア配布用記録映像素材の撮影・簡易編集業務委託（2019年度）（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社アフロ

36 倉庫における間仕切工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 コマニー株式会社

37 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 日本コンベンションサービス株式会社

38 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

39 既存施設サービス（通信回線）の借入れ テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社ビッグサイトサービス

40 「チケットプロモーション」に係る広告掲載 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

41 「チケットプロモーション」に係る広告掲載 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

42 「チケットプロモーション」に係る広告掲載 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

43 「チケットプロモーション」に係る広告掲載 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

44 「チケットプロモーション」に係る広告掲載 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社産業経済新聞社

45 「チケットプロモーション」に係る広告掲載 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社北海道新聞社

46 倉庫におけるサイン工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 株式会社小林工芸社

47 新規開設オフィス移転に伴う什器備品等物品搬送設置業務委託 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

48 輸送局に係るＩＯＣ等との打合せにおける逐次通訳委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社インターグループ

49 競技スケジュール記者発表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 株式会社イー・シー・インターナショナル

50 ネットワーク関連整備工事 テクノロジーサービス関係 特別契約 五興通信システム株式会社

51 公式チケット販売サイトプレオープンに関するメディア向け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 日本コンベンションサービス株式会社

52 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

53 晴海選手村における家具・什器・備品等の調達等に関する業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社デザインアーク

54 仮設駐車場等の設計委託（その２） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社空間デザイン
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55 仮設駐車場等の設計委託（その３） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社空間デザイン

56 仮設駐車場等の設計委託（その４） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社空間デザイン

57 既存施設サービス（備品）の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 株式会社ビッグサイトサービス

58 東京2020 Letʼs55サンバイザーの印刷委託 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

59 封印シールの購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 トッパン・フォームズ株式会社

60 ソフトウェアライセンスの購入 セキュリティ関係 少額特定 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

61 ＩＣＴ機器の購入 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

62 聖火リレー運営実施業務に係る逐次及び同時通訳委託（日英）（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

63 ゴールボール競技テストイベントにおける仮設床材の設置業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 クリヤマ株式会社

64 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 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 バレーボール・ビーチバレーボール競技備品コミュニケーションシステムの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ｒｅｆｔｏｏｌｓ ＧｍｂＨ

66 ＩＣＴ機器の購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．

67 巡回バスの賃貸借（2019年度） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 トヨタ自動車株式会社

68 巡回バスの運行委託（2019年度） 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

69 ブリーフィングに係る無線機（トランシーバー）の借入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 株式会社オンザウェイ

70 オフィス～倉庫間の物品運搬委託 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

71 東京2020 Letʼs 55 ～レッツゴーゴー～実施に係る企画運営等業務委託 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

72 職員証作成プリンター用 消耗品の買入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 凸版印刷株式会社

73 新規開設フロアの什器購入 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

74 ソフトウェアライセンスの購入（２０１８年度追加分） テクノロジーサービス関係 少額特定 富士通株式会社

75 ソフトウェアライセンスの購入（２０１９年度分） テクノロジーサービス関係 少額特定 富士通株式会社

76 馬術競技における競技運営備品の買い入れ スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 Ｓｐｏｒｔｓｍａｒｋ Ｌｔｄ．

77 倉庫における電源工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 株式会社ユウデン

78 2019年度上半期採用活動の業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 株式会社リクルートキャリア

79 講習会開催における物品の賃貸借(ベッドサイドモニタ） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 日本光電工業株式会社

80 大会用倉庫インフラ設備【1期工事】設計・施工等委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 ＪＦＥシビル株式会社

81 パワーリフティング競技備品の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ＥＬＥＩＫＯ

82 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 株式会社サイマル・インターナショナル

83 CAD用PC及びソフトの購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社大塚商会

84 求人サイトへの広告掲載業務委託（複数単価契約） 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

85 ＩＣＴ機器の運搬 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

86 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 株式会社イード

87 臨時会議室設置に伴う什器の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社レンタルバスターズ

88 観客の経験調査等業務委託（チケット発売初期・オンライン調査） コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 株式会社電通マクロミルインサイト

89 役員用名刺・職員用名刺台紙の印刷業務委託（単価契約） 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

90 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

91 ウエイトリフティング テストイベント FOP設置・撤去 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

92 選手村宿泊施設等の建物維持管理業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 三井不動産レジデンシャル株式会社

93 ＷＥＢ制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 電通アイソバー株式会社

94 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３） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 山下ＰＭＣ／日建設計ＣＭ／三菱地所設計共同企業体

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

96 ショーケーシングガイドラインの翻訳委託（単価契約） 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

97 チケット販売促進プロモーション等業務委託（個別契約2） イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

98 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 株式会社大塚商会

99 アーチェリー競技テストイベント用的紙の購入 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 Fivics co．Ltd．／DONGGUAN DECUT ARCHERY EQUIPMENT CO．LTD

100 ＷＥＢ制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社スケール

101 アーチェリー競技備品バットレススタンドの塗装業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社池田塗装

102 自家給油所に係る屋外燃料貯蔵タンクの購入 輸送・物流業務関係 特別契約 コンボルト・ジャパン株式会社

103 自転車ロード コースサポーター用キャップの購入 スポーツ備品・競技運営関係 パートナー供給 株式会社アシックス

104 射撃競技備品の購入 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 シースジャパン株式会社

105 大会ラボラトリー複合機の賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 キヤノンマーケティングジャパン株式会社

106 大会ラボラトリーにおける備品の購入(その他備品) 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社港屋

107 カウントダウンクロック設置及び撤去工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 東鉄工業株式会社

108 アクレディテーションカードに搭載するIC チップに関する業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係
競争入札（パート
ナー供給）

凸版印刷株式会社

109 選手村宿泊棟ルームエアコン設置撤去工事委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 パナソニックＥＳ建設エンジニアリング株式会社
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110 大会に係る交通影響検討及び交通量調査委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 パシフィックコンサルタンツ株式会社

111 Pharmacy 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

112 IOC等との打合せにおける同時及び逐次通訳委託（日英）（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

113 ITサービスデスク業務に係わる業務委託(2019年度) テクノロジーサービス関係 特別契約 ＮＥＣ ＶＡＬＷＡＹ株式会社

114 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

115 セーリング競技用ボートの借入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社リビエラリゾート

116 記者会見マネジメント業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社スターダストプロモーション

2019年5月

1 講習会開催における物品の購入（アイスバス） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 ライフ商事株式会社

2 ビーチバレーボール競技砂の運用管理支援業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｈｕｔｃｈｅｓｏｎ Ｓａｎｄ ＆ Ｍｉｘｅｓ

3 NOC/NPC選手団団⾧セミナー運営業務委託 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

4 TOKミーティングに係る日英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 日本コンベンションサービス株式会社

5 IBC／MPCプライベートオフィス等実施設計業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社佐藤総合計画

6 データネットワーク関連業務委託（WAN回線一括２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 西日本電信電話株式会社

7 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 シスコシステムズ合同会社

8 ネットワーク機器の借入れ(Venue用7月納品分) テクノロジーサービス関係
パートナー供給／
リース契約

日本電気株式会社／シスコシステムズキャピタル株式会社

9 ネットワーク機器の借入れ(Venue用8月納品分) テクノロジーサービス関係
パートナー供給／
リース契約

日本電気株式会社／シスコシステムズキャピタル株式会社

10 ネットワーク機器の借入れ(テストイベント追加分他) テクノロジーサービス関係
パートナー供給／
リース契約

日本電気株式会社／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 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

13 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 シスコシステムズ合同会社

14 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 シスコシステムズ合同会社

15 オフィスのカメラ増設・移設工事 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 電子システム株式会社

16 輸送運営計画Ｖ２の翻訳等業務委託（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

17 フロア清掃業務委託（オフィス専用部内） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 株式会社ザイマックスアルファ

18 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

19 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 富士通株式会社

20 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

21 データネットワーク関連業務委託（Webex ID追加） 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

22 オフィスパントリー位置変更に伴う什器移転作業 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

23 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 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 ミーティングにおける同時通訳（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

25 業務等に係る文書の日英翻訳業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

26 中古洗車機の購入（その２） 輸送・物流業務関係 特別契約 京浜急行バス株式会社

27 テストイベントにおける自動体外式除細動器（AED）の賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 フクダ電子東京販売株式会社

28 ＩＣＴ機器の設定変更作業委託 テクノロジーサービス関係 少額特定 コニカミノルタジャパン株式会社

29
輸送デポ管理施設等整備工事実施設計業務委託(白金車両待機場・羽田空港車両待機場・成田空港車両待
機場)

建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社翔設計

30 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 日本電気株式会社

31 テストイベントにおける医療備品の賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社ＭＭコーポレーション

32 テストイベントにおける医療用消耗品の購入（単価契約） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社イノメディックス

33 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）

34 テストイベント実施業務委託（４）〔個別契約 近代五種 その１〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

35 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

36 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（８）【皇居外苑】 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社電通ライブ

37 オリンピック及びパラリンピック開会式・閉会式に係る逐次及び同時通訳委託（日英）（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

38 射撃競技備品の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社銀座銃砲店

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 少額特定 株式会社大塚商会

40 ゲームズデリバリーに係るアドバイザリー業務委託（１） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ＥＧＡＢＲＩＥＬ ＤＭＣＣ

41 ゲームズデリバリーに係るアドバイザリー業務委託（２） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ＦＥＲＧ ＡＳＳＥＳＳＯＲＩＡ Ｅ ＣＯＮＳＵＬＴＯＲＩＡ Ｌｔｄ

42 パートナーワークショップに係る事前準備及び実施運営等業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社コングレ

43 安全帯及びヘルメットの購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 ミドリ安全株式会社

44 中古洗車機の購入（その３） 輸送・物流業務関係 特別契約 西武バス株式会社

45 観戦補助施策のフィージビリティ調査等業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 株式会社電通テック

46 自転車競技（ロード）テストイベント実施業務委託（その２） 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

47 馬術競技 牽引台車の購入 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 両備ホールディングス株式会社
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48 フラワーレーンに係るプランター等の購入及び業務委託 セキュリティ関係 少額特定 トッパン・フォームズ株式会社

49 大学生来日に伴う日英同時通訳委託 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

50 聖火リレー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 日本コンベンションサービス株式会社

51 アンブッシュマーケティング対策ガイドライン制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社シード

52 お問い合わせメール対応業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 トランス・コスモス株式会社

53 大会運営用倉庫の内装設備工事に係るプロジェクトマネジメント委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 シービーアールイー株式会社

54 空気清浄機の買入れ 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

55 複写機用紙の購入（テストイベント用） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 コーユーレンティア株式会社

56 選手村におけるカーテンの調達及び設置・撤去業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社川島織物セルコン（株式会社ＬＩＸＩＬグループ）

57 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（９）【有明アリーナほか６会場】 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社久米設計

58 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（２）【海の森水上競技場ほか7会場】 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

59 東京国際フォーラム仮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 株式会社森村設計

60 テストイベント実施業務委託（４）〔個別契約 ウエイトリフティング〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

61 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 競争入札 富士通株式会社

62 第３２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 株式会社サイマル・インターナショナル

63 テストイベント実施に伴う２カ月前水質水温調査委託 コンサル・調査・専門業務関係 少額特定 株式会社日本海洋生物研究所

64 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・近代五種） 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

65 ＩＣＴ機器及び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 Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．

66 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・アーチェリー） 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

67 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・サーフィン） 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 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・ゴールボール） 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

69 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・テコンドー） 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 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・レスリング） 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

71 大会運営倉庫～オフィス間の物品運搬委託 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ヤマトボックスチャーター株式会社

72 e-learningシステム改修委託 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）

73 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 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

74 江の島ヨットハーバーテストイベントに係る輸送広報業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社京王エージェンシー

75 プレゼンテーションのアドバイザリー業務委託（2019年度） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ＬｏｏｋＵｐ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

76 大会運営用倉庫における什器備品の購入 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

77 NOC/NPC選手団団⾧セミナーにおける言語サービス提供に係る業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｍａｕｒｅｅｎ Ｓｗｅｅｎｅｙ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ， ＬＬＣ

78 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・ビーチバレーボール） 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

79 選手村診療所における医療装具提供サービスの業務委託仕様書の日英翻訳委託 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

80 テストイベントにおけるメディア対応等業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社ユース・プラニングセンター

81 ワークショップにおける日英同時通訳等委託 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

82 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・自転車競技（ロード）１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 西日本電信電話株式会社

83 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・自転車競技（ロード）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

84 ２０１９年度理事会等に係る速記業務委託（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

85 広報誌「2020 たより」（第13号～第15号分）の制作及び印刷業務等委託 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

86 エネルギー業務運営及び関連工事監理業務等委託 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

87 テレビ会議同時通訳及び逐次通訳の業務委託（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

88 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

89 伊豆自転車競技会場整備工事１（伊豆ベロドローム他） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 清水建設株式会社

90 ＩＣＴ機器の購入(液晶プロジェクター) 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

91 ゴルフ競技 テストイベントにおける FOP内のローピングに伴う業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社エール・クリエート

92 WBMにおける複合機の借入れ（複数単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 ジャパンギャランティサービス株式会社

93 データネットワーク関連業務委託（テレワーク利用アカウント追加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

94 大会スタッフ及び技術役員ユニフォームの製作委託 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

95 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

96 テストイベント実施業務委託（５）〔個別契約 サーフィン〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通ライブ

97 テストイベント実施業務委託（４）〔個別契約 近代五種 その２〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

98 テストイベント実施業務委託（４）〔個別契約 バドミントン〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

99 ネットワーク機器の借入れ(ＩＢＣ/ＳＤＣ分等) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

100 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス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

101 ＩＯＣとの会議での逐次通訳委託（日英） 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

102 WEB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
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103
仮設オーバーレイ整備業務（その21）武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京スタジアム、武蔵野の森公
園

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

104 大会１年前カウントダウンセレモニー企画運営業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 株式会社電通

105 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 株式会社電通・ぴあ株式会社・ATOS SPAIN S.A.

106 アーチェリー競技用備品の輸入通関及び配送業務委託 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

107 旗調達（リース・購入）及び運用に関する業務委託（複数単価契約） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 プロポーザル
株式会社アテナ・株式会社西田惣染工場・株式会社ワールドコウゲイ・東京製旗株式会社・株式会
社ワイドプリント・株式会社オノデラサイン・株式会社KONNOPRO・有限会社須藤製旗

108 競技用備品調達支援業務委託 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

109 大会運営に係る演習シナリオ作成等業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 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

110 会場計画図・施設周辺図（パラリンピック競技会場等）の制作等業務委託（2019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

2019年6月

1 ＩＣＴ機器輸送業務（1） 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

2 ＩＣＴ機器輸送業務（2） 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

3 WBMにおける安全用ヘルメットの借入れ（単価契約） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社城伸

4 テストイベントユニフォームの購入（２） 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

5 テストイベントで使用する検量用体重計の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社タニタ

6 ボート・カヌースプリント競技会場水質調査及び衛生調査業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 株式会社イオ

7 自転車競技用コーナークラッシュパッド外2点の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社イノアックコーポレーション

8 放送用回線提供に向けた土木工事（伊豆ベロドローム） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 西日本電信電話株式会社

9 選手村周辺における交通分析追加検討業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社上野計画事務所

10 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

11 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 アーチェリー〕 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

12 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 株式会社大塚商会

13 データネットワーク関連業務委託（通信分析・監視サービス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

14 データネットワーク関連業務委託（通信分析・監視サービス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 大会関連会議に係る逐次及び同時通訳委託（日英）（複数単価契約） 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

16 データネットワーク関連業務委託（通信分析・監視サービス３） 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 馬術競技における遮蔽幕の買い入れ スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 ローハイド

18 大会用運営倉庫における什器備品の購入（１） 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

19 スクリーニングレーン仕切りに活用する資機材(プラター)の調達等業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 トッパン・フォームズ株式会社

20 大会用運営倉庫における什器備品の購入（２） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社港屋

21 PDF編集用ソフトウェアの買入れ 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

22 ゴールボール競技用ゴールの購入 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ジー・オー・ピー株式会社

23 IOCによるWebサイトCMS操作説明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

24 近代五種テストイベント用物品運搬委託 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

25 ＷＢＭ開催に伴うベニューツアー及びレセプションの送迎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）

東武トップツアーズ株式会社

26 IF Manual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 株式会社関東朝日広告社

27 2019年度第4回新聞広告原稿制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

28 「東京2020みんなのスポーツフェスティバル」で用いるリレーバトンの買入れ イベント・広報・印刷関係 複数見積 トーエイライト株式会社

29 セーリング競技会場に於ける水質検査業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 東京テクニカル・サービス株式会社

30 お台場海浜公園におけるテストイベント時の水中スクリーン設置撤去業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 五洋建設株式会社

31 大会関係者輸送ルートの現地表示看板の製作・設置・維持管理・撤去等に関する協定 輸送・物流業務関係 特別契約 首都高速道路株式会社

32 テストイベントにおけるべニューのIT機器（PC）保守体制構築 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

33 オフィス開設に伴う什器備品購入 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 コクヨ株式会社

34 テストイベントにおけるべニューのIT機器保守体制構築（その1) 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

35 テストイベントにおけるべニューのIT機器保守体制構築（その２） テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

36 2019年夏季の開会式等試行に係る事業説明資料作成等業務委託 イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート
ナー供給）

大日本印刷株式会社

37 データネットワーク関連業務委託（UAC1期工事） 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

38 Brand Workshopに係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 株式会社サイマル・インターナショナル

39 IOC理事会テレビ会議に伴う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 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

40 ネットワーク関連業務委託 テクノロジーサービス関係 競争入札 ＳＣＳＫ株式会社

41 ユニフォーム発表用大会スタッフユニフォームの買入れ 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

42 データネットワーク関連業務委託（移行およびホモロゲーション拠点追加工事） 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

43 臨時会議室清掃業務委託（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 合同会社Ｇｒｅｅｎ ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ

44 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（６）【有明体操競技場】 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社日建設計

45 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 日本コンベンションサービス株式会社

46 人材配置作業ツールの購入 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
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47 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 日本電気株式会社

48 2019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

49 IOC co-deliveryのシミュレーションエクササイズに係る無線機（トランシーバー）の借入れ イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社ＳＴＪレンテック

50 ＩＯＣ文化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

51 テストイベント用のネックストラップの買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 ユー・アンド・アース株式会社

52 オリンピック・パラリンピック学習読本の修正業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 大日本印刷株式会社

53 チケット抽選処理に伴う諸室警備業務委託 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

54 一般廃棄物処理委託（単価契約） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社吉野清掃

55 セーリングテストイベントにおける輸送業務委託 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

56 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（１）【オリンピックスタジアムほか3会場】 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社梓設計

57 新規開設オフィス（6月移転分）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

58 自転車競技におけるコース造成用バギーの賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 株式会社ダイナコ

59 オリジナル商品の製造委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社Ⅾスポーツマーチャンダイジング

60 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） パートナー供給 ＡＬＳＯＫ常駐警備株式会社

61 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） 少額特定 セントラル警備保障株式会社

62 新規オフィス開設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） 少額特定 セントラル警備保障株式会社

63 自転車競技（ロード）テストイベントの実施業務委託（その３） 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

64 大会スタッフ・都市ボランティアのユニォームデザイン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 株式会社イー・シー・インターナショナル

65 オフィス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 株式会社ザイマックスアルファ

66 システム関連業務委託（競技関連） テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社ステラス

67 通信分野における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 株式会社アールシーエー

68 自転車競技（ロード）テストイベントにおける競技備品の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社博報堂

69 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 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

70 IOC FA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 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

71 ＰＲ事業の実施に伴う運送等業務委託 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

72 編集制作業務における翻訳業務委託（2019年度第2－4四半期）（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

73 ソフトウェアの購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 ワークスモバイルジャパン株式会社

74 新規開設フロアの什器購入 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 Veterinary and Farrier Services GuideのDTP制作等業務委託（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

76 パートナーワークショップ用オリジナルギフトの製造委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社ステイハングリー

77 公式フォントの作成及び配布システム構築委託 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社モリサワ

78 「チケットプロモーション」等に係る広告掲載（５月分） 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

79 「チケットプロモーション」等に係る広告掲載（５月分） 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

80 「チケットプロモーション」等に係る広告掲載（５月分） 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

81 「チケットプロモーション」等に係る広告掲載（５月分） 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

82 「チケットプロモーション」等に係る広告掲載（５月分） 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

83 「チケットプロモーション」等に係る広告掲載（５月分） 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

84 小・中学生ポスター募集に係る業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社リンクファシリティーズ

85 サーフィン競技テストイベントにおけるウォーターレスキュー業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 一般社団法人ウォーターリスクマネジメント協会

86 ボート競技用折りたたみ式艇ラックの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 ヒカリ株式会社

87 大会スタッフユニフォームの試着用サンプルの購入 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

88 「都市鉱山からつくる!みんなのメダルプロジェクト」感謝イベント用贈呈品の購入 イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社東京カップ

89 テストイベント実施業務委託（10）（江の島ヨットハーバー）〔個別契約 セーリング その１〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社大広

90 テストイベントユニフォームの購入（ITO／NTO用） 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

91 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（５）【さいたまスーパーアリーナ】 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社電通ライブ

92
テストイベント実施業務委託 (6) 夢の島公園アーチェリー場外６会場[個別契約 アーチェリー(その
2)]

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

93 会場計画に係るアドバイザリー業務委託（その5） 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

94 テストイベント時大会スタッフ向け塩分補給食品の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 明治産業株式会社

95 大会スタッフ等のユニフォームデザイン発表イベント運営に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 凸版印刷株式会社

96 有明体操競技場電気需給契約 大会運営に関するサービス関係 パートナー供給 ＪＸＴＧエネルギー株式会社

97 バスケットボール（3x3）におけるキャノピー（イベント用テント）の賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ＭＡＧＩＣ ＳＫＹ ＧｍｂＨ

98 馬術競技会場（馬事公苑）におけるテストイベント用仮設施設整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大成建設株式会社

99 テストイベント時大会スタッフ向け冷却用品の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社電通テック

100 仮設駐車場等の実施設計委託（その１） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 東日本総合計画株式会社

101 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（４）【釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ】 建築・土木工事・設計関係 特別契約 前田建設工業株式会社
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102 東京スタジアムにおける芝敷設及び部分補修工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社オフィスショウ

103 語学学習（英語）の実施 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

104 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 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

105 選手村建設現場における巡回警備業務委託(１) 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

106 選手村建設現場における巡回警備業務委託(２) セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

107 TRA輸送レビューでの同時通訳（日英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

108 ボート・カヌースプリント競技会場コースブイシステム一時撤去業務委託 建築・土木工事・設計関係 競争入札 積水化成品工業株式会社

109 テストイベント実施業務委託（５）〔個別契約 サーフィンその２〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通ライブ

110 選手村における寝具の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社エアウィーヴ

111 ＩＣＴ機器の購入 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

112 馬術競技における馬用救急車の輸入通関業務委託 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

113 ＩＣＴ機器の購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．

114 データネットワーク関連業務委託（テストイベント通信サービス運用保守業務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

115 データネットワーク関連業務委託（テストイベントインターネットサービス運用保守業務） 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

116 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

117 “1 Year to Go”広報キャンペーンに係るPRツー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）

大日本印刷株式会社

118 サーフィンテストイベントにおける警戒支援業務委託 セキュリティ関係 特別契約 特定非営利活動法人日本プロライフガード協会

119 データネットワーク関連業務委託（テストイベント5競技会場の運用保守業務） 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

120 暑さ対策記者ブリーフィング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

121 テストイベント実施業務委託（７）〔個別契約 ビーチバレーボール その１〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

122 テストイベント実施業務委託（10）[個別契約セーリングその2］ 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社大広

123 テストイベント実施業務委託（１）〔個別契約 ゴルフ〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

124 オリンピック１年前セレモニーに招待する被災３県の児童・生徒・引率者の切符手配等業務委託 イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート
ナー供給）

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス

125 IOC総会（ローザンヌ）における逐次及び同時通訳の業務委託 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

126 シティキャスト（都市ボランティア）ユニフォームの購入 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

127 テストイベント（ソフトボール）開催に係るソフトボール競技備品の購入 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 ミズノ株式会社

128 ビーチバレーボール競技砂の運用管理支援委託（２） スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｈｕｔｃｈｅｓｏｎ Ｓａｎｄ ＆ Ｍｉｘｅｓ

129 マスコット生誕１周年記念事業等業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 大日本印刷株式会社

130 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

131 オフィス～大会運営倉庫間の物品運搬委託 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ヤマトボックスチャーター株式会社

132 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

133 ＩＣＴ機器の購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．

134 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

135 トライアスロンポンツーン製作及びテストイベント設置業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社セレスポ

136 映像監視システム向け伝送装置及びACアダプタの購入 セキュリティ関係 特別契約 エコケー株式会社

137 IOCとの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

138 IOC関係者等との面会におけ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 株式会社サイマル・インターナショナル

139 トライアスロン競技におけるランコース計測実施業務 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社セレスポ

140 データネットワーク関連業務委託（テストイベント通信サービス運用保守業務２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 西日本電信電話株式会社

141 馬術競技における馬用救急車の車両登録補助業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 有限会社ジェイソン

142 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 株式会社ベイカレント・コンサルティング

143 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 競争入札 株式会社大塚商会

144 サッカー競技ピッチ品質管理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 株式会社オフィスショウ

145 テストイベント  競技運営用A＆Vサービス業務委託 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

146 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（準備・実施運営フェーズ） イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社博報堂・株式会社ＫＡＤＯＫＡＷＡ

147 テストイベント実施業務委託（５）［個別契約サーフィンにおける製作物運用〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通ライブ

148 テストイベント実施業務委託（６）[個別契約 アーチェリー他３競技における製作物製作・運用] 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

149 トライアスロンテストイベント実施業務委託（その１） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セレスポ

150 サーバー仮想基盤及び共通基盤運用保守委託  (2019年7月～9月分) テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

151 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 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

152 アーチェリーテストイベント用物品運搬委託 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

153 東京2020 NIPPONフェスティバル広報・告知用パネルの制作業務委託（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）

大日本印刷株式会社

154 サーフィンテストイベントにおけるセキュリティカメラの映像取得に関する業務委託 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

155 聖火リレー実施運営業務等委託（個別契約その２） イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 株式会社電通

156 ラボラトリー 顔認証システム構築業務委託 セキュリティ関係 パートナー供給 日本電気株式会社
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157 スポーツプレゼンテーション実施業務委託（その１） イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

158 ラボラトリー 顔認証システム機器設置工事 セキュリティ関係 パートナー供給 日本電気株式会社

159 聖火リレーの準備・実施における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 Ａｌｅｍ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｉｎｃ．

160 ラボラトリー 顔認証システム保守業務委託 セキュリティ関係 パートナー供給 日本電気株式会社

161 テストイベント実施業務委託（４）〔個別契約ウェイトリフティング他１競技における製作物運用〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

162 高度監視制御センター装置による行動検知解析業務委託 セキュリティ関係 特別契約 日本電気株式会社

163 パートナーロゴパネル等の作成（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 複数見積 アサヒアイドマ株式会社

164 大会本番時 通訳手配に関する業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 プロポーザル 株式会社サイマル・インターナショナル

165 大会本番時 通訳手配に関する業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 プロポーザル 日本コンベンションサービス株式会社

166 会場内のサインの詳細設計及びテストイベントにおけるサイン業務に係る業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社ノムラプロダクツ

167 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（10）【東京スタジアムほか2会場】 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社日総建

168 2019年度 専門業務等委託契約 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

169 ウエイトリフティング競技用備品の輸入通関及び配送業務委託 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

170 東京2020 Letʼs 55 ～レッツゴーゴー～実施に係る企画運営等業務委託（その２） イベント・広報・印刷関係 競争入札 大日本印刷株式会社

171 江の島ヨットハーバーテストイベントに係る交通分析業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 株式会社エイテック

172 ＭＤＣにおける物流業務の委託 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

2019年7月

1 2nd WPB開催に伴うベニューツアーの車両等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）

東武トップツアーズ株式会社

2 カヌー・スラロームウォーターレスキューに係る業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 有限会社ネイチャー・ナビゲーター

3 会場扉破損に係る修繕工事 建築・土木工事・設計関係 少額特定 株式会社竹中工務店

4 聖火リレーの計画策定に係る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 ＶＩＫＩＮＧ ＥＶＥＮＴＳ ＡＳ

5 大会運営用倉庫における什器備品の購入（２） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社港屋

6 NOC/NPC選手団団⾧セミナーにおける同時通訳機器手配等に係る業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社放送サービスセンター

7 FNB Concession Workshop、5thFNBレビュー及び3rdCNWレビュー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 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

8 テストイベント特設公式Webサイト構築に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｏｌｙｍｐｉｃ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ

9 選手村ビレッジプラザ建設現場における警備業務委託 セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

10 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 日本電気株式会社

11 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・ゴルフ） 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

12 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・水泳（マラソンスイミング）及びトライアスロン） 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

13 有明アーバンスポーツパーク BMXレース整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大成ロテック株式会社

14 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・ボート） 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

15 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・総合馬術） 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

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 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

17 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・ホッケー） 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 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・セーリング） 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

19 データネットワーク関連業務委託（テストイベント・バスケットボール） 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

20 会場整備に係るコストマネジメント検討業務委託（その４） コンサル・調査・専門業務関係 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

21 IBC無停電電源装置設置工事（その２） 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

22 パラバドミントン及び車いすラグビー競技の仮設木製床材購入及び敷設等業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 クリヤマ株式会社

23 ゴールボール競技における表層床材の購入及び設置等業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 クリヤマ株式会社

24 大会運営用倉庫における什器備品の購入（１） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 コクヨ株式会社

25 アーバンフェスティバルの実施に向けた実施計画検討支援業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

26 センタープロムナードを中心とした臨海副都心エリアの実施計画検討支援業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

27 Tokyo2020ブランドデザイン開発に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

28 テストイベントにおける医療用医薬品の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社メディセオ

29 ＩＣＴ機器の借入れ（テストイベント・A&V） 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／芙蓉総合リース株式会社

30 ＩＣＴ機器の借入れ（テストイベント・A&V） テクノロジーサービス関係 少額特定 コーユーレンティア株式会社

31 ＩＣＴ機器の購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社ＮＴＴファシリティーズ

32 テストイベント実施業務委託(３)〔個別契約 テコンドー・レスリング・ゴールボール〕 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

33 緊急事態対処訓練における通信用機器の借入れ セキュリティ関係 複数見積 株式会社エクセリ

34 Tokyo2020モットーの開発に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

35 テストイベント実施業務委託(4) 〔個別契約 ウェイトリフティング その2〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

36 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 株式会社ゼンリン

37 ホッケー審判用コミュニケーションシステムの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ｒｅｆｔｏｏｌｓ ＧｍｂＨ

38 オリンピック聖火リレーランナー募集に係る広告掲載（７月分） 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
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39 オリンピック聖火リレーランナー募集に係る広告掲載（７月分） 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

40 オリンピック聖火リレーランナー募集に係る広告掲載（７月分） 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

41 オリンピック聖火リレーランナー募集に係る広告掲載（７月分） 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

42 オリンピック聖火リレーランナー募集に係る広告掲載（７月分） 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

43 オリンピック聖火リレーランナー募集に係る広告掲載（７月分） 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

44 ＩＣＴ機器の購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 トマトランド株式会社

45 オフィス移転及びネットワーク変更に伴う複合機設置・設定作業委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 コニカミノルタジャパン株式会社

46 緊急事態対処訓練等の支援業務委託 セキュリティ関係 競争入札 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社

47 Gamesネットワーク移行に伴う複合機設定変更作業委託 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

48 特大ランプバス内環境整備業務委託 輸送・物流業務関係 少額特定 株式会社野澤組

49 大会物流業務委託（個別契約その４） 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

50 職員向け携帯端末の購入１ 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

51 陸上自衛隊朝霞訓練場ラストマイル運営計画策定委託 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

52 ネットワーク機器の借入れ(Venue用9月納品分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

53 ネットワーク機器の借入れ(Venue用10月納品分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

54 大会一年前準備状況報告会に係る同時・逐次通訳業務委託（日英） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

55 外付けHDD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

56 本番用モバイル端末の購入 セキュリティ関係 パートナー供給 株式会社ＮＴＴドコモ

57 セキュリティブリーフィング及びセキュリティレビューでの会議の同時通訳（日英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

58 トライアスロンバイクコース及びランコース整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 栄光建設株式会社

59 札幌ドーム他８会場ラストマイル運営計画策定委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

60 ウエイトリフティングテストイベントにおけるポータブルステージの借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 株式会社東急エージェンシー

61 伊豆市ベニュー関連映像資料編集委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社ＳＢＳプロモーション

62 競技馬の航空輸送委託 輸送・物流業務関係 特別契約 Ｐｅｄｅｎ Ｂｌｏｏｄｓｔｏｃｋ ＧｍｂＨ

63 カヌースラローム競技場における風向風速計の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 株式会社ミストラル

64 競技紹介カード（オリンピック）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

65 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 日本電気株式会社

66 テストイベント（サーフィン）開催に係るライクラの購入 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

67 トライアスロン競技テストイベントにおける表面材設置業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社セレスポ

68 ホッケーテストイベントにおける屋外用モニターの借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 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

69 ユニフォーム発表用都市ボランティアユニフォームの買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

70 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（３）【幕張メッセAホールほか８会場】 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社ＩＮＡ新建築研究所

71 国内における競技馬輸送業務委託 輸送・物流業務関係 特別契約 日本馬匹輸送自動車株式会社

72 テストイベント用無停電電源装置の物流輸送業務委託 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

73 国内における競技馬輸送の警備業務委託 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

74 競技馬の国内輸出入関連業務及び馬具等輸送業務委託 輸送・物流業務関係 特別契約 株式会社野澤組

75 関係者輸送ルートの現地表示看板の製作・設置・維持管理・撤去等に関する受委託協定 輸送・物流業務関係 特別契約 東日本高速道路株式会社

76 テニス・車いすテニス競技におけるネットセンサーシステムの借入 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ＧＴＥ ＧｍｂＨ

77 バスケットボールテストイベントにおけるベンチ等の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 コーユーレンティア株式会社

78 ＷＢＭで使用するノートPCの借入れ テクノロジーサービス関係 少額特定 カテナレンタルシステム株式会社

79 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス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

80 開会式等輸送テスト及びＴＳＭ試行時の車両テストに関するバスの借入れ及び関連業務委託 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社

81 マーケティングパートナーに関する文書等の翻訳業務委託（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 株式会社アルビス

82 トライアスロンプラットフォームテストイベント設置業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社セレスポ

83 スポーツマスコットの製作業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 凸版印刷株式会社

84 大会警備における警備員教育に関する業務委託 セキュリティ関係 特別契約 一般社団法人全国警備業協会

85 セーリング競技テストイベントにおける警戒支援業務委託 セキュリティ関係 競争入札 株式会社エスクリエイト

86 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

87 テストイベント実施業務委託（６）［個別契約ボート] 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

88 テストイベント実施業務委託（７）（潮風公園）[個別契約ビーチバレーボールその２] 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

89 セーリング競技テストイベントにおける、競技で使用する艇への識別記号等の製作及び貼付け業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｇｒａｐｅｆｒｕｉｔ Ｇｒａｐｈｉｃｓ Ｌｔｄ

90 選手団団⾧セミナーにおける選手村視察ツアーの準備業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 前田建設工業株式会社

91 選手団団⾧セミナー及び本大会時に使用する遠隔通訳用カメラ一式の借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 パートナー供給 パナソニック株式会社

92 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） パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

93
2019 OBS World Broadcaster Meeting Tokyo 2020レセプションにおける組織委員会幹部の逐次通訳
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
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No 案件名 案件分類 契約方法 契約企業名

94 ＯＧＫＭワークショップ等に係る同時通訳委託（日英）（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

95 本番用モバイル端末（オプション機器）の購入 セキュリティ関係 複数見積 株式会社ヤマダ電機

96 大会一年前準備状況報告会に係る会場警備業務委託（単価契約） セキュリティ関係
複数見積（パート
ナー供給）

綜合警備保障株式会社

97 トライアスロンテストイベント実施業務委託（その２） 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

98 馬術競技における競技運営備品の買い入れ スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 株式会社港屋

99 有明アーバンスポーツパーク スケートボード整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大和リース・ＴＳＰ太陽特定建設工事共同企業体

100 日本橋シティドレッシング for TOKYO 2020オープニングセレモニーステージに係る制作委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社電通ライブ

101 外国人職員向け語学学習（日本語）の委託 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

102 TKTアドバイザー用ユニフォームの製作委託 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

103 お台場OBS TVスタジオ整備工事 申請補助業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社ＩＮＡ新建築研究所

104 CER委託事業者ユニフォームの製作委託 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

105 海の森水上競技場におけるFOP管理業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ＰＯＬＡＲＩＴＡＳ ＧＭ Ｋｆｔ

106 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

107 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／
リース契約

株式会社富士通マーケティング／オリックス・レンテック株式会社

108 ＰＣセキュリティワイヤーの購入_2019年8月 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

109 ネットワーク機器の借入れ(Venue用11月納品分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

110 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

111 ＩＣＴ機器の購入及びライセンス保守委託 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

112 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 特別契約 富士通株式会社

113 疑似ＰＳＡ前待機時の暑さ対策の検証に係るセキュリティ機器の設置等の委託 セキュリティ関係 特別契約 株式会社ＩＨＩ検査計測

114 パラカヌー競技艇の借入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｎｅｌｏ

115 自転車競技（ロード）テストイベントの製作物運用委託 大会運営に関するサービス関係 少額特定 株式会社博報堂

116 海の森水上競技場 艇庫棟ボートラックのアーム移設業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 有限会社デルタジャパン

117 大会一年前水質水温調査委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社日本海洋生物研究所

118 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 富士通株式会社

119 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 特別契約 富士通株式会社

120 都外会場ラストマイル警備基本計画策定業務委託(1) セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

121 都外会場ラストマイル警備基本計画策定業務委託(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

122 大会に係る資料の翻訳委託 （日英）（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

123 馬術競技における装蹄用具の買い入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社タイワ

124 GEP運営サポートスタッフ向け大会スタッフ用ユニフォームの製作委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

125 CTY委託事業者用ユニフォームの製作委託 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

126 NOC/NPCサービスセンター委託事業者用ユニフォームの製作委託 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

127 幕張メッセラストマイル運営計画策定委託 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

128 IOC OGKMワークショップ「GEP Kick-off Meeting」における逐次及び同時通訳（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

129 テストイベント実施業務委託（７）〔個別契約 ビーチバレーボール その４〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

130 テストイベント実施業務委託（７）〔個別契約 ビーチバレーボール その３〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

131 デイカウンターの清掃業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 エス・シー・ビルサービス株式会社

132 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス３） 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

133 シミュレーションエクササイズに係る無線機（トランシーバー）の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社エクセリ

134 テストイベント水質演習に係る同時通訳委託（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

135 データネットワーク関連業務委託（通信サービス運用保守業務・8月-9月） 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

136 バスケットボール・車いすバスケットボール競技における木床材の借入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ＣＯＮＮＯＲ ＳＰＯＲＴ ＣＯＵＲＴ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ

137 東京2020パラリンピック1年前に係る新聞広告原稿制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 連株式会社

138 テストイベント実施業務委託（９）〔個別契約 マラソンスイミング その１〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セイムトゥー

139 テストイベント実施業務委託（２）[個別契約 ホッケーその２] 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

140 東京2020パラリンピック競技大会１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 株式会社電通

141 テストイベント実施に係る仮設電源供給契約[セーリング] 大会運営に関するサービス関係 パートナー供給 Ａｇｇｒｅｋｏ Ｊａｐａｎ株式会社

142
IOC OGKM OPC Document FAミーティング及び公式報告書ミーティングにおける同時・逐次通訳
（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

143 釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ会場ラストマイル運営計画策定委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通ライブ

144 テストイベント実施業務委託(2)〔個別契約ホッケーその３〕 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

145 トライアスロンテストイベント実施業務委託（その４） 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

146 伊豆ベロドローム・伊豆MTBコース及び富士スピードウェイ会場ラストマイル運営計画策定委託 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

147 ローパーティションのレンタル及び運搬に関する業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 コーユーレンティア株式会社

148 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日英逐次通訳委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

10/34



2019年度台帳
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149 会場作業用アルミボックスの購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 アルミーファイブエンジニアリング株式会社

150 トラックサーフェス敷設（接着剤手配）に関する業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 クリヤマ株式会社

151 ローイングテストイベントにおける車両運転業務委託 輸送・物流業務関係 複数見積 さがみエンヂニアリング株式会社

152 セーリング競技における競技運営艇(RIB)の保管業務委託 輸送・物流業務関係 特別契約 ＴＳＰ太陽株式会社

153 アルバノシステム備品の輸入通関及び国内配送業務委託 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ヤマトロジスティクス株式会社

154 表彰式で使用する衣装等一式のデザイン制作・製造等業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社ＴＨＥＣＡＴＥＲ

155 東京国際フォーラム仮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 戸田建設株式会社

156 選手村総合診療所における磁気共鳴断層撮影装置の購入及び借入れ 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

General Electric Company／三井住友ファイナンス＆リース株式会社

157 中古洗車機の購入（その１） 輸送・物流業務関係 特別契約 東京都交通局

158 柔道着ゼッケン等縫い付け業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ミズノ株式会社

159 ラミネータの借入れ及び運搬に関する業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社ラミーコーポレーション

160 輸送デポ等における管理施設等に関する検討業務委託（その２） 輸送・物流業務関係 競争入札 株式会社上野計画事務所

161 大会用ODF気象情報の調達 大会運営に関するサービス関係 特別契約 一般財団法人日本気象協会

162 入賞メダルケースの製造委託契約 大会運営に関する設備・什器・備品関係 プロポーザル 株式会社山上木工

163 入賞メダルリボンの製造委託契約 大会運営に関する設備・什器・備品関係 プロポーザル 丸信テルタック株式会社

164 表彰状の製造委託契約 大会運営に関する設備・什器・備品関係 プロポーザル 凸版印刷株式会社・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

2019年8月

1
競技会場における飲食提供等の業務委託(その１)馬事公苑、有明テニスの森、海の森クロスカントリー
コース、海の森水上競技場

飲食関連 競争入札 シダックスコントラクトフードサービス株式会社

2 馬術競技テストイベントにおける障害物の輸送業務委託 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

3 ボート競技のテストイベントにおけるエルゴメーターの借入れ（１） スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社スターラインジャパン

4 ボート競技のテストイベントにおけるエルゴメーターの借入れ（２） スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社文殊商会

5 テストイベント用無停電電源装置の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 ＧＥグリッドソリューション株式会社

6 清掃業務委託（MDC1） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 関電ファシリティーズ株式会社

7 東京都庁第一本庁舎入居工事に係る業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 コマニー株式会社

8 セーリング競技テストイベント用競技運営艇の借入れ及び運航管理業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ファーストマリーン株式会社

9 海の森水上競技場ハンディ風速計の購入 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社ミストラル

10 ボート競技テストイベントにおけるバブルライン製作・設置・撤去業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 有限会社トータスコーポレーション

11 選手団団⾧セミナーのべニューツアーに使用する旗一式の購入 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 サプティー株式会社

12 大会DOPラボ床置型複合機のレンタル契約 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

13 大会公式アートポスター・プロジェクト事業支援等業務委託 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

14 大会DOPラボ・消耗品(トナー)の物品購入契約 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

15 陸上競技 トラックサーフェス及び白線用塗料の輸入・配送に係る手配業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ジャスフォワーディングジャパン株式会社

16 ネットワーク機器キッティング環境構築その2 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

17 テストイベント実施業務委託（１）〔個別契約 バスケットボール〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

18 競技用備品調達支援業務委託（8月から10月分） 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

19 TROC複合機の借入れ 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

20 SPTスポーツプレゼンテーション委託事業者用ユニフォームの製作委託 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

21 馬術競技のテストイベントにおける清掃等に関する業務委託 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 ＪＲＡファシリティーズ株式会社

22 テストイベント実施業務委託（９）[個別契約 マラソンスイミング他２競技における製作物製作・運用] 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セイムトゥー

23 テストイベント実施業務委託（２）[個別契約 ホッケー他２競技における製作物製作・運用] 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

24 テストイベント実施業務委託（１０）[個別契約 セーリングにおける製作物製作・運用] 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社大広

25 2019年夏季の開会式等試行に係る新国立競技場周辺規制業務委託 セキュリティ関係
競争入札（パート
ナー供給）

綜合警備保障株式会社

26 2019年夏季の開会式等試行に係る選手村周辺規制業務委託 セキュリティ関係
競争入札（パート
ナー供給）

綜合警備保障株式会社

27 「Press Services and Facilities Guide 2019」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

28 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 ボートその２〕 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社セレスポ

29 参加予定国・地域と東京間の最安航空運賃等に関する調査委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス

30 セーリング競技テストイベント用給油装置運用業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社サンオータス

31 テストイベント実施業務委託（９）〔個別契約 マラソンスイミング その２〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セイムトゥー

32 馬術競技における馬場柵等の輸送業務委託 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

33 IF代表及びITOの移動にかかる最短航空路及び最安航空運賃等に関する計算業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社日本旅行

34 海の森水上競技場FOP競技運営用気象観測機器業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｒｏｗｉｎｇ Ａｕｓｔｒａｌｉａ Ｌｔｄ．

35 (レスリング)テストイベントリストバンドの購入 スポーツ備品・競技運営関係 パートナー供給 株式会社アシックス

36 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約ボートその４〕 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

37 大会運営倉庫～オフィス間の物品運搬業務委託 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ヤマトボックスチャーター株式会社

38 イベントサービス委託事業者用ユニフォームの製作委託 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
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No 案件名 案件分類 契約方法 契約企業名

39 IBC/MPC Non Game Time Pass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

40 テストイベント実施業務委託（３）[個別契約 体操他３競技における製作物製作・運用] 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

41 テストイベント実施業務委託（３）〔個別契約 馬術〕 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 有明体操競技場本部席整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 清水建設株式会社

43 海の森水上競技場における消波装置臨時メンテナンス業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 ヤマト発動機株式会社

44 データネットワーク関連業務委託（データセンタ・インターネット付加サービス１） 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

45 テストイベント実施に係る仮設電源供給[セーリング] 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社大広

46 テストイベント実施業務委託（10）[個別契約その３ セーリング］ 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社大広

47 輸送サービスレベル合意書（ＤＳＬＡ）の日英翻訳等業務委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 大日本印刷株式会社

48 ＩＯＣ等とのテレビ会議等に係る同時通訳業務委託（日英）（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

49 テストイベント実施業務委託（７）〔個別契約 柔道その１〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

50 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約ボート〕その３ 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

51 会場作業用精密機器保護ケースの購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 株式会社セレスポ

52 トライアスロンテストイベント実施業務委託（その６） 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

53 テストイベント実施業務委託【個別契約  セーリング  その６】 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社大広

54 CTY委託事業者用ユニフォームの製作委託（その２） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

55 テストイベント実施業務委託(2)〔個別契約 ホッケー 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

56 トライアスロンテストイベント実施業務委託(その７) 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

57 2nd World Press Briefing 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

58 ホッケー競技審判用ユニフォームの製作委託 スポーツ備品・競技運営関係 パートナー供給 株式会社アシックス

59 データネットワーク関連業務委託（データセンタ設計・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

60 データネットワーク関連業務委託（データセンタハウジング） 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

61 データネットワーク関連業務委託（データセンタ・インターネット回線サービス） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

62 データネットワーク関連業務委託（データセンタ・インターネット付加サービス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

63 テストイベント実施業務委託（９）（マラソンスイミング）[個別契約 その３] 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セイムトゥー

64 2019年夏季の開会式等試行に係る会場周辺規制用案内板作成、設置及び撤去委託 大会運営に関するサービス関係 複数見積 株式会社トキワサイン

65 セーリング競技における競技運営艇(Start Boat)の借用、及び運航管理業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社リビエラリゾート

66 ホモロゲーションテスト用UPS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ＮＴＴファシリティーズ

67 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 富士通株式会社

68 ビデオメッセージ撮影用プロンプターの借入れ イベント・広報・印刷関係 複数見積 アテイン株式会社

69 セーリング競技における競技運営艇(Start Boat等)の借用、及び運航管理業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 神奈川県セーリング連盟

70 セーリング競技における競技運営艇(Start Pin Boat等)の借用、及び運航管理業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 湘南サニーサイドマリーナ株式会社

71 霞ヶ関カンツリー倶楽部の芝育成、維持管理に係るアドバイザー業務委託(2) コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｇｏｌｆ Ｆｅｄｅｒａｔｉｏｎ

72 可動パーテーションの購入 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

73 観客輸送用バスの調達・運用及び管理に係る業務委託（宮城県・福島県会場） 輸送・物流業務関係 パートナー供給 東武トップツアーズ株式会社

74 セーリングテストイベントにおける船舶（リブボート）運転業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社舵社

75 ラグビー競技におけるレフリーインカムシステムの借入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ＳｏｕｎｄＳｕｒｅ ＣＣ

76 現場用備品の購入（カーテン） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社川島織物セルコン（株式会社ＬＩＸＩＬグループ）

77 シミュレーションエクササイズに係る無線機の借入れ（2019年8月～10月）（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社オンザウェイ

78 清掃業務委託（IBC/MPC） 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 株式会社ビッグサイトサービス

79 カヌー艇⾧測定器の購入 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 ヒカリ株式会社

80 テストイベント実施業務委託（３）〔個別契約 馬術 その２〕 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

81 ゴールボール競技用ボールの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ＫＳＧ ＧｍｂＨ

82 ネットワーク機器の借入れ(CCTV用-10月納品分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

83 ネットワーク機器の借入れ(CCTV用-11月納品分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

84 セーリング競技 テストイベント用競技運営ボート(Repeater Boat)の借入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社相沢

85 選手村における航空会社搭乗手続き（HCI）用大型テント設置等業務委託 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社もちひこ

86 テストイベント実施業務委託（７）[個別契約 空手における製作物製作・運用] 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

87 ホモロゲーションテスト用プリンターの借入れ テクノロジーサービス関係
パートナー供給／
リース契約

キヤノンマーケティングジャパン株式会社／オリックス・レンテック株式会社

88 ホモロゲーションテスト用消耗品（トナー）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

89 選手村メインダイニング建設現場における警備業務委託 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

90 IBC無停電電源装置設置工事（その３） 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

91 パラリンピック１年前「パラアスリート×東京アイコニック」フォト撮影業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

92 カヌースラローム競技テストイベントにおけるFOP設営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 ヒカリ株式会社

93 カヌースラロームTVSシステム保守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 セイコータイムシステム株式会社
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94 会場毎のラストマイル警備基本計画策定業務委託（都内会場その１） セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

95 会場毎のラストマイル警備基本計画策定業務委託（都内会場その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

96 テストイベント実施業務委託（１）〔個別契約 空手その１〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

97 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 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

98 パワーリフティング競技テストイベントにおけるFOP設営・撤去等業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社パワーフラッシュ

99 大会ラボラトリー 卓上型プリンタ・卓上型複合機の借入れ テクノロジーサービス関係
パートナー供給／
リース契約

キヤノンマーケティングジャパン株式会社／オリックス・レンテック株式会社

100 リギング・ライティングアドバイザリー業務委託(その２) コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 Ｅｓｔｅｅｍ Ｐｒｏｊｅｃｔｓ ａｎｄ Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｃｙ Ｌｔｄ

101 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（準備・実施運営フェーズ） イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社Ｉ＆ＳＢＢＤＯ

102 自転車競技マウンテンバイクテストイベント用ガントリー設置・撤去業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大和リース株式会社

103 BMXレーシングホモロゲーション実施に係る運営備品の借入れ スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 株式会社千葉共立

104 BMXレーシングホモロゲーション実施に係る備品の購入 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 総合商社ベンキョウドー株式会社

105 テストイベント実施業務委託（２）[個別契約ホッケーその４] 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

106 大会輸送に係る安全反射ベスト等の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社ワークマン

107 「IOC セキュリティ担当とのサイドミーティング」に係る逐次通訳（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

108 ＩＣＴ機器の購入及び借入れ 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／オリックス・レンテック株
式会社

109 ＩＣＴ機器の購入及び借入れ 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／三井住友トラスト・パナソ
ニックファイナンス株式会社

110 World Press Briefing 開催に係るパナガイドの借入れ イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社エクセリ

111
「パラリンピック大会１年前関連コンテンツ及びパラリンピックチケットプロモーション」に係る広告掲
載（2019年8月出稿分）

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

112 ボート競技のテストイベントにおけるステーショナリーバイクの借入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社スターラインジャパン

113
「パラリンピック大会１年前関連コンテンツ及びパラリンピックチケットプロモーション」に係る広告掲
載（2019年8月出稿分）

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

114
「パラリンピック大会１年前関連コンテンツ及びパラリンピックチケットプロモーション」に係る広告掲
載（2019年8月出稿分）

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

115
「パラリンピック大会１年前関連コンテンツ及びパラリンピックチケットプロモーション」に係る広告掲
載（2019年8月出稿分）

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

116
「パラリンピック大会１年前関連コンテンツ及びパラリンピックチケットプロモーション」に係る広告掲
載（2019年8月出稿分）

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

117 マスコット用競技用具等の製作業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 凸版印刷株式会社

118 有明体操競技場における都市ガス需給契約 大会運営に関するサービス関係
競争入札（パート
ナー供給）

ＪＸＴＧエネルギー株式会社

119 テストイベント実施業務委託(３)〔個別契約テコンドー・レスリング・ゴールボールその２〕 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

120 テストイベント実施業務委託（７）〔個別契約 柔道その２〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

121 2019年夏季の開会式等試行に係る車両通行止め標識の賃貸借 輸送・物流業務関係 複数見積 株式会社シミズオクト

122 ＩＯＣ文化遺産財団東北視察での逐次通訳（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

123 チケット抽選処理に伴う諸室警備業務委託 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

124 テストイベントにおける特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）処分業務委託【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 複数見積 Ｊ＆Ｔ環境株式会社

125 プリンタトナーカートリッジの購入 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

126 システム運用委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

127 大会ラボラトリー 顔認証システム機器の購入 セキュリティ関係 パートナー供給 日本電気株式会社

128 データネットワーク関連業務委託（データセンタハウジング・ラック追加） 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

129 データネットワーク関連業務委託（データセンタハウジング配線工事） 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

130 IOC Heritage OPC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 株式会社サイマル・インターナショナル

131 オリンピックファミリーホテル視察に係るパナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社エクセリ

132 IBCの消防設備監視等に関する業務委託 セキュリティ関係 特別契約 第一総合警備保障株式会社

133 マラソングランドチャンピオンシップにおけるテスト項目の実施業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通スポーツパートナーズ

134 ソフトウェアライセンスの買入れ テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社大塚商会

135 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 日本電気株式会社

136 新規開設オフィスの什器購入 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

137
「パラリンピック大会１年前関連コンテンツ及びパラリンピックチケットプロモーション」に係る広告掲
載（2019年8月出稿分）

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

138 チケット不正転売モニタリングおよび通報受付事務局業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 ぴあ株式会社

139 自治体向けチケット事務局業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 ぴあ株式会社

140 データネットワーク関連業務委託（データセンタ・インターネット付加サービス３） 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

141 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ＮＨＫテクノロジーズ

142 国際競技連盟との会議における逐次通訳（日・西）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

143 マラソンテストイベントにおける車両運行業務委託 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

144 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

145 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（７）【自転車ロードレース2会場】 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

146 自転車競技（マウンテンバイク）テストイベントにおける競技備品の借入れ（フェンス） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 コーユーレンティア株式会社

147 データネットワーク関連業務委託（設計・構築・保守・撤去の一括契約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

148 データネットワーク関連業務委託（設計・構築・保守・撤去の一括契約２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 西日本電信電話株式会社
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149 テストイベントにおける備品の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 日本光電工業株式会社

150 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（準備・実施運営フェーズ） イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通・株式会社ネイキッド

151 国際放送センターの大会期間外警備業務委託 セキュリティ関係
競争入札（パート
ナー供給）

綜合警備保障株式会社

152 プロジェクトの記者発表会における同時通訳（日英）委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社サイマル・インターナショナル

153 液体検査装置の調達等に関する業務委託 セキュリティ関係 競争入札 株式会社クマヒラ

154 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 競争入札 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

155 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ＪＲ東日本アイステイションズ

156 電子カルテシステムの構築(開発・導入)業務委託（その１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 Ｇｅｎｅｒａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ ＧｍｂＨ

157 オリンピック競技大会時期におけるIOC総会開会式の企画及び運営業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル
株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ・株式会社ジークス・歌舞伎座舞台
株式会社

158 洗車機再活用業務委託（その2） 輸送・物流業務関係 特別契約 日本車輛洗滌機株式会社

159
大会輸送デポ管理施設等整備工事実施設計業務委託(高輪車両待機場・西新宿車両待機場・晴海三丁目車
両待機場・葛西臨海公園車両待機場)

建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社翔設計

160 選手及び選手団向け飲料提供用冷蔵保管庫の設置及び撤去等業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 タニコー株式会社

161 メールマガジン「ようい、ドン!通信」の配信業務委託（単価契約） イベント・広報・印刷関係 競争入札 トッパン・フォームズ株式会社

162 練習会場仮設オーバーレイ整備業務（その１） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社日展

163 練習会場仮設オーバーレイ整備業務（その２） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社フジヤ

164 練習会場仮設オーバーレイ整備業務（その３） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社フジヤ

165 IBC（国際放送センター）におけるFFE（家具・什器・備品）の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 コーユーレンティア株式会社

166 各種マニュアル等（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 競争入札 株式会社関東朝日広告社

167 オーバーレイブック更新等業務委託（その２）（11）【東京アクアティクスセンターほか1会場】 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社大林組

2019年9月

1 総合馬術競技テストイベント関係者輸送バスの借上げに関する業務委託 輸送・物流業務関係 少額特定 東京空港交通株式会社

2 特大ランプバスの借上げに関する業務委託 輸送・物流業務関係 少額特定 東京空港交通株式会社

3 審判用カタマランの借入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社フラットウォーター

4 ボート・カヌー競技審判用カタマランの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社フラットウォーター

5 ５人制サッカー競技における運営計画・準備に関する業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 特定非営利活動法人日本ブラインドサッカー協会

6 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 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

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 トライコーン株式会社

8 選手村NOC／NPCサービスセンターその他仮設整備業務工事監理業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社空間デザイン

9 ホモロゲーションテスト向け用紙の購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社大塚商会

10 BMXレーシングホモロゲーション実施に係る発電機の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 Ｓ Ｐｏｗｅｒ Ｓｅｒｖｉｃｅ株式会社

11 2019年度雇入時及び定期健康診断の業務委託（複数単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 学校法人慈恵大学

12 野球・ソフトボール競技における大会実施計画等策定支援業務及び大会運営業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 一般社団法人日本野球機構

13 テコンドー・パラテコンドーテストイベントにおける競技備品の購入 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社協和

14 自転車競技（マウンテンバイク）オリンピック競技備品スタートライトシステムの借入 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 Ｂａｓｔａ ＬＬＣ

15 2nd WPB開催に伴う昼食及び飲料サービスの提供業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社コルドンブルー

16 GDPR代理人業務委託 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

17 OBS カメラタワー工作物申請業務委託(海の森水上競技場ほか3会場) 建築・土木工事・設計関係 特別契約 Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

18 鉄道運行情報データの購入 輸送・物流業務関係 特別契約 株式会社ＪＲ東日本アイステイションズ

19 2nd WPB開催に伴うプレスキットバッグの買入れ イベント・広報・印刷関係 特別契約 アシックスジャパン株式会社

20 IBC/MPC 中央監視業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 太平ビルサービス株式会社

21 Rate Card Catalogue第2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 凸版印刷株式会社

22 テストイベント用レスリング及びテコンドー競技用備品の輸入通関代行及び配送業務委託 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ヤマトロジスティクス株式会社

23 観客用Wi-Fiサービス（東京スタジアム） 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

24 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 株式会社富士通マーケティング

25 高度監視制御センター装置による行動検知・解析業務委託(資機材) セキュリティ関係
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／オリックス・レンテック株
式会社

26 ネットワーク機器の借入れ(IBC追加、OBS倉庫向11月納入分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

27 ネットワーク機器の借入れ(Venue向他12月納入分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

28 テストイベント実施業務委託（個別契約 セーリング その５） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社大広

29 ネットワーク機器キッティング作業 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

30 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 株式会社大塚商会

31 ボート・カヌー競技用艇計量器の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 メトラー・トレド株式会社

32 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

33 データネットワーク関連業務委託（オフィス撤去に伴うICT環境撤去） 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 海の森水上競技場における消波装置メンテナンス業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 ヤマト発動機株式会社

35 オフィス退去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 森ビル株式会社
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36 アーチェリー競技備品バットレススタンドの塗装業務委託（追加） スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社池田塗装

37 テストイベント実施業務委託(６)〔個別契約カヌー・スプリント〕 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

38 青海アーバンスポーツパーク会場における防災無線の音量テストにおける業務委託 大会運営に関するサービス関係 少額特定 株式会社理経

39 自転車競技（MTB）テストイベント用サインの設置・撤去業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

40 映像監視システム向け無停電電源装置用ＲＣＣＭＤライセンスの購入 セキュリティ関係 少額特定 株式会社ＮＴＴファシリティーズ

41 自転車競技（MTB）テストイベント用備品の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

42 オリンピックスタジアムTVスタジオ整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大成建設株式会社

43 テストイベントにおける特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）収集運搬業務委託【単価契約】 大会運営に関するサービス関係 複数見積 相田化学工業株式会社

44 ヘルメットの買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 ミドリ安全株式会社

45 マラソングランドチャンピオンシップにおけるテスト項目の実施業務委託（その２） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通スポーツパートナーズ

46 大会技術役員フォーマルユニフォームの制作 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ＡＯＫＩホールディングス

47 大会ラボラトリー 映像監視システム機器の購入及び設置工事 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

48 大会ラボラトリー 映像監視システムの保守運営業務委託 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

49 大会ラボラトリー 映像監視システムの撤去工事 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

50 自転車競技マウンテンバイクテストイベント及び本大会用トライアルバイク借用 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 メタルワークス 宮嶋

51 テストイベント実施業務委託(3)(幕張メッセAホール)〔テコンドー・パラテコンドー個別契約その３〕 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

52 晴海二丁目輸送デポ整備工事に伴う仮囲い管理業務 建築・土木工事・設計関係 特別契約 千代田建設興業株式会社

53 ポスターの印刷に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート
ナー供給）

大日本印刷株式会社

54 データネットワーク関連業務委託（データセンタ・インターネット付加サービス４） 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

55 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約カヌー・スプリントその２〕 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

56 自転車競技（ＢＭＸレーシング）のトラックにおける区画線設置業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 交安工業株式会社

57 モットーに係る新聞広告原稿制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

58 東京2020 NIPPONフェスティバルパートナーレコグニションボード制作業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート
ナー供給）

凸版印刷株式会社

59 水球競技備品の賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社ウイーク

60 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 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

61 第３回サステナビリティ・フォーラムに係る日英同時通訳委託 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

62 オフィス移転（9月移転分）における搬出入作業に伴う臨時警備業務委託（１） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 ＡＬＳＯＫ常駐警備株式会社

63 オフィス移転（9月移転分）における搬出入作業に伴う臨時警備業務委託（２） 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

64 コントラクター向けe-learningの提供業務委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 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）

65 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

66 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 カヌー・スプリント〕その３ 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

67 新規開設オフィス(9月移転分)移転に伴う引越作業業務委託 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

68 メイン・オペレーション・センター構築に伴うプロジェクトマネジメント業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ジョーンズ ラング ラサール株式会社

69 メイン・オペレーション・センター構築に伴う設計及び工事監理業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社ディー・サイン

70 BMXレーシングホモロゲーション実施に係る医師派遣業務 大会運営に関するサービス関係 少額特定 株式会社イーイング

71 セーリングテストイベント時における台風対応に係る運営艇係留等業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社リビエラリゾート

72 大会用倉庫インフラ設備【２期工事】設計・施工等業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 ＪＦＥシビル株式会社

73 セーリング競技テストイベント用競技運営艇のフェンダーの購入 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社舵社

74 セーリング競技テストイベント用競技運営艇の舫ロープ、フェンダーの購入 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 パフォーマンス セイルクラフト ジャパン 株式会社

75 ＩＣＴ機器の調達（複合機の借入れ・プロッタの買入れ） 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

76 ネットワーク関連業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 セコム株式会社

77 デスクワゴン及びキャビネット用スペアキーの買入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 コクヨマーケティング株式会社

78 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ＥＭシステムズ

79 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 Ｇｅｎｅｒａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ ＧｍｂＨ

80 User 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 凸版印刷株式会社

81 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 大塚晴海開発株式会社

82 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 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

83 外付けポータブルHDD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

84 競技会場用大型無停電電源装置の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 ＧＥグリッドソリューション株式会社

85 2019年度下半期及び2020年度上半期採用活動の業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 株式会社リクルートキャリア

86 馬術競技テストイベントにおける馬場メンテナンス時間外作業委託 大会運営に関するサービス関係 少額特定 ＪＲＡファシリティーズ株式会社

87 アスリートバイオグラフィー・ヒストリカルリザルト・レコード購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｐａｒａｌｙｍｐｉｃ Ｃｏｍｍｉｔｔｅｅ

88 有明アーバンスポーツパーク BMXレーススタート台設計業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社英設計事務所

89 有明アーバンスポーツパーク BMXレーススタート台整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 ロード建設株式会社

90 IOC理事会への役員出席（テレビ会議）に伴う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 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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2019年度台帳
No 案件名 案件分類 契約方法 契約企業名

91 マスコットポーズの制作に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社電通テック

92 既存施設サービス（備品）借入れ（その２） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 株式会社ビッグサイトサービス

93 テストイベント実施業務委託（４）〔個別契約 パワーリフティング〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

94 テストイベント実施業務委託(３)〔個別契約テコンドー・レスリング・ゴールボールその４〕 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

95 選手村ハウスキーピング業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 一般財団法人建築物管理訓練センター

96 アンチドーピング管理システム研修における逐次通訳（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

97 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

98 大会運営物流委託（個別契約その５） 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

99 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 日本電気株式会社

100 テストイベントユニフォームの購入（ITO/NTO用ジャケット） 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

101 テストイベント実施業務委託(６)〔個別契約カヌー・スプリントその４〕 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

102 テストイベント実施業務委託（1）〔個別契約 自転車競技（BMXレーシング）〕（その2） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

103 マスコットポーズの制作に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社電通テック

104 テストイベント実施業務委託（２）〔個別契約 自転車競技（マウンテンバイク）〕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

105 テストイベントにおける医薬品の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 株式会社メディセオ

106 観戦ガイドの校正委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社ぷれす

107 選手村ロジコンパウンド電気需給契約 大会運営に関するサービス関係 パートナー供給 ＪＸＴＧエネルギー株式会社

108 統合運用保守業務委託（2019年10月～2020年4月） テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

109 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

110 データネットワーク関連業務委託（通信サービス運用保守業務・10月-12月） 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

111 ネットワーク機器キッティング環境構築委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

112  空手競技会場（日本武道館）及び練習会場（東京武道館）における競技マットの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 石井化成工業株式会社

113 2019年度人事労務管理業務委託（複数単価契約） 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

114 産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（ＩＢＣ／ＭＰＣ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 株式会社ワイエムエコフューチャー

115 都内会場ラストマイルのサインの詳細設計と製作に係る業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 信号器材株式会社

116 江ノ島ヨットハーバーラストマイル運営計画策定委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社大広

117 選手村総合診療所におけるＸ線一般撮影装置の借入れ 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

General Electric Company／オリックス・レンテック株式会社

118 会場施設等へのルック等実施設計業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 ＤＮＰ・ＧＬｅｖｅｎｔｓ・イトーキ・船場共同企業体

119 輸送デポ管理施設等整備工事(築地輸送デポ) 建築・土木工事・設計関係 競争入札 大和リース株式会社

120 「暑さ対策テストイベントアイディアソン」の企画運営等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 特定非営利活動法人エティック

121 選手村運営施設建物維持管理業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 大和ライフネクスト株式会社

122 練習会場投光車調達業務 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 株式会社カナモト

123 大会ラボラトリー ブラインドの調達及び設置撤去業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社ファイネットジャパン

124 競技会場等における鉄柵の調達等に関する業務委託（その１） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 ＲＧＳ Ｅｖｅｎｔｓ

125 仮設駐車場等の設計委託（その５） 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

126 大会運営用倉庫、物資検査場、資材運搬エリアにおけるＸ線検査機器の設置等に関する業務委託 セキュリティ関係 競争入札 イービストレード株式会社

2019年10月

1 ＯＢＳ（Olympic Broadcasting Service）への先行提供車両（レンタカー）の賃貸借 輸送・物流業務関係 パートナー供給 トヨタモビリティサービス株式会社

2 IBC TG-2設置発電機への燃料の購入 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ＥＮＥＯＳサンエナジー（ＪＸＴＧエネルギー株式会社子会社）

3 ハンドボール競技におけるゴール等の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 ＩＮＴＥＲＰＬＡＳＴＩＣ Ｒｏｇｅｒ Ｚｏｌｔｏｗｓｋｉ

4 東京都庁第一本庁舎入居工事に係る自動火災報知設備改修業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 パナソニック防災システムズ株式会社

5 無線機（MCA無線）の借入れ（羽田空港） テクノロジーサービス関係 少額特定 アビコム・ジャパン株式会社

6 車いすバスケットボール競技運営計画策定業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社ジエブ

7 自転車競技（マウンテンバイク）テストイベントにおける患者搬送用車両運行業務委託 大会運営に関するサービス関係 複数見積 合同会社ＳＯＲＡ

8 コースサポーター及びコース整理員用ユニフォームの購入 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

9 医療スタッフ役割別研修にかかるe-learning動画制作業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社ワールド

10 【カヌースラローム】テストイベントに係るボートリペアー委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 桑野造船株式会社

11 国際オリンピック委員と組織委員会幹部の面会におけ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 株式会社サイマル・インターナショナル

12 自転車競技（BMXレーシング）テストイベントにおける患者搬送用車両運行業務委託 大会運営に関するサービス関係 複数見積 株式会社ゆうけあらーず

13 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 日本コンベンションサービス株式会社

14 (セーリング)テストイベントにおけるＲＩＢの係留実施委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社リビエラリゾート

15 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（準備・実施運営フェーズ） イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ、株式会社グリーンアップル

16 国技館におけるリギング整備業務 建築・土木工事・設計関係 特別契約 日本ステージ株式会社

17 ボート・カヌースプリント競技会場水質調査及び衛生調査業務委託（その２） スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社イオ

18 ＩＣＴ機器の買入れ テクノロジーサービス関係 複数見積 デジタルテクノロジー株式会社
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19 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス４） 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

20 データネットワーク関連業務委託（インターネット付加サービス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

21
国際オリンピック委員と組織委員会関係者・施設関係者との競技会場視察時における逐次通訳（日英）の
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

22 液晶モニター用ケーブル類購入 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

23 2019年度婦人科健康診断の業務委託（複数単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 医療法人社団こころとからだの元氣プラザ

24 会場作業用精密機器保護ケースの購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社セレスポ

25 テストイベント実施業務委託（２）〔個別契約 自転車競技（マウンテンバイク）〕その２ 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

26 リサイクル用紙の購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 株式会社大塚商会

27 テストイベント実施業務委託（１）[個別契約その１ ソフトボール] 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

28 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 アーチェリー その３〕 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

29 第２回ワールドプレスブリーフィングレセプション用パネルの制作業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート
ナー供給）

凸版印刷株式会社

30 「東京2020みんなのスポーツフェスティバル」で用いるリレーバトンへの印刷等業務委託 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

31 FUTURE OCOGS MEETING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 株式会社サイマル・インターナショナル

32 ｾｰﾘﾝｸﾞ競技における競技運営艇(Finish･Pin Finish Boat)の借用及び運航管理業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 一般社団法人江の島ヨットクラブ

33 テストイベント実施業務委託（６）[個別契約 カヌー・スラローム]（その１) 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セレスポ

34
テストイベント実施業務委託（１）[個別契約 スポーツクライミング他３競技における製作物製作・運
用]

大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

35 海外アドバイザーとの打ち合わせ等に係る逐次通訳（日英）業務委託（複数単価契約） 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

36 Brand Workshop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 日本コンベンションサービス株式会社

37 IOC宿泊レビューでのホテル視察時用パナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

38 調達物品のリユース・リサイクル可能性検討調査委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 みずほ情報総研株式会社

39 ボッチャ競技における仮設床材の設置等業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 クリヤマ株式会社

40 選手村宿泊棟シーリングライト設置・撤去業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 株式会社デザインアーク

41 IPC総会（10月）プレゼンテーションにおける役員向け逐次通訳の業務委託 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

42 ピンバッジの製作委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社ソニア

43 ＩＣＴ機器の買入れ テクノロジーサービス関係 パートナー供給 Ａｌｉｂａｂａ Ｃｌｏｕｄ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ

44 競技会場における飲食提供等の業務委託 飲食関連 特別契約 イオン株式会社

45 卓上型プリンター・卓上型複合機の借入れ テクノロジーサービス関係
パートナー供給／
リース契約

キヤノンマーケティングジャパン株式会社／オリックス・レンテック株式会社

46 カヌー（スラローム）テストイベントにおける医療消耗品の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 タクト医療株式会社

47 お台場海浜公園水中スクリーン設置撤去工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 五洋建設株式会社

48 輸送ルート地図の制作業務委託 輸送・物流業務関係 特別契約 株式会社ゼンリン

49 選手村ビレッジプラザ整備工事における追加検討及び調整業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社日建設計

50 ボッチャ競技における表層床材の設置等業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 クリヤマ株式会社

51 輸送デポ管理施設等整備工事監理委託(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

52 求人サイトへの広告掲載業務委託（複数単価契約）（その２） 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

53 びん、缶等資源化業務委託（札幌ドーム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社イーアンドエム

54 一般廃棄物収集運搬業務委託（日本武道館）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社ヨシモリ

55 産業廃棄物（プラスチック）処分業務委託（横浜スタジアム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社シンシア

56 高圧洗浄機の借入れ スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 南部興産株式会社

57 産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（横浜国際総合競技場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社春秋商事

58 ハンドボール競技のテストイベントにおける表層床材敷設及び撤去業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 クリヤマ株式会社

59 一般廃棄物収集運搬業務委託（夢の島公園アーチェリー場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 有限会社ヨシカワ

60 シミュレーション演習の実施等業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 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

61 車両認証／駐車許可証（VAPPs）の製作に関する業務委託 イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート
ナー供給）

凸版印刷株式会社

62 選手村ヴィレッジプラザカフェ運営業務委託 飲食関連 特別契約 エームサービス株式会社

63 テストイベント実施業務委託（６）[個別契約 カヌー（スラローム）その３] 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

64 陸上競技における備品運搬及び借用にかかる業務委託 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

65 大会運営物流業務の実施(JITBOX配送) 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ヤマトボックスチャーター株式会社

66 陸上競技における備品賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社舞工房

67 電子証明書の買入れ テクノロジーサービス関係 複数見積 セコムトラストシステムズ株式会社

68 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 卓球〕 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

69 茨城カシマスタジアム周辺民間駐車場現地調査業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社エール・クリエート

70 テストイベント実施業務委託（４）〔個別契約 テニス・車いすテニス〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

71 公式和文・欧文マージフォントのTrueTypeフォントへの変換作業に関する業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 株式会社モリサワ

72 TROC用PCの借入れ 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

73 第6回IOCロジスティクスレビューでの逐次通訳委託（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
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74 トライアスロンテストイベント実施業務委託（その５） 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

75 テストイベント実施業務委託（６）[個別契約 カヌー（スラローム）その２] 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

76 ハンドボール競技におけるゴールの固定設置等業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 セノー株式会社

77 入賞メダル製造過程における銀端材の回収及び精製委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 田中貴金属工業株式会社

78 Equipment Deployment Center内の警備局設備に係る設備業務委託 セキュリティ関係 特別契約 ＮＥＣフィールディング株式会社

79 現場用物品の購入（反射ベスト） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 ミドリ安全株式会社

80 小型無停電電源装置の設置等業務委託（単価契約） 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ＮＴＴファシリティーズ

81 射撃競技銃砲修理運営業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社銀座銃砲店

82 陸上競技における備品（消耗品）買入れ スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社ニシ・スポーツ

83 聖火リレーにおいて聖火輸送の際に使用するカイロ（聖火輸送器）の買入れ イベント・広報・印刷関係 特別契約 ハクキンカイロ株式会社

84 テストイベントにおけるべニューのＩＣＴ機器保守点検委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

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

86 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．

87 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 パラバドミントン・ハンドボール その１〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セレスポ

88 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 複数見積 株式会社イー・シー・インターナショナル

89 自転車競技（BMXレーシング）テストイベントにおける救護カートの賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 株式会社ディーエムエス

90 選手村フードメニュー開発プロジェクト 最終選考試食会開催に関する業務委託 飲食関連 特別契約 エームサービス株式会社

91 テストイベント実施業務委託（２）〔個別契約 ボクシングその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

92 ソフトウェアライセンスの買入れ テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社大塚商会

93 IBC工事における安全ベストの購入 建築・土木工事・設計関係 少額特定 ミドリ安全株式会社

94 テストイベント実施業務委託(2) [個別契約 ボクシングその３] 大会運営に関するサービス関係 少額特定 株式会社博報堂

95 ビーチバレーボール競技における運営計画・準備に関する業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 公益財団法人日本バレーボール協会

96 第2回要人プログラムに関する会議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 日本コンベンションサービス株式会社

97 特別高圧受変電設備保安管理業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 一般財団法人関東電気保安協会

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

99 OBS台場カメラタワー工作物申請業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 Ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ

100
観客輸送用バスの調達・運用及び管理に係る業務委託（陸上自衛隊朝霞訓練場・霞ヶ関カンツリー倶楽
部）

輸送・物流業務関係 パートナー供給 東武トップツアーズ株式会社

101 映像配信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 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社

102 トライアスロンテストイベント実施業務委託（その３） 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

103 大会資料のアーカイブに伴う消耗品の買入れ 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 コクヨマーケティング株式会社

104 競技用備品調達手法等支援委託契約（2019年11月～2019年12月） コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

105 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス５） 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

106 仮設オーバーレイ整備業務 国技館（館内） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社大林組

107 5人制サッカー競技の人工芝製作・敷設等業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 クリヤマ株式会社

108 大会用アーチェリー的紙の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 Ｆｉｖｉｃｓ ｃｏ． Ｌｔｄ．

109 選手村総合診療所におけるリネンサプライ業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 野口株式会社

110 Rate CardにおけるFF＆E（家具・什器・備品）の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 コーユーレンティア株式会社

111 競技会場及び関連施設におけるFF＆E（家具・什器・備品）の借入れ（その１） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 コーユーレンティア株式会社

112 ゴールボール競技用アイシェードの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｇｏａｌｆｉｘ Ｓｐｏｒｔｓ Ｌｔｄ

113 「休戦ムラール」及び「パラリンピックムラール」のデザイン等委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 株式会社乃村工藝社

114 物資検査場 設計・施工等発注 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社ナガワ

115 有明体操競技場施設管理に関する業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東京ビッグサイト

116 選手村における開村式・入村式等に係る制作・運営等業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 株式会社博報堂

117 選手村NOC／NPCサービスセンターその他仮設整備業務 建築・土木工事・設計関係 競争入札 東急建設株式会社

118 カーボンフットプリント算定に係る検証業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 一般社団法人日本能率協会

119 持続可能性大会前報告書の翻訳等業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 有限会社エコネットワークス

120 テストイベント実施業務委託（１）〔個別契約 自転車競技(BMXレーシング) その１〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

121 フリート車両におけるＯＢＳ先行車両への燃料の購入 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ＪＸＴＧエネルギー株式会社

122 地方輸送センターシステムの開発・運用及び保守に関する委託 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・データ

123 選手村総合診療所における歯科用チェアユニット等のリース契約 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 カボデンタルシステムズ株式会社

124 各種公式出版物の印刷等業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート
ナー供給）

凸版印刷株式会社

125 有明体操競技場における入退管理及び巡回警備業務委託 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

126 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス６） 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

127 「Spectatorʼs Guide」の翻訳・DTP制作等業務委託（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

128 映像監視システム向け無停電電源装置の調達 セキュリティ関係 パートナー供給 株式会社ＮＴＴファシリティーズ
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129 マスコットロボット学校訪問事業業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 凸版印刷株式会社

130 ホスピタリティートランスポートツアーに関する業務委託 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）

ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社

131 IOC宿泊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 株式会社サイマル・インターナショナル

132 競技場 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

133 群衆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

134 音声ネットワーク関連業務委託（音声用回線サービス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

135 音声ネットワーク関連業務委託（音声用回線サービス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

136 音声ネットワーク関連業務委託（データセンタ） 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

137 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

138 データネットワーク関連業務委託（MDC構築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

139 携帯電話エリア化関連業務委託２ 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

2019年11月

1 選手村における航空機への搭乗手続き（チェックイン）環境構築等業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 Ａｍａｄｅｕｓ ＩＴ Ｇｒｏｕｐ ＳＡ

2 オリンピックプロムナードにおけるプロデューサー等の業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ＵＧ ＷＯＲＫ 合同会社

3 自転車ロード トヨタ新型車両へのルーフラック取り付けテスト業務委託 輸送・物流業務関係 特別契約 株式会社トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント

4 ホスピタリティートランスポートツアー用パナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

5 競技用備品調達手法等支援委託契約（2019年11月～2019年12月）（VIK） コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

6 観戦補助施策の実施計画策定等業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社電通テック

7 フォトグラファー向けフォトベストの購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 トッパン・フォームズ株式会社

8 ソフトウェアライセンスの買入れ テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社交通新聞社

9 アクセシブルルートの検討に係る実地視察及び意見交換会（第４回）に伴う手話通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 一般社団法人江戸川ろう者協会

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

11 複合機機器設定作業委託 テクノロジーサービス関係 少額特定 コニカミノルタジャパン株式会社

12 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 卓球 その２〕 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

13 パソコン等の賃貸借 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／三井住友トラスト・パナソ
ニックファイナンス株式会社

14 ソフトウェアライセンスの買入れ テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社大塚商会

15 (自転車ロード)テスト用競技備品の運搬 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

16 IBC内およびOBSサーベイで使用する安全靴の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

17 2019年共同管理口座のAUP(合意された手続）に関する業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 有限責任あずさ監査法人

18 フェンシングテストイベント競技用備品の購入 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社東京フェンシング商会

19 TOKYO 2020 Open Innovation Challenge 一次審査通過者開発環境利用その① テクノロジーサービス関係 パートナー供給 Ａｌｉｂａｂａ Ｃｌｏｕｄ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ

20 TOKYO 2020 Open Innovation Challenge 一次審査通過者開発環境利用その② テクノロジーサービス関係 少額特定 岡谷エレクトロニクス株式会社

21 馬事公苑会場外輸送施設整備工事 建築・土木工事・設計関係 競争入札 成友興業株式会社

22 競技会場内ｵﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰ及びﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸﾌｧﾐﾘｰﾗｳﾝｼﾞにおけるＦＦ＆Ｅ（家具・什器・備品）の賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 コーユーレンティア株式会社

23 ハンドボール競技の仮設木製床材に係る追加購入及び敷設等業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 クリヤマ株式会社

24 大会用ウェブサイトおよびモバイルアプリ_暑さ、気象情報伝達サービス利用業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 アールシーソリューション株式会社

25 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 パラバドミントン・ハンドボール その３〕 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

26 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 競争入札 シスコシステムズ合同会社

27 メール配信業務委託（2019年度） イベント・広報・印刷関係 複数見積 凸版印刷株式会社

28 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 パラバドミントン・ハンドボール その４〕 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

29 倉庫（二期工事分）におけるセキュリティカードリーダー設置工事 セキュリティ関係 特別契約 セコム株式会社

30 カヌースラロームテストイベント用ビブスの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 デサントジャパン株式会社

31 フェンシング備品用具搬入バックの購入 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 Ａｂｓｏｌｕｔｅ Ｆｅｎｃｉｎｇ Ｇｅａｒ Ｉｎｃ

32 求人サイト・紙面への広告掲載業務委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社リクルートジョブズ

33 入賞メダル製造過程における金メッキ廃液等の回収及び精製委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 田中貴金属工業株式会社

34 フェンシング備品検査器具の購入 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｕｈｌｍａｎｎ Ｆｅｃｈｔｓｐｏｒｔ ＧｍｂＨ ａｎｄ Ｃｏ ＫＧ

35 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 パラバドミントン・ハンドボール その２〕 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

36 テストイベント実施業務委託(３)〔個別契約 フェンシング 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ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

37 Medical Services Open Day開催に伴うベニューツアーの車両等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
複数見積（パート
ナー供給）

株式会社ＪＴＢ

38 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス７） 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

39 Medical Services Open Day用パナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

40 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス８） 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

41 観客向け観戦ハンドブックの制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 大日本印刷株式会社

42 INFO Audio Video Integration Project テクノロジーサービス関係 パートナー供給 Ａｌｉｂａｂａ Ｃｌｏｕｄ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ

43 Tokyo2020 INFO AV Integration Project (Maureen) テクノロジーサービス関係 特別契約 Ｍａｕｒｅｅｎ Ｓｗｅｅｎｅｙ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ， ＬＬＣ
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44 データネットワーク関連業務委託（テレワーク利用アカウント追加２） 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

45 統合プロジェクト管理(PM)支援業務委託(その１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

46 統合プロジェクト管理(PM)支援業務委託(その２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

47 紙容器等資源化業務委託【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 コアレックス信栄株式会社

48 一般廃棄物収集運搬業務委託（国立代々木競技場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社トベ商事

49 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

50 海の森水上競技場における消波装置固定ワイヤーの取り外し業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 ヤマト発動機株式会社

51 びん・缶・古紙等資源化業務委託（日本武道館）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社ヨシモリ

52 警備用ネットワーク関連業務委託（データセンタハウジングラック追加） 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 メディカルスタッフ及び大会ボランティアにかかる研修運営サポート業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社へるす出版

54 データネットワーク関連業務委託（データセンタハウジングラック追加） 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

55 セキュリティワイヤーの買入れ テクノロジーサービス関係 競争入札 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

56 シミュレーションテスト用無線機の借入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 株式会社オンザウェイ

57 一般廃棄物収集運搬業務委託（国技館）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社⾧岡商店

58 音声ネットワーク関連業務委託（音声制御サービス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 産業廃棄物（プラスチック、不燃物）収集運搬・処分業務委託（札幌ドーム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 北清企業株式会社

60 工事エリアの視察用安全ベスト（反射板付き）の買入れ 建築・土木工事・設計関係 複数見積 株式会社オンザウェイ

61 大会スタッフ及び関係者向け塩分補給食品の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社明治

62 びん、缶、古紙等資源化業務委託（オリンピックスタジアム外8会場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 東京都資源回収事業協同組合

63 古紙等資源化業務委託（幕張メッセ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社北辰産業

64 ネットワーク機器の借入れ(2019年10月分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

65 ネットワーク機器の借入れ(2019年11月分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

66 自転車競技におけるメンテナンス用プレートコンパクターの賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社レンタルのニッケン

67 大会運営用倉庫における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

68 フェンシングテストイベント競技用備品の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

69 練習会場仮設オーバーレイ整備工事監理業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 日本交通技術株式会社

70 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 競争入札 ＳＢペイメントサービス株式会社

71 馬術競技におけるウォーキングメジャーの購入 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 ティエムワン合同会社

72 大会時におけるプロフェッショナル通訳サービス提供に係る業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 Ｍａｕｒｅｅｎ Ｓｗｅｅｎｅｙ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ， ＬＬＣ

73 陸上自衛隊朝霞訓練場の銃器保管庫等における機械警備に関する業務委託 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

74 等身大マスコットの東京2020オリンピック聖火リレー聖火ランナーユニフォーム制作に係る業務委託 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

75 IOC理事会への役員出席（テレビ会議）に伴う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 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

76 大会運営用倉庫における警備業務委託 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

77 組織委員会幹部とパートナー企業ミーティングに関する日英逐次通訳委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

78 警備業務委託個別契約(1) 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

79 都市運営調整に係る計画書等の翻訳業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

80 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

81 オリンピックスタジアム仮設オーバーレイ整備工事における警備付加措置 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

82 テストイベント実施業務委託(3)〔個別契約 体操（トランポリン）〕 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

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

84 ソフトウェアライセンスの買入れ 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

85 搬出入作業時に使用する腕章名札の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 コクヨマーケティング株式会社

86 一般廃棄物収集運搬業務委託（福島あづま球場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 日東産業株式会社

87 保護協調に係る立会い業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 少額特定 関電ファシリティーズ株式会社

88 倉庫（二期工事分）における間仕切工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 コマニー株式会社

89 倉庫（二期工事分）における電源工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社ユウデン

90 倉庫（UNIフロア分）における間仕切工事 建築・土木工事・設計関係 少額特定 コマニー株式会社

91 倉庫（ユニフォーム配布フロア）における電源工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社ユウデン

92 コース図（マラソン・競歩）の制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社ゼンリン

93 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 日本マイクロソフト株式会社

94 海外プロ通訳者の大会時来日に要する航空券手配に係る業務委託 大会運営に関するサービス関係
競争入札（パート
ナー供給）

株式会社近畿日本ツーリストコーポレートビジネス

95 バンプイン・ムーブイン期間における選手村の警備業務委託 セキュリティ関係
競争入札（パート
ナー供給）

綜合警備保障株式会社

96 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／
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／オリックス・レンテック株
式会社

97 大会運営用倉庫における什器備品の買入れ 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

98 バス試走に係る武蔵野の森公園内におけるプランター移動業務委託 大会運営に関するサービス関係 少額特定 株式会社博報堂
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99
産業廃棄物（ペットボトル・プラスチック・不燃物・びん・缶）収集運搬業務委託（福島あづま球場）
【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 日東産業株式会社

100 シャペロンマニュアルの日英翻訳業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社アルビス

101 ボート・カヌースプリント競技会場水質調査及び衛生調査業務委託（その３） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社イオ

102 トライアスロン競技における競技実施計画等策定修正業務 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社セレスポ

103 テストイベント実施業務委託（３）〔個別契約 フェンシング その３〕 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

104 大会コンテナ物流のガイド草案作成他に関する業務委託（個別契約その6） 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

105 一般廃棄物収集運搬業務委託（大井ホッケー競技場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社木下フレンド

106
東京スポーツスクエアにおける産業廃棄物収集運搬・処分及び家電リサイクル法対象品収集運搬業務委託
【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 複数見積 株式会社東武クリエイティブ

107 UACにおける電気設備工事等に関する業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社ユウデン

108 UACにおける非常用発電機設置に伴う接続工事（排煙窓交換）及び外部電灯盤設置工事に関する業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社奥村組

109 サーバー輸入 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

110 ネットワーク関連業務委託 建築・土木工事・設計関係 少額特定 株式会社ユウデン

111 大会用倉庫新設物に係る設備点検管理業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 関電ファシリティーズ株式会社

112 東京2020 NIPPONフェスティバルガイドブックにおける校正・リライト等業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 凸版印刷株式会社

113 東京2020パラリンピック開閉会式出演キャスト募集に係る新聞広告原稿制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社電通

114 テストイベント実施業務委託（２）〔個別契約 ボクシングその２〕 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

115 地方会場の交通・輸送運用施策検討業務委託 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

116
休戦決議に係る国連総会（12月）プレゼンテーションにおける役員派遣に伴う同時及び逐次通訳業務委
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

117 IPC プロジェクトの進捗確認打ち合わせに係る逐次通訳（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

118 会場整備等に係るＩＯＣ等との打合せ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

119 【釣ヶ崎海岸サーフィンビーチ】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通ライブ

120 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託(東京アクアティクスセンター) 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セイムトゥー

121 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託(東京辰巳国際水泳場) 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セイムトゥー

122 青海アーバンスポーツパーク会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

123 【さいたまスーパーアリーナ】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

124 【福島あづま球場】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

125 東京2020大会時イベントスペース（NOP区画）設計・施工等発注 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社フジアール

126 仮設オーバーレイ整備業務 国技館（館外） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社電通ライブ

127 仮設オーバーレイ整備業務 富士スピードウェイ 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社博報堂

128 選手村総合診療所における医療用装具提供サービスの業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 Ｂａｕｅｒｆｅｉｎｄ ＡＧ

129 清掃業務委託（選手村） 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 株式会社ダスキン

130 輸送デポ管理施設等整備工事（若洲輸送デポ） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 大和リース株式会社

131 選手村宿泊棟シーリングライトの賃貸借 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

General Electric Company／芙蓉総合リース株式会社

132 選手村リネンクリーニング業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 リネンクリーニング業務共同企業体

133 東京2020NIPPONフェスティバル機運醸成映像制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 株式会社パラダイス・カフェ

134 大会運営用倉庫におけるパレットラックの調達等委託 輸送・物流業務関係 競争入札 トヨタＬ＆Ｆ千葉株式会社

135 仮設駐車場等の設計委託（その６） 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

2019年12月

1 ラボラトリー常駐警備及び機械警備委託 セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

2 産業廃棄物（プラスチック・不燃物）処分業務委託（幕張メッセ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 千葉興産株式会社

3 一般廃棄物収集運搬業務委託（伊豆ベロドローム、伊豆MTBコース）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社伊豆美化企画

4 札幌ドーム ハイブリッド芝導入及び敷設等業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社Ｋ２Ｋ

5 一般廃棄物収集運搬業務委託（江の島ヨットハーバー）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 有限会社湘南カンセー

6 「チケット販売等における情報提供について」の点字データ化委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 社会福祉法人日本点字図書館

7 スポーツクライミング競技におけるクライミングホールド等の輸送・輸入に係る手配業務委託 輸送・物流業務関係 競争入札 西濃シェンカー株式会社

8 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） パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

9 OBS台場カメラタワー基礎工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大和リース株式会社

10 一廃廃棄物収集運搬業務委託（富士スピードウェイ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社東海衛生

11 【SDO札幌ドーム】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

12 産業廃棄物（ペットボトル・びん）処分業務委託（富士スピードウェイ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 株式会社勝又商事

13 大会運営用倉庫における什器備品の購入④(ハンドリフト) オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 株式会社オリエンタル

14 射撃競技 装弾ロッカー、銃保管ラック及び庫外保管庫の製作及び設置業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 西尾金庫鋼板株式会社

15 墜落制止用器具の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社ワークマン

16 テストイベント実施業務委託（３）〔個別契約 フェンシング その２〕 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

17 標準デスクトップPC及び周辺機器の調達 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／三井住友トラスト・パナソ
ニックファイナンス株式会社
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18 アクレディテーションカード発送用フォルダの印刷等業務委託 イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート
ナー供給）

大日本印刷株式会社

19 OBS取材飛行のTCAS事前検証に係るヘリコプター運航等業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 朝日航洋株式会社

20 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

21 大会関係者用バスへのWi-Fiサービス 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

22 木製バッジ受けプレートの買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社小林工芸社

23 産業廃棄物（ペットボトル）収集運搬・処分業務委託（伊豆ベロドロームほか1会場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社伊豆美化企画

24 輸送デポ管理施設等整備工事監理委託(若洲輸送デポ) 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社翔設計

25 マスコットポーズの制作に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 少額特定 株式会社電通テック

26 複合機の導入 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

27 観客輸送用バスの調達・運用及び管理に係る業務委託（SAS、TSB、IVD、IMB、FSW） 輸送・物流業務関係 パートナー供給 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏

28 停電に伴うＵＰＳの運転停止及び再開作業業務委託 テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社ＮＴＴファシリティーズ

29 データネットワーク関連業務委託（UAC２期工事） 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

30 データネットワーク関連業務委託（バックアップサーバ構築） 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

31 国際競技連盟との会議における逐次通訳（日・西）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 ドーピング検査公式記録書の電子化に向けた研修にかかる業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ Ｃｏｎｔｒｏｌ ＧｍｂＨ

33 競泳及びマラソンスイミング競技備品の賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社ウイーク

34 第８回セキュリティレビューでの会議の同時通訳（日英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

35 NOC/NPCタグの印刷等業務委託（単価契約） 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

36 【霞ヶ関カンツリー倶楽部】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

37 使い捨てプラスチック製品に係るバイオマス等活用・リサイクル可能性に関する調査委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 みずほ情報総研株式会社

38 古紙資源化業務委託（ＩＢＣ／ＭＰＣ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社ビッグサイトサービス

39 語学テスト・語学学習の提供業務委託（複数単価契約） 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

40 産業廃棄物（ペットボトル、びん、缶、不燃ごみ）収集運搬・処分業務委託（IBC/MPC）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社日本協力

41 産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（ＩＢＣ／ＭＰＣ）その２【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 高俊興業株式会社

42
産業廃棄物（ペットボトル、プラスチック、びん・缶、不燃物）収集運搬業務委託（富士スピードウェ
イ）【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社東海衛生

43 一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託（福島あづま球場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 複数見積 日東産業株式会社

44 ネットワーク機器の借入れ(2019年12月分・2月納品分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

45 ポスター募集企画表彰式に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社スチュワード

46 語学学習（日本語）研修業務委託 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

47 統合マップ輸送ルート編集等支援業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 ＥＳＲＩジャパン株式会社

48 スポーツクライミング競技 リード種目及びWUPウォールに使用するマット購入 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 三和化工株式会社

49 東京2020高校生英語スピーチコンテストに係る表彰状の印刷に係る業務委託 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

50 「セレモニーの演者募集」に係る広告掲載（12月10日朝日新聞掲載） 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

51 「セレモニーの演者募集」に係る広告掲載（12月10日読売新聞掲載） 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

52 「セレモニーの演者募集」に係る広告掲載（12月10日日本経済新聞掲載） 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

53 「セレモニーの演者募集」に係る広告掲載（12月11日毎日新聞掲載） 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

54 テストイベント実施業務委託（1）〔自転車競技（BMXレーシング）その3〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

55 産業廃棄物（ペットボトル）収集運搬業務委託（茨城カシマスタジアム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社高野臨海商事

56 国技館ほか2会場ラストマイル運営計画策定委託(行政経費) 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

57 東京国際フォーラムほか2会場ラストマイル運営計画策定委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

58 東京圏交通マネジメント検討業務委託（その２） コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 パシフィックコンサルタンツ株式会社

59 【大井ホッケー競技場】会場運営業務委託 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

60 【宮城スタジアム】オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

61 びん、缶等資源化業務委託（国技館）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社⾧岡商店

62 関係者輸送バスの借上げに関する業務委託（羽田空港テスト） 輸送・物流業務関係 少額特定 東京空港交通株式会社

63 特大ランプバスの借上げに関する業務委託（羽田空港テスト） 輸送・物流業務関係 少額特定 東京空港交通株式会社

64 特大ランプバス内環境整備業務委託（羽田空港テスト） 輸送・物流業務関係 少額特定 株式会社野澤組

65 東京2020オリンピック競技大会時における遠隔通訳サービス提供に係る業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 Ｍａｕｒｅｅｎ Ｓｗｅｅｎｅｙ Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ， ＬＬＣ

66 ミールバウチャーの印刷業務委託 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

67 システム関連業務委託 テクノロジーサービス関係 競争入札 ウエスト・クラウド・ジャパン株式会社

68 メディア関係者用バックパックの製造委託 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社アシックス

69 コアグラフィックス等色見本の製作業務委託 イベント・広報・印刷関係
競争入札（パート
ナー供給）

凸版印刷株式会社

70 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（横浜スタジアム） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

71 エネルギー関連設計・導入等業務委託 建築・土木工事・設計関係 パートナー供給 ＧＥデジタル・ジャパン株式会社

72 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（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

22/34



2019年度台帳
No 案件名 案件分類 契約方法 契約企業名

73 東京スタジアムセカンドフィールド 暑さ対策シェルター設置等業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 帝人フロンティア株式会社

74 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（横浜国際総合競技場） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

75 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 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社Ｌａｎｄａ

76 携帯電話エリア化関連業務委託３ 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

77 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 Ｇｅｎｅｒａｌ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｅｒｖｉｃｅ ＧｍｂＨ

78 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 東芝エレクトロニックシステムズ株式会社

79 安全ベストの購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 株式会社ワークマン

80 産業廃棄物（ペットボトル）処分業務委託（茨城カシマスタジアム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 オール・ウェイスト・リサイクル株式会社

81 ネットワーク機器の借入れ(2019年12月分・2月追加納品分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

82 【江の島ヨットハーバー】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社大広

83 チケット郵送分における未着・不着返戻事務局業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 大日本印刷株式会社

84 【有明アリーナ】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

85 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（オリンピックスタジアム） 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

86 【伊豆MTBコース】会場運営業務委託 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

87
【有明アーバンスポーツパーク】オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委
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

88 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（夢の島公園アーチェリー場） 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

89 【国技館】会場運営業務委託 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

90 【伊豆ベロドローム】会場運営業務委託 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

91 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（陸上自衛隊朝霞訓練場） 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

92 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（茨城カシマスタジアム） 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

93 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（東京体育館） 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

94 【武蔵野の森公園】会場運営業務委託 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

95 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託(潮風公園) 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

96 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（お台場海浜公園） 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

97 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（国立代々木競技場） 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

98  オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託(日本武道館) 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

99 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託(東京国際フォーラム) 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

100
オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託(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 特別契約 株式会社東急エージェンシー

101 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託(東京スタジアム) 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

102 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託(有明テニスの森) 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社東急エージェンシー

103 東京国際フォーラム既設電気室高圧き電盤改修工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社きんでん

104 UACにおける無停電電源装置の設置等業務委託 建築・土木工事・設計関係 パートナー供給 株式会社ＮＴＴファシリティーズ

105 大磯プリンスホテル分村仮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 西武建設株式会社

106 Make The Beatプロジェクト実施業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 Ａｌｉｂａｂａ Ｃｌｏｕｄ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ

107 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（海の森水上競技場） 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

108 【馬事公苑】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

109 オリンピック・パラリンピック競技大会運営に関する準備・運営業務委託（カヌースラロームセンター） 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

110 【海の森クロスカントリーコース】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

111 【有明体操競技場】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

112 【富士スピードウェイ】会場運営業務委託 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

113 【幕張メッセAホール】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

114 【幕張メッセＢホール】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

115 【幕張メッセＣホール】会場運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

116 一般廃棄物（食品廃棄物）処分業務委託（東京体育館外4会場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 バイオエナジー株式会社

117 テニス競技・車いすテニス競技における審判・ボールパーソンのテニスシューズ及びキャップの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

118 搬出入作業時に使用する備品の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社港屋

119 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

120 陸上自衛隊朝霞訓練場 朝霞高射教育訓練場内仮設警衛所プレハブ設置工事委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社シマ

121 仮設オーバーレイ整備（札幌大通公園）設計等業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社電通ライブ

122 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 株式会社ベイカレント・コンサルティング

123 産業廃棄物収集運搬業務委託（ＭＤＣ１）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 有限会社流山クリーンサービス

124 産業廃棄物（木くず）処分業務委託（ＭＤＣ１）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 株式会社丸昭建材

125 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 サッカー〕 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

126 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 株式会社大塚商会

127 動画編集用パソコン（Mac）の購入 テクノロジーサービス関係 特別契約 Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．
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128 役割別研修にかかるポケットマスクの購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 株式会社イノメディックス

129 メイン・オペレーション・センター構築に伴うB工事業務委託 建築・土木工事・設計関係 少額特定 鹿島建設株式会社

130 メイン・オペレーション・センター構築に伴う電源コンセント工事業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 三機工業株式会社

131 メイン・オペレーション・センター構築に伴う間仕切工事業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 小松ウオール工業株式会社

132 メイン・オペレーション・センター構築に伴う電気設備工事業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 住友電設株式会社

133 一般廃棄物収集運搬業務委託（茨城カシマスタジアム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社高野臨海商事

134 第3回 IPC TRA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 日本コンベンションサービス株式会社

135 第３回IPCTRAレビュー現場視察用パナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

136 ラボラトリー追加改修工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社片山組

137 職員向け携帯端末の購入２ 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

138 聖火リレーメディアマネジメントプラットフォーム制作・データ管理・アップロード業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社ビットメディア

139 大会運営物流業務（個別契約その７） 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

140 産業廃棄物処分業務委託（ＭＤＣ１）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社アールズファクトリー

141 大手町合同庁舎３号館における排水等作業委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社ジャスティス・サポート

142 第3回冬季YOG及びIOC総会（ローザンヌ）における役員向け同時及び逐次通訳業務委託 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

143 選手村ロジコンパウンド・TPC・FSC電気需給契約 大会運営に関するサービス関係 パートナー供給 ＪＸＴＧエネルギー株式会社

144 大会関係者の公共交通機関の利用に係るリーフレットの印刷業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート
ナー供給）

大日本印刷株式会社

145 トラフィックペリメーター立看板・横断幕デザイン検討業務委託 輸送・物流業務関係 複数見積 グランド印刷株式会社

146 大会会場における音響・映像機器サービス業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 パナソニック株式会社

147 5thVIG用パナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

148 馬術競技における馬用救急車の買入（その２） スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｅｑｕｉｓａｖｅ Ｈｏｒｓｅ Ａｍｂｕｌａｎｃｅｓ Ｌｔｄ．

149 各競技会場における自転車のリース（EVS用） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社ブリヂストン

150 大会関係者の公共交通機関の利用に係る路線図の制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 複数見積 株式会社武揚堂

151 東京国際辰巳水泳場ほか1会場ラストマイル運営計画策定委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セイムトゥー

152 「パラリンピックチケット二次抽選プロモーション」に係る広告掲載（令和２年１月朝日新聞） 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

153 「パラリンピックチケット二次抽選プロモーション」に係る広告掲載（令和２年１月読売新聞） 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

154 「パラリンピックチケット二次抽選プロモーション」に係る広告掲載（令和２年１月日経新聞） 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

155 「パラリンピックチケット二次抽選プロモーション」に係る広告掲載（令和２年１月毎日新聞） 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

156 「パラリンピックチケット二次抽選プロモーション」に係る広告掲載（令和２年１月産経新聞） 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

157 「パラリンピックチケット二次抽選プロモーション」に係る広告掲載（令和２年１月北海道新聞） 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

158 日本武道館ほか1会場ラストマイル運営計画策定委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社フジクリエイティブコーポレーション

159 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

160 競技運営用車両の調達（リース） スポーツ備品・競技運営関係 パートナー供給 トヨタ自動車株式会社

161 晴海選手村受付案内等業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社パソナ

162 選手村ランドリーサービス業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 ファミリーレンタリース株式会社

163 選手村における寝具の組立等業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社サンレディース

164 晴海選手村における備品の購入(タオル） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社廣瀬商会

165 晴海選手村における備品の購入(トイレブラシ) 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社廣瀬商会

166 練習会場仮設オーバーレイ整備業務（その４） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社フジヤ

167 輸送関係車両仮設駐車場設置及び撤去・復旧工事 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社竹中道路

168 観客輸送用シャトル運用計画等策定支援業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 競争入札 株式会社アルメックＶＰＩ

169 競技会場及び関連施設におけるFF＆E（家具・什器・備品）の賃貸借（その２） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 日建リース工業株式会社

170 競技会場及び関連施設におけるFF＆E（家具・什器・備品）の賃貸借（その３） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 日建リース工業株式会社

171 競技会場及び関連施設におけるFF＆E（家具・什器・備品）の賃貸借（特注製品） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 西尾レントオール株式会社

172 選手村総合診療所における汎用超音波画像診断装置据置型ほか４点のリース契約 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

GEヘルスケアジャパン株式会社／三井住友ファイナンス＆リース株式会社

173 選手村ダイニング用机・椅子の調達及び設置・撤去等業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 愛知株式会社

174 自転車マウンテンバイク競技用コースマーキングブラシの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 ＳｈｕｒＭａｒｋ Ｉｎｃ

175 競技会場における飲食提供等の業務委託（江の島ヨットハーバー）【総価】 飲食関連 特別契約 株式会社３９

176
競技会場における飲食提供等の業務委託（オリンピックアクアティクスセンター、東京辰巳国際競技場）
【総価】

飲食関連 特別契約 株式会社藤給食センター

177 公共交通追加運行周知用ポスターの広告掲出業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社小田急エージェンシー

2020年1月

1 一般廃棄物収集運搬業務委託（横浜国際総合競技場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社春秋商事

2 清掃業務委託（有明アリーナ） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 日本管財株式会社

3 大会関係者の公共交通機関の利用に係る業務委託 輸送・物流業務関係 特別契約 東日本旅客鉄道株式会社

4 会場周辺の自転車交通処理検討委託 輸送・物流業務関係 特別契約 公益社団法人日本交通計画協会
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5 観客輸送用バスの調達・運用及び管理に係る業務委託（茨城カシマスタジアム）） 輸送・物流業務関係 パートナー供給 株式会社近畿日本ツーリスト関東

6 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

7 産業廃棄物（プラスチック）処分業務委託（富士スピードウェイ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 株式会社ミダック

8 清掃業務委託（IBC/MPC）第2期 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社ビッグサイトサービス

9 清掃業務委託（横浜スタジアム観客部分） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 ニッソーサービス株式会社

10 清掃業務委託（夢の島公園アーチェリー場） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 日建総業株式会社

11 清掃業務委託（旧 横浜市役所） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社清光社

12 セーリング競技運営用RIBの買入れ（本大会向け）その１ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社イチサンゴイースト

13 一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託（伊豆MTBコース）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 有限会社フジエイ

14
産業廃棄物（ペットボトル、びん、缶、プラスチック）収集運搬・処分業務委託（江の島ヨットハー
バー）【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 リネックス有限会社

15 関係者輸送ルートの現地表示看板の製作等に関する受委託協定の締結依頼（NEXCO中日本) 輸送・物流業務関係 特別契約 中日本高速道路株式会社八王子支社

16 練習会場用駐車場におけるボラード撤去等業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 天龍造園建設株式会社

17 競技会場における飲食提供等の業務委託（日本武道館）【総価・単価】 飲食関連 特別契約 株式会社富士サービス

18 競技会場における飲食提供等の業務委託(その５) 福島あづま球場 飲食関連 特別契約 シダックスコントラクトフードサービス株式会社

19 セーリング競技運営用RIBの買入れ（本大会向け）その２ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 双信商事株式会社

20 セーリング競技運営用RIBの買入れ（本大会向け）その３ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 トーハツ株式会社

21 セーリング競技運営用RIBの買入れ（本大会向け）その４ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 リブワークス合同会社

22 自転車のリース 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社ブリヂストン

23 選手村トレーニング機器調達及び管理業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 Ｔｅｃｈｎｏｇｙｍ Ｓ．ｐ．Ａ

24 築地輸送デポビル管理法関係業務委託 大会運営に関するサービス関係 複数見積 株式会社首都圏サービス

25 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

26 輸送運営計画Ｖ２パラリンピック詳細資料（仮称）の日英翻訳等業務委託（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

27 選手村ビレッジプラザ内覧会パン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

28 インカム用無線機の購入 テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社オンザウェイ

29 システム関連業務委託１ 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

30 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 株式会社ゼンリン

31 実包販売等運営業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社銀座銃砲店

32 競技会場向けシミュレーション演習等用無線機の借入れ テクノロジーサービス関係 複数見積 株式会社ＳＴＪレンテック

33 記者会見用バックパネル（大会ルック）の製作等業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 株式会社ラックス

34 車いすフェンシングフレームの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 Ｐａｌｌａｇｉ Ａｒｔ Ｐｖｄ．Ｌｔｄ．

35 セーリング競技本大会で使用する艇等への識別記号等の製作及び装着業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｇｒａｐｅｆｒｕｉｔ Ｇｒａｐｈｉｃｓ Ｌｔｄ

36 MDC1におけるごみ箱の調達及び設置・撤去業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 三甲株式会社

37
スポーツクライミングにおける競技備品（クライミングウォールパネル・マット）の輸入通関及び配送業
務委託

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

38 自転車の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社ブリヂストン

39 メイン・オペレーション・センター構築における工事・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） 少額特定 セントラル警備保障株式会社

40 テストイベント実施業務委託(６)〔個別契約カヌー・スプリント〕その６ 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

41 清掃事業者向け研修実施委託 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 公益社団法人全国ビルメンテナンス協会

42 オリンピック聖火リレー用車両の一部先行手配 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 トヨタ自動車株式会社

43 オリンピック聖火リレー用車両の手配 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 トヨタ自動車株式会社

44 馬事公苑ほか3会場ラストマイル運営計画策定委託 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

45 各種マニュアル等（SPT）の翻訳・DTP制作等業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 凸版印刷株式会社

46 聖火リレーで用いる着火棒の製造等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 新富士バーナー株式会社

47 電源の変換プラグ等の購入(1月分) 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 城下工業株式会社

48 ゴールボール競技におけるボールの輸入通関業務委託 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

49 メイン・オペレーション・センター構築に伴う什器備品等搬送設置業務委託 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

50 第8回セキュリティレビュー用パナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

51 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約ボート〕その５ 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

52 選手村における家電製品の賃貸借 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

パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社／三井住友トラスト・パナソ
ニックファイナンス株式会社

53 各競技会場における自転車のリース（SPT用） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社ブリヂストン

54 東京2020アスリートサポートプログラムの運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 パートナー供給 株式会社ＪＴＢ

55 3x3バスケットボールにおけるキャノピー基礎工事用アンカーの輸送・輸入に係る手配業務委託 輸送・物流業務関係 競争入札 西濃シェンカー株式会社

56 柔道衣ゼッケンの購入 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社九櫻

57 産業廃棄物(乾電池、蛍光管)収集運搬・処分業務委託［競技会場及び関連施設(全35箇所)］【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 日盛運輸株式会社

58 大会スタッフ向け瞬間冷却剤の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 アキ通商株式会社

59 スポーツクライミング競技 FOP作業用ストレージに使用する備品賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 日建リース工業株式会社
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60 パラリンピックマラソン競技コース計測業務委託 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

61 大型無停電電源装置運用管理業務委託 大会運営に関するサービス関係 パートナー供給 ＧＥグリッドソリューション株式会社

62 晴海選手村等における筆記用具等のオフィス消耗品の買入れ(VIK分） 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

63 晴海選手村等における筆記用具等のオフィス消耗品の買入れ(CASH分) 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 コクヨマーケティング株式会社

64 ネットワーク機器の借入れ(2020年1月分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

65 自転車競技のウォームアップローラーとバイクラックの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社フカヤ

66 スポーツクライミング競技 クライミングロープ調達 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社レスキュージャパン

67 非競技会場（IBC/MPC及びOFH/PFH）における吸引器の賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社バディ

68 貸出用モバイルWi-Fiルータ3台の買入れ 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

69 「Spectatorʼs Guide」用ラストマイル地図の制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社ゼンリン

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 少額特定 株式会社大塚商会

71 一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託（宮城スタジアム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社利府衛生

72 産業廃棄物（缶）処分業務委託（福島あづま球場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 北東物産株式会社

73 産業廃棄物（不燃物）処分業務委託（富士スピードウェイ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 嶽下産業株式会社

74 大会会場におけるIT機器関連サービスの業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 ＰＭＹ Ｇｒｏｕｐ

75 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

76 3×3バスケットボールにおけるキャノピーシステムの輸送・輸出入に係る手配業務委託 輸送・物流業務関係 競争入札 西濃シェンカー株式会社

77 築地輸送デポ特別高圧受変電所監視制御設備保守業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社明電エンジニアリング

78 イベントサービス委託事業者用ユニフォーム（シューズ）の買入れ 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

79 聖火リレーで用いるトーチの製造等業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル
株式会社吉岡徳仁デザイン事務所、株式会社UACJ押出加工、株式会社LIXL、新富士
バーナー株式会社、ENEOSグローブ株式会社

80 スポーツクライミング競技 競技用備品の買入れ その１（カラビナ等） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社ヨシキスポーツ

81 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス９） 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

82 LOK＆SIG Reviewsに係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 株式会社インターグループ

83 ホモロゲーションアグロノミー報告書の英日翻訳等業務委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 有限会社フィールコーポレーション

84 一般廃棄物収集運搬業務委託（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 日盛運輸株式会社

85 車いすバスケットボールFOPルック転換用マスキングステッカーの品質テスト業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｐｒａｔｅｒｓ Ｉｎｃ．

86 英語対応を要する職員の消化器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） 少額特定 日比谷クリニック

87 地方UAC及びGEPキャンパスにおける大会ボランティアに対する飲食提供等業務委託（単価契約） 飲食関連 少額特定 株式会社すかいらーくレストランツ

88 ＩＣＴ機器の買入れ（その１） 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

89 ＩＣＴ機器の買入れ（その２） テクノロジーサービス関係 特別契約 Ａｐｐｌｅ Ｉｎｃ．

90 ＩＣＴ機器の買入れ（その３） テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社ワイ・イー・シー

91 ＩＣＴ機器の買入れ（その４） テクノロジーサービス関係 少額特定 日本電気株式会社

92 ＩＣＴ機器の買入れ（その５） 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

93 一般廃棄物収集運搬業務委託（武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京スタジアム)【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社吉野清掃

94 びん・缶・古紙等資源化業務委託(武蔵野の森総合スポーツプラザ・東京スタジアム)【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社吉野清掃

95 大会関係者向け携帯端末の購入（2020年2月分） 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

96 大会運営用、床置き型複合機、プロッタの買入れ（レンタル・購入） 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

97 聖火リレーで用いるトーチの固定用アタッチメントの製造等業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社ＲＤＳ

98 産業廃棄物（不燃物）収集運搬・処分業務委託（伊豆ベロドロームほか1会場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 株式会社伊豆美化企画

99 海外アドバイザーとの打ち合わせ等に係る逐次通訳（日英）業務委託（複数単価契約） 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

100 データネットワーク関連業務委託（インターネット・電話回線サービス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

101 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス１０） 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

102 個人用安全装備具の買入れ（ヘルメット・安全ベスト） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 ミドリ安全株式会社

103 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 富士通株式会社

104 公式到着出発地点及び乗換地点における出入国支援に関する業務委託 大会運営に関するサービス関係
競争入札（パート
ナー供給）

株式会社ＪＴＢ

105 IOCとの文化ミーティング関連文書の日英翻訳業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

106 聖火リレーにおけるスチール撮影に係る業務委託 イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社アフロ

107 ウエイトリフティング競技用プラットフォーム・ステージの買入れ 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

108 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 ＯＡＧ Ａｖｉａｔｉｏｎ Ｗｏｒｌｄｗｉｄｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ

109 フラワーレーンプロジェクト実施業務委託 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

110 スポーツクライミング競技における工具備品購入（ボルト・ねじ） スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社池田商会

111 各会場・各セッションの票券業務用基礎データの作成業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 ぴあ株式会社

112 青海アーバンスポーツパーク キャノピー設置工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社ＫＡＴＯ

113 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

114 2020年度人事労務管理業務委託（複数単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 特別契約 社会保険労務士法人みらいパートナーズ
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115 オフィスフロアの清掃業務委託 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 少額特定 株式会社ザイマックスアルファ

116 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

117 ボッチャ競技 テストイベントコート設置等業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

118 ボッチャ競技テストイベントに係る競技用備品調達に係る業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 株式会社アポワテック

119 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス１１） 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

120 データネットワーク関連業務委託（インターネット・電話回線サービス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

121 ＩＣＴ機器の買入れ 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

122 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

123 6thVIG用パナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

124 交通需要マネジメントに関する都外3県企業説明会運営業務委託 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

125 富士スピードウェイ会場外輸送施設整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 清水建設株式会社

126 BMXフリースタイルコースビルディング業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社ＡＤＫマーケティング・ソリューションズ

127 パートナーショーケーシング（NOP地区）電気需給契約 大会運営に関するサービス関係 パートナー供給 ＪＸＴＧエネルギー株式会社

128 第7回IOCロジスティクスレビューでの逐次通訳委託（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

129
産業廃棄物（ペットボトル・ビン・缶）収集運搬・処分業務委託（釣が崎海岸サーフィン会場）【単価契
約】

清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 ガラスリソーシング株式会社

130 産業廃棄物（ペットボトル、不燃物）収集運搬処分業務委託（オリンピックスタジアム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 大谷清運株式会社

131 外付けHDD購入 テクノロジーサービス関係 少額特定 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

132
産業廃棄物（びん、缶、ペットボトル、プラスチック、不燃物）収集運搬・処分業務委託（横浜国際総合
競技場）【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社春秋商事

133 聖火リレーで用いる聖火皿及びランタンの製造等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社吉岡徳仁デザイン事務所

134 会場計画PR映像の更新制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社スケール

135 大会運営用プリンタ等機器及び保守サポートに関する総合調達（床置複合機） 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

136 東京２０２０大会における自動体外式除細動器（AED）の賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 フクダ電子東京販売株式会社

137 UACユニフォーム及び備品搬入業務委託 輸送・物流業務関係 特別契約 丸紅ロジスティクス株式会社

138 大型無停電電源装置の輸送・保管業務委託 輸送・物流業務関係 特別契約 日本通運株式会社

139
東京2020応援プログラム（祭り）（2020年度）の無償提供ツール （ガーランド）の印刷業務委託（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

140
水泳競技（競泳・飛込・アーティスティックスイミング・水球）FOP転換及び造作物設置に係る計画策定
業務委託

スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社セイムトゥー

141 ネットワーク機器キッティング作業業務委託（2回目) 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

142 青海アーバンスポーツパークほか３会場ラストマイル運営計画策定委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

143 自転車トラックのフォームパッドの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社パールイズミ

144 オリンピックスタジアムほか 5 会場ラストマイル運営計画策定委託 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

145 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・ブロードバンドプラットフォーム株式会社

146 マラソン及びカヌー・ローイング競技におけるフォトグラファー用トラックの賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社イチネンＴＤリース

147 一般廃棄物収集運搬業務委託（馬事公苑）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 株式会社増建

148
一般廃棄物収集運搬業務委託（有明アリーナ、有明体操競技場、有明アーバンスポーツパーク）【単価契
約】

清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 広陽サービス株式会社

149 一般廃棄物（食品廃棄物）収集運搬・処分委託（有明アリーナ外10件)【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 株式会社要興業

150
一般廃棄物（食品廃棄物）収集運搬・処分業務委託（オリンピックスタジアム、国立代々木競技場、日本
武道館、国技館、馬事公苑）【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 株式会社東京クリアセンター

151 産業廃棄物（ペットボトル）収集運搬・処分業務委託（夢の島公園アーチェリー場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 広陽サービス株式会社

152 一般廃棄物（食品廃棄物）収集運搬・処分業務委託（選手村ダイニング）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 株式会社東京クリアセンター

153
産業廃棄物（ペットボトル）収集運搬・処分業務委託(海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技
場)【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 広陽サービス株式会社

154 一般廃棄物（食品廃棄物）収集運搬・処分業務委託(幕張メッセ)【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 Ｊ＆Ｔ環境株式会社

155
一般廃棄物（し尿）収集運搬業務委託（皇居外苑、国技館、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・スラロームセンター）【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 株式会社東京設備

156 一般廃棄物収集運搬業務委託（釣が崎海岸サーフィン会場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 和興

157 産業廃棄物（ペットボトル・ビン・缶）収集運搬・処分業務委託（幕張メッセ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 ガラスリソーシング株式会社

158 特別管理産業廃棄物（感染性廃棄物）収集運搬・処分業務委託（選手村ほか27会場)【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 日本メディカル・ウェイスト・マネジメント株式会社

159 産業廃棄物（ペットボトル）収集運搬・処分業務委託（選手村NOC/NPCセンター、FSC）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 大谷清運株式会社

160 産業廃棄物（ペットボトル）収集運搬・処分業務委託（選手村宿泊棟）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 大谷清運株式会社

161 副賞用ぬいぐるみ製造委託（複数単価契約） イベント・広報・印刷関係 競争入札 株式会社セガトイズ

162
一般廃棄物（し尿）処分業務委託（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場他3会場）【単価
契約】

清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社京葉興業

163 アスリート委員会に関する広報用映像制作業務委託 イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 株式会社文化工房

164 輸送デポ管理施設等整備工事(晴海二丁目輸送デポ・新砂輸送デポ) 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社淺沼組

165 清掃業務委託（大井ホッケー競技場） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 日建総業株式会社

166 清掃業務委託（宮城スタジアム） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 同和興業株式会社

167 清掃業務委託（東京体育館） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社オーエンス

168 清掃業務委託（東京辰巳国際水泳場） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社オーエンス

169 清掃業務委託（幕張メッセ） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社幕張メッセ

27/34



2019年度台帳
No 案件名 案件分類 契約方法 契約企業名

170 清掃業務委託（カヌー・スラロームセンター） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社協栄

171 清掃業務委託（海の森水上競技場・海の森クロスカントリーコース） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 日建総業株式会社

172 清掃業務委託（東京スタジアム） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 東京ビジネスサービス株式会社

173 清掃業務委託（武蔵野の森総合スポーツプラザ） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 東京ビジネスサービス株式会社

174 清掃業務委託（日本武道館） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社東洋実業

175 競技会場における飲食提供等の業務委託（茨城カシマスタジアム）【単価】 飲食関連 特別契約 白ハト食品工業株式会社

176 競技会場における飲食提供等の業務委託（埼玉スタジアム2002）【総価・単価】 飲食関連 特別契約 株式会社グリーン企画社

177 競技会場における飲食提供等の業務委託（横浜国際総合競技場）【総価・単価】 飲食関連 特別契約 株式会社ｓｕｂＬｉｍｅ

178 競技会場における飲食提供等の業務委託（茨城カシマスタジアム）【総価】 飲食関連 特別契約 鹿島都市開発株式会社

179 選手村総合診療所における検体検査業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社エスアールエル

180 ビーチバレーボール競技砂の運用管理支援委託（３） スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｈｕｔｃｈｅｓｏｎ Ｓａｎｄ ＆ Ｍｉｘｅｓ

181 フォトグラファー用ロッカーの賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 コーユーレンティア株式会社

182 会場医務室におけるリネン類の賃貸借（単価契約） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社小山商会

183 会場医務室における酸素ボンベ等の賃貸借（単価契約） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社星医療酸器

184 医療用備品の賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 オリックス・レンテック株式会社

185 医療用消耗品の購入（単価契約） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社イノメディックス

186 OBS Daily Briefingにおける同時通訳機器手配等に係る業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社東京コムエンス

187 清掃業務委託（東京アクアティクスセンター） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社オーエンス

188 清掃業務委託（札幌ドーム） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社札幌ドーム

189 成田空港、羽田空港等のアクレディテーションカウンターにおけるIC書き込み等の業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 東武トップツアーズ株式会社

190
産業廃棄物（ペットボトル・プラスチック・不燃物・びん）処分業務委託（福島あづま球場）【単価契
約】

清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社二瓶商店

2020年2月

1 清掃業務委託（国技館） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社カーリング・サービス

2 不活性ガス消火器の調達等業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社マツダ商事

3 セーリング競技における競技ウェアの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 パートナー供給 株式会社アシックス

4 スポーツクライミング競技 ウォーミングアップウォールの賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 東商アソシエート株式会社

5 清掃業務委託（横浜スタジアム（諸室部分）） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 相鉄企業株式会社

6 ボッチャ競技 テストイベントにおける選手備品保管区画用パーテーションの賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 株式会社ダスキン

7 空港プロトコール Name Board制作業務委託 イベント・広報・印刷関係
複数見積（パート
ナー供給）

凸版印刷株式会社

8 大会用倉庫インフラ設備 設計・施工等発注 建築・土木工事・設計関係 特別契約 戸田建設株式会社

9 自転車トラック及びロードレース競技用自転車計測ジグの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｕｎｉｏｎ Ｃｙｃｌｉｓｔｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ

10 古紙等資源化業務委託（国立代々木競技場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社ヤマキ

11 産業廃棄物（ペットボトル外3点）収集運搬・処分業務委託（国立代々木競技場）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社ヤマキ

12 東京2020大会 都内会場におけるラストマイル等の装飾の実施に係る業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 株式会社乃村工藝社

13 Post-Gamesサーバ基盤の設計作業委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社

14 大規模輸送デポで活用する自転車の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社ブリヂストン

15 一般廃棄物収集運搬業務委託（選手村）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社要興業

16 産業廃棄物（ペットボトル）収集運搬・処分業務委託（日本武道館）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社トベ商事

17 BIL FA Reviewに係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 株式会社サイマル・インターナショナル

18 大会後利用データネットワーク関連業務委託（設計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

19 個人用安全装備具(安全靴)の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

20 組織委員会職員の大会後のキャリア支援に関する業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 株式会社リクルートキャリア

21 大会後利用データネットワーク関連業務委託（設計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

22 大会運営用PCの借入れ 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

23 射撃 競技用備品の買入 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社銀座銃砲店

24 近代五種競技におけるフェンシング備品の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 有限会社ＫＦＥ

25 スポーツクライミング競技 テストイベント用ゼッケン購入 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 有限会社シナノ体器

26 オリンピックプロムナードを中心とした臨海副都心エリアの準備・運営業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

27 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

28 封印シール等の製作に関する業務委託 セキュリティ関係
競争入札（パート
ナー供給）

凸版印刷株式会社

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

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

31 大会会場におけるIT機器関連サービスの業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 Ａｓｐｉｒｅ Ｚｏｎｅ Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ

32 リンク旅行時間データの使用許諾契約 テクノロジーサービス関係 特別契約 住友電工システムソリューション株式会社

33 ソフトウェアライセンスの買入れ テクノロジーサービス関係 特別契約 富士通株式会社
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No 案件名 案件分類 契約方法 契約企業名

34
産業廃棄物(ペットボトル)収集運搬・処分業務委託(武蔵野の森総合スポーツプラザ・東京スタジアム)
【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 比留間運送株式会社

35 東京2020大会に関連する会場施設等へのクリーンベニュー対策措置に係る業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社乃村工藝社

36 競技会場医務室における理学療法機器の賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 東邦薬品株式会社

37 チケット先着販売応募受付・抽選・結果通知業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社ＪＰメディアダイレクト

38 大会関係者向け携帯電話用ACアダプタの購入（2020年2月分） 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

39 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 競争入札 日本コンベンションサービス株式会社

40 クールベスト用保冷剤の制作委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 シャープ株式会社

41 ＮＯＣ／ＮＰＣアシスタント役割別研修に係る準備及び運営補助業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社ウィル・インターナショナル

42
一般廃棄物（食品廃棄物）収集運搬・処分業務委託（横浜スタジアム、横浜国際総合競技場）【単価契
約】

清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 Ｊ＆Ｔ環境株式会社

43 古紙資源化業務委託（ＭＤＣ１）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 株式会社流山クリーンサービス

44 テストイベント実施業務委託（６）〔個別契約 射撃 その１〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社セレスポ

45 IOC宿泊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

46 Wi-Fiルーターの借入れ テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

47 神宮外苑地区の受電設備基礎部設置工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社関電工

48 自転車トラック競技の競技用備品の買入れ スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 株式会社弘報舘

49 競技及び会場に係る資料等の翻訳業務委託（単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 大日本印刷株式会社

50 茨城カシマスタジアム周辺交通対策業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 特別契約 株式会社エール・クリエート

51 ホッケー人工芝及び敷設関連資材の国際輸送・輸入手配及び物流サポート業務委託（２） 輸送・物流業務関係 特別契約 積水樹脂株式会社

52 「チケット販売等における情報提供について」の点字データ化委託（その２） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 社会福祉法人日本点字図書館

53 大会運営物流業務の委託（Bump-in 業務）(個別契約その８) 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

54 大会ボランティア役割別研修にかかるe-learning動画制作業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社ワールド

55 Web配信およびアプリ組み込み用東京2020公式フォント作成業務委託 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社モリサワ

56 関係者輸送ルートに係る一般道の路面表示及び看板設置工事（大会ルート-東京圏） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 北海道技建株式会社

57 ＰＣケースの調達に係る業務委託 テクノロジーサービス関係 競争入札 トマトランド株式会社

58 仮設電気引込会場における包括的な電気需給契約 大会運営に関するサービス関係 パートナー供給 ＪＸＴＧエネルギー株式会社

59 一般廃棄物収集運搬業務委託（オリンピックスタジアム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社増渕商店

60 テクノロジーリハーサル１に伴う仮設電気供給工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社関電工

61 Concession Review、4thCNW Reviewおよび6thFNB Reviewにおける日英同時・逐次通訳業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

62 IBC/MPC 電源の変換プラグ等の購入(2･3月分) 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 城下工業株式会社

63 NTOの本大会時交通費計算及び鉄道乗車券類、航空券等発券に関する業務委託 大会運営に関するサービス関係
競争入札（パート
ナー供給）

東武トップツアーズ株式会社

64 自転車トラック競技の競技用備品の買入れ（一般備品） スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社イベント・トゥエンティ・ワン

65 大会時の電話通訳サービス運営等業務委託（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社ブリックス

66 テストイベント実施業務委託（8）〔個別契約 バレーボール（バレーボール）その1〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約
ＦＣＣ・セレスポ共同企業体(株式会社フジクリエイティブコーポレーション・株式会
社セレスポ)

67 大会関係者向け携帯端末の購入(2020年4月分) 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

68 職員向け携帯端末の購入３ 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

69 競歩コース整備にかかる中央分離帯撤去・復旧工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大同舗道株式会社

70 オリンピックマラソンコース競技にかかる北3条広場改修工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 鹿島道路株式会社

71 キークライアントサービスセンター設計業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社ディー・サイン

72 キークライアントサービスセンター設置工事に伴うプロジェクト管理業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 ジョーンズ ラング ラサール株式会社

73 氷の製造、配送の業務委託（北海道） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 橋製氷株式会社

74 氷の製造、配送の業務委託（宮城・福島） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社青葉冷凍

75 氷の製造、配送の業務委託（東京・千葉・茨城・神奈川・静岡） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 小久保製氷冷蔵株式会社

76 データネットワーク関連業務委託（MDC構築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

77 役割別研修講師ユニフォームの買入れ 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

78 自転車トラック競技のバンクリペア業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社加藤工芸社

79 射撃競技 銃砲・実包輸出入等支援業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 東武トップツアーズ株式会社

80 IOCのRule50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 日本コンベンションサービス株式会社

81 飲食サービスアドバイザリー業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 少額特定 Ｊ． Ｍａｔｔｈｅｗｓ Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ Ｌｔｄ

82 テストイベント実施業務委託（１）〔個別契約 スポーツクライミング その１〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

83 会場整備局 Non Games Time Pass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

84 自家用電気工物の保安管理業務に関する委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 下山 孝信

85 テストイベント実施業務委託（１）〔個別契約  スポーツクライミング  その２〕 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社電通

86 ボッチャテストイベント用無線機の借入れ（羽田） テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

87 ボッチャテストイベント用無線機の借入れ（成田） テクノロジーサービス関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

88 東京オリンピックマラソン競技及び競歩競技実施業務委託【基本契約及び個別契約（その１）】 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社北海道新聞社

29/34



2019年度台帳
No 案件名 案件分類 契約方法 契約企業名

89 【IF承認済備品】自転車トラック競技の競技用備品の賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 株式会社ダスキン

90 競技会場における飲食提供の業務委託(霞ヶ関カンツリー俱楽部)【総価・単価】 飲食関連 特別契約 ＨＲＴニューオータニ株式会社

91 Coordinators workshop等における逐次及び同時通訳（日・英）委託契約 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

92 東京2020大会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
競争入札（パート
ナー供給）

大日本印刷株式会社

93 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 Ｓａｍｓｕｎｇ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

94 エネルギーモニタリングシステム用のＰＣの借入れ 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／三井住友トラスト・パナソ
ニックファイナンス株式会社

95 採火式・引継式（3月／ギリシャ）における役員派遣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 特別契約 株式会社サイマル・インターナショナル

96 ビーチバレーボール競技における砂の購入 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 公益財団法人日本バレーボール協会

97 パラリンピック22競技映像更新制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社文化工房

98 大会運営用ＰＣ周辺機器の借入れ テクノロジーサービス関係
パートナー供給／
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／三井住友トラスト・パナソ
ニックファイナンス株式会社

99 ソーシャルハブサービス業務 イベント・広報・印刷関係 特別契約 株式会社パソナ

100 役割別研修に関わる感染防止のための手指殺菌・消毒剤購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 株式会社イノメディックス

101 ドライブレコーダーの取付作業 イベント・広報・印刷関係 少額特定 トヨタ自動車株式会社

102 音声ネットワーク関連業務委託（音声制御サービス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

103 音声ネットワーク関連業務委託（音声制御機器構築） 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

104 音声ネットワーク関連業務委託（音声制御機器保守） 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

105 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 日本電気株式会社

106 音声ネットワーク関連業務委託（音声用回線サービス３） 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

107 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

108 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 ＯＭＥＧＡ ＬＩＭＩＴＥＤ

109 IOC理事会への役員出席（テレビ会議）に伴う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 少額特定 株式会社サイマル・インターナショナル

110 会場毎の警備実施計画策定業務委託(一都三県) 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

111 会場毎の警備実施計画策定業務委託(北海道・福島・静岡) 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

112 会場毎の警備実施計画策定業務委託(宮城・茨城) セキュリティ関係 パートナー供給 セコム株式会社

113 ボッチャテストイベントにおける仮設電源供給業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社千葉共立

114 IPCプロジェクトの進捗確認打ち合わせに係る逐次通訳（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

115 スポーツクライミングテストイベントにおける業務用無線サービス提供役務 テクノロジーサービス関係 特別契約 日本電気株式会社

116 テストイベント実施業務委託（３）〔個別契約 ボッチャ〕 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

117 テクノロジーリハーサルTRO向けユニフォームの買入れ 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

118 産業廃棄物（乾電池・蛍光管）処分業務委託（ＩＢＣ／ＭＰＣ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 Ｊ＆Ｔ環境株式会社

119 放射線部門システム向けサーバーの購入 セキュリティ関係 パートナー供給 富士通株式会社

120 役割別研修講師ユニフォームの買入れ（その２） 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

121 フリートドライバー研修映像 制作業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社ペンタゴン

122 テストイベントにおける競技運営用AVサービス業務委託 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

123 編集制作業務における翻訳業務委託（2020年度）（複数単価契約） 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社インターグループ

124 有明体操競技場表題登記に関する業務委託 コンサル・調査・専門業務関係 複数見積 土地家屋調査士法人サン合同事務所

125 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 富士通株式会社

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

127 オフィス移転（3月移転分）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） 少額特定 ＡＬＳＯＫ常駐警備株式会社

128 バスの借上げに関する業務委託（成田空港テスト） 輸送・物流業務関係 少額特定 東京空港交通株式会社

129 オフィス移転（3月移転分）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） 少額特定 セントラル警備保障株式会社

130 特大ランプバス内環境整備業務委託（成田空港テスト） 輸送・物流業務関係 少額特定 株式会社野澤組

131 ソフトウェアライセンスの買入れ 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

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

133 輸送デポ管理施設等整備工事監理等業務委託【晴海二丁目・新砂輸送デポ】 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社翔設計

134 スポーツクライミング競技に係る高所作業車の賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 複数見積 西尾レントオール株式会社

135 データネットワーク関連業務委託（インターネット回線サービス１２） 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

136 鍵の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 株式会社スパックエキスプレス

137 聖火リレー実施運営業務等委託（個別契約その３） イベント・広報・印刷関係 プロポーザル 株式会社電通

138 セーリング競技における競技ウェアの買入れ（ロングスリーブポロシャツ） スポーツ備品・競技運営関係 パートナー供給 株式会社アシックス

139 海外アドバイザーとの打ち合わせ等に係る逐次通訳（日英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 日本コンベンションサービス株式会社

140 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

141 データネットワーク関連業務委託（専用回線サービス） 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

142 モバイルWi-Fiルータ20台の購入 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

143 晴海トリトンスクエア内3月分移転に伴う什器備品等物品搬送設置業務委託 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
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144 車いすフェンシング競技における備品の国内輸送に係る業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 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

145 安全靴の買入れ（工事監督用） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

146 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

147 選手村冷蔵・冷凍コンテナ設置・撤去等業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社奥井組

148 輸送デポ管理施設等整備工事（西新宿車両待機場・葛西臨海公園駐車場） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社淺沼組

149 馬事公苑内グルーム用宿泊施設運営に関する業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 株式会社ダスキン

150 東京2020オリンピック競技大会100日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 株式会社京王エージェンシー

151 ハンドリフトの借入れ 輸送・物流業務関係 競争入札 西尾レントオール株式会社

152 ドーピング検査キット等消耗品の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 Ｂｅｒｌｉｎｇｅｒ Ｓｐｅｃｉａｌ ＡＧ

153 選手村宿泊棟用医療用備品の賃貸借 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社ＭＭコーポレーション

154 選手村宿泊棟用医療用消耗品の買入れ（単価契約） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社イノメディックス

155 大会スタッフ向け汗拭きシートの製造委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社タイキ

156 競技会場等における鉄柵の借入れ（その２） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 西尾レントオール株式会社

157 競技会場等における鉄柵の借入れ（その３） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社スリーライク

158 UACに係る仮設電源供給契約 大会運営に関するサービス関係 パートナー供給 Ａｇｇｒｅｋｏ Ｊａｐａｎ株式会社

159 競技会場及び関連施設におけるFF＆E（家具・什器・備品）の借入れ（柵関係） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 山王スペース＆レンタル株式会社

160 産業廃棄物（プラスチック）収集運搬・処分業務委託（オリンピックスタジアム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 有明興業株式会社

161
産業廃棄物(プラスチック)収集運搬・処分業務委託(馬事公苑、武蔵野の森総合スポーツプラザ、東京ス
タジアム)【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 有明興業株式会社

162
産業廃棄物(プラスチック)収集運搬・処分業務委託(有明アリーナ、有明体操競技場、有明アーバンス
ポーツパーク、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場)【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 有明興業株式会社

163 関係者輸送ルートに係る一般道の看板設置工事（大会ルート-東京圏外） 建築・土木工事・設計関係 競争入札 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社

164 古紙資源化業務委託（江の島ヨットハーバー）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 株式会社金澤紙業

165 清掃業務委託(茨城カシマスタジアム) 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社高野臨海商事

166 清掃業務委託（富士スピードウェイ） 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社トヨタエンタプライズ

167 東京2020パラリンピック競技大会100日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 凸版印刷株式会社

168 輸送デポ管理施設等整備工事(成田空港車両待機場) 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社淺沼組

169 高所作業車等調達業務（その１） 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社アクティオ

170 自転車ロード競技におけるルーフラックの買い入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 Ｒｏｏｆ Ｒａｃｋｓ Ｃｈａｎｔａｌ

171 東京2020大会ラボラトリー セキュリティフェンス等設置業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社德祥

172 輸送広報業務委託（地方会場） 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

173 競技会場における飲食提供等の業務委託（国技館）【総価・単価】 飲食関連 特別契約 国技館サービス株式会社

174 役割別研修の「CPR/AED（一時救命処置）技能実習」で使用する備品・消耗品の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社イノメディックス

175 パートナーワークショップに係る事前準備及び実施運営等業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社コングレ

2020年3月

1 ＩＣＴ機器の買入れ テクノロジーサービス関係 パートナー供給 アリババクラウド・ジャパンサービス株式会社

2 表彰台製作の製造業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約
プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社・エス・ラボ株式会社・株式会社
丹青社 コンソーシアム

3 観客用Wi-Fiサービス（東京体育館） 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

4 大会の飲料提供のためのコカ・コーラ社冷蔵クーラー等の調達、設置及び撤去に関する委託 飲食関連 パートナー供給 日本コカ·コーラ株式会社

5 Most Cheerful Stadiumプロジェクトに係るAI Music作成業務委託 テクノロジーサービス関係 パートナー供給 Ｉｎｔｅｌ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ Ｄｉｖｉｓｉｏｎ ＬＬＣ

6 携帯電話用ＡＣアダプタの買入れ（１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 サムスン電子ジャパン株式会社

7 携帯電話用ＡＣアダプタの買入れ（２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 サムスン電子ジャパン株式会社

8
産業廃棄物（びん、缶、ペットボトル、不燃物）収集運搬・処分業務委託（大井ホッケー競技場）【単価
契約】

清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社木下フレンド

9 産業廃棄物（乾電池）収集運搬・処分業務委託（宮城スタジアム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 少額特定 Ｊ＆Ｔ環境株式会社

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

11 データネットワーク関連業務委託（WAN要件追加） 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

12 ネットワーク機器の借入れ(2020年3月分) 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／シスコシステムズキャピタル株式会社

13 馬術競技における牽引台車用トラクターの借入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 日本ニューホランド株式会社

14 代々木競技場仮設木製床材の輸入通関及び配送業務委託（第１期納品分） 輸送・物流業務関係 パートナー供給 ヤマトロジスティクス株式会社

15 代々木競技場 本大会用仮設木製床材の購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 ＧＥＲＦＬＯＲ ＳＡＳ

16 聖火リレー到着式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

17 PCCのセキュリティ設定変更に伴う配線工事等の委託 建築・土木工事・設計関係 少額特定 セコム株式会社

18 青海地下駐車場電波対策工事その２(KDDI) テクノロジーサービス関係 特別契約 ＫＤＤＩ株式会社

19 馬術競技会場（馬事公苑）におけるジャッジハット加工整備工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 大成建設株式会社

20 無線分野におけるアドバイザー業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 Ｄｕｎｄａｓｔｅｃｈ Ｌｉｍｉｔｅｄ

21 テストイベント実施業務委託（１）〔個別契約 スポーツクライミング その３〕 大会運営に関するサービス関係 少額特定 株式会社電通

22 ホスピタリティートランスポートツアーに関する業務委託 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）

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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23 データネットワーク関連業務委託（内部監査関連） 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

24 ネットワーク機器キッティング作業(3回目) 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

25 「東京2020号」座席シートカバーの制作業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 株式会社グレイ美術

26 聖火リレー聖火到着式における会場の航空自衛隊松島基地周辺道路の渋滞対策に係る警備委託 セキュリティ関係
複数見積（パート
ナー供給）

セコム株式会社

27 羽田空港における電気設備工事等に関する業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約 日本空港テクノ株式会社

28 観客用Wi-Fi整備における付帯設備整備（大井ホッケー競技場） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社関電工

29 観客用Wi-Fi整備における付帯設備整備（有明テニスの森） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 栗原工業株式会社

30 観客用Wi-Fi整備における付帯設備整備（海の森水上競技場） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 東洋建設株式会社

31 観客用Wi-Fi整備における付帯設備整備（東京アクアティクスセンター） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 東光電気工事株式会社

32 ドコモ代々木ビルOBSビューティーカメラ管路及び電源設置・撤去工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社ＮＴＴファシリティーズ

33 USBケーブルの購入 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

34 廃トナーボックスの購入 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

35 築地輸送デポ消防設備保守業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 富士防災設備株式会社

36 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・ブロードバンドプラットフォーム株式会社

37 放送用ネットワーク関連業務委託（専用線サービス） 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

38 自転車（マウンテンバイク）本大会用フェンスの賃貸借 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 コーユーレンティア株式会社

39 東京2020大会における船舶(リブボート）運転業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 株式会社舵社

40 馬術競技における遮蔽幕の買入 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 ローハイド

41 システム関連業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社セレスポ

42 ビブス・アームバンド・リボンのサンプル製作等業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 株式会社エムズウイング

43 ＩＯＣ等との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 競争入札 株式会社サイマル・インターナショナル

44 デジタル素材管理システムの管理運用に係る業務委託（2020年度） 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・セールス・ジャパン合同会社

45 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

46 聖火リレーグランドスター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 株式会社イー・シー・インターナショナル

47 大会向け安否確認サービス 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

48 テストイベント等の感染対策用手指殺菌・消毒剤（消耗品）の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 株式会社イノメディックス

49 東京2020 NIPPONフェスティバル広報・告知等ポスター・ステッカー等の制作業務委託 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

50 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

51 2020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 観客用Wi-Fi整備における付帯設備整備（東京辰巳国際水泳場） 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社進誠

53 本大会用墜落制止用器具の購入【複数見積】 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 株式会社ワークマン

54 テストイベント等の感染対策用非接触体温計の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 日本精密測器株式会社

55 セキュリティケーブルの購入 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

56 機密文書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

57 オリンピック聖火リレー等における感染防止のための手指殺菌・消毒剤購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 株式会社大木

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

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

60 「IOC セキュリティ担当との電話会議」に係る逐次通訳（日・英）業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 複数見積 株式会社インターグループ

61
オリンピックサイクリング村およびパラリンピックトラックサイクリングアコモデーション 仮設オー
バーレイ整備等業務〔個別契約〕

建築・土木工事・設計関係 特別契約 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社

62 PCの借入れ テクノロジーサービス関係 競争入札 オリックス・レンテック株式会社

63 ウエイトリフティング競技 本大会時FOP設営・撤去業務委託 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

64 デスクトップPC・モニターの買入れ 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

65 若洲輸送デポ（若洲一丁目区画）電気需給契約 大会運営に関するサービス関係 パートナー供給 ＪＸＴＧエネルギー株式会社

66 テクノロジーリハーサル２に伴う仮設電気供給工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社関電工

67 有明アリーナ会場における選手用ロッカー据付業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 株式会社第一文眞堂

68 青海アーバンスポーツパークにおける自転車の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 株式会社ブリヂストン

69 モバイルWi-Fiルータの買入れ 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

70 オフィスにおける有人警備等業務委託 セキュリティ関係
競争入札（パート
ナー供給）

綜合警備保障株式会社

71 夢の島公園アーチェリー場における防災無線の音量テストに関する業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 少額特定 株式会社理経

72 東京2020大会 会場内のサインの製作・設置・維持・撤去等に係る業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 特別契約 ノムラプロダクツ・凸版印刷コンソーシアム

73 札幌大通公園・マラソン・競歩の警備実施計画策定業務委託 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

74 データネットワーク関連業務委託（運用業務委託） 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

75 都外ラストマイルのサインの詳細設計と製作・設置・維持・撤去・廃棄に係る業務委託 建築・土木工事・設計関係 特別契約  全標協東京建設共同企業体

76 大会運営用プリンター等機器買入れ及び保守サポート業務委託 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

77 国立代々木競技場の受電設備基礎部設置工事 建築・土木工事・設計関係 特別契約 株式会社関電工
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78 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会聖火台の燃料に関する検証等に係る協定 イベント・広報・印刷関係 特別契約 トヨタ自動車株式会社

79 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台の制作等業務委託 イベント・広報・印刷関係 特別契約 トヨタ自動車株式会社

80 大会運営用PCの修理 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

81 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

82 データネットワーク関連業務委託（FAネットワーク構築） 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

83 Webカメラ及びUSBハブの買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 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

84 電子証明書の買入れ 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

85 セーリング特殊ユニフォームの買入れ スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社フォーチュン

86 システム関連業務委託２ 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

87 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 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社

88 オリンピックスタジアム他８会場における防火防災管理業務に係る一部業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 綜合警備保障株式会社

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

90 タブレットの買入れ テクノロジーサービス関係 パートナー供給 サムスン電子ジャパン株式会社

91 Tokyo 2020 BIL/SIG FA Review 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

92 射撃競技 競技用備品の追加買入れ スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 株式会社銀座銃砲店

93 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 株式会社ベイカレント・コンサルティング

94 ミーティングテーブル・チェアの購入 大会運営に関する設備・什器・備品関係 パートナー供給 コクヨ株式会社

95 音声認識ソフトの購入 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

96 Coordinators Workshop用パナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

97 工事監督用の用具の買入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 少額特定 イシイ株式会社

98 通関に係る問合せ窓口業務の2020年度における委託契約 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

99 築地輸送デポ電気設備保守管理等業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 有限会社ケンエンタープライズ

100 統合プロジェクト管理(PM)支援業務委託(その１） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

101 統合プロジェクト管理(PM)支援業務委託(その２） テクノロジーサービス関係 パートナー供給 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

102 警備業務委託個別契約(2) 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

103 エネルギー業務運営委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 東京電力ホールディングス株式会社

104 IPC FA 会議通訳用パナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社オンザウェイ

105 IPCと組織委員会の各部門会議に係る日英通訳委託 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

106 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 ビーウィズ株式会社

107 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 ビーウィズ株式会社

108 築地輸送デポ非常用発電機設備保守業務委託 大会運営に関するサービス関係 複数見積 株式会社シンワ

109 現場視察用ヘルメットの借入れ オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 複数見積 株式会社城伸

110 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 住商ビルマネージメント株式会社

111 リギング・ライティングアドバイザリー業務委託者向け大会スタッフ用ユニフォームの製作委託 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 アシックスジャパン株式会社

112 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 株式会社ザイマックスアルファ

113
2020年度東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会における内部監査業務等に係る業務委
託契約

コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 ＥＹアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社

114 2020年度税務業務 コンサル・調査・専門業務関係 パートナー供給 ＥＹ税理士法人

115 大会運営用倉庫における什器備品の買入れ① 大会運営に関する設備・什器・備品関係 複数見積 コクヨマーケティング株式会社

116 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 大塚晴海開発株式会社

117 警備業務委託個別契約(3) 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

118 通信分野におけるアドバイザー業務委託 テクノロジーサービス関係 特別契約 株式会社アールシーエー

119 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

120 若洲輸送デポ電気保安管理業務委託 大会運営に関するサービス関係 少額特定 一般財団法人関東電気保安協会

121 ITサービスデスク業務に係わる業務委託(2020年4月-5月) テクノロジーサービス関係 特別契約 ＮＥＣ ＶＡＬＷＡＹ株式会社

122 UACでの倉庫内作業に伴う安全靴の購入 オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） パートナー供給 アシックスジャパン株式会社

123 2020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の業務委託（複数単価契約） オフィス関係（オフィス工事・什器・用品・役務他） 競争入札 ヒューマン・フロンティア株式会社

124 オフィス退去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 住商ビルマネージメント株式会社

125 築地輸送デポ勝どき門駐車場乗用エレベーター保守業務委託 大会運営に関するサービス関係 特別契約 中央エレベーター工業株式会社

126 一般廃棄物収集運搬業務委託（幕張メッセ）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社中屋總業

127 ドーピング検査キット等消耗品購入にかかる通関業務及び国内配送業務委託 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

128 競技会場のミックスゾーンにおけるパネル及びパーテーションの調達等に関する業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社トーガシ

129
東京2020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(白金車両待機場・羽田空
港車両待機場・高輪車両待機場)

建築・土木工事・設計関係 競争入札 郡リース株式会社

130 東京2020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(晴海三丁目車両待機場) 建築・土木工事・設計関係 競争入札 千代田建設興業株式会社

131 福島駅西口臨時通路整備工事及び撤去・復旧工事 建築・土木工事・設計関係 競争入札 株式会社竜門園

132 給水機の調達及び設置撤去等業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 ウォータースタンド株式会社

33/34



2019年度台帳
No 案件名 案件分類 契約方法 契約企業名

133 晴海の選手村における段差解消用スロープの調達及び設置・撤去業務委託 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社デザインアーク

134 大会時のMPCの会見室における同時通訳機材手配等に係る業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 競争入札 株式会社東京コムエンス

135 大会運営用デスクトッププリンター・複合機のリース テクノロジーサービス関係
パートナー供給／
リース契約

キャノンマーケティングジャパン株式会社/オリックス・レンテック株式会社

136 競技会場における飲食提供等の業務委託(宮城スタジアム) 飲食関連 特別契約 株式会社ベガルタ仙台

137 2020年IOC・IPC主催国際会議の運営業務委託 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 特別契約 株式会社コンベンションリンケージ

138 清掃業務委託（築地輸送デポ・若洲輸送デポ・その他施設） 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 東急ファシリティサービス株式会社

139 暑さ対策品保管用冷凍庫の借入れ 大会運営に関する設備・什器・備品関係 競争入札 株式会社葛飾冷機センター

140 大会ボランティア及びコラボレーター用氷菓の買入れ 飲食関連 競争入札 国分フードクリエイト株式会社

141 海の森水上競技場コース測量業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 競争入札 株式会社ＣＳＳ技術開発

142 診療材料小分け業務委託 大会運営に関するサービス関係 競争入札 日本船舶薬品株式会社

143 一般廃棄物収集運搬業務委託（築地輸送デポ・若洲輸送デポ・その他施設）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 広陽サービス株式会社

144
産業廃棄物（ペットボトル等）収集運搬・処分業務委託（築地輸送デポ・若洲輸送デポ・その他施設）
【単価契約】

清掃・廃棄物処理等関連 競争入札 株式会社木下フレンド

145 オリンピック聖火リレーで使用する車両のタイヤ交換 イベント・広報・印刷関係 パートナー供給 株式会社ブリヂストン

146 馬糞コンテナ設置及び処理業務委託（東京スタジアム）【単価契約】 清掃・廃棄物処理等関連 特別契約 株式会社増建

147 ハンドボールゴールの撤去及び解体に係る業務委託 スポーツ備品・競技運営関係 特別契約 セノー株式会社

148 IOC宿泊レビューでのホテル視察時用パナガイドの借入れ 会議運営・通訳・翻訳・語学研修関係 少額特定 株式会社オンザウェイ
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