
＜平成29年度に公費が充当された契約一覧＞

仮設等

有明北1丁目7番地敷地測量委託 株式会社パスコ 指名競争入札 9,720,000

有明体操競技場　新築工事基本設計 株式会社日建設計 プロポーザル方式 183,600,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場計画に係るアドバイザ
リー業務委託

ポピュラス・ジャパン株式会社 特別契約 99,360,000

有明一丁目7番地敷地地盤調査委託 株式会社アクアテルス 指名競争入札 2,160,000

有明体操競技場新築工事 DB発注図書作成等業務委託 株式会社日建設計 特別契約 305,640,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場ブロックプラン設計委
託

パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 27,000,000

IBC・MPC整備工事基本設計業務委託 株式会社佐藤総合計画 競争入札 100,155,960

海の森クロスカントリーコース樹木調査委託 アゴラ造園株式会社 競争入札 9,666,000

海の森クロスカントリーコース芝コース基本計画業務委託 JRAファシリティーズ株式会社 特別契約 11,664,000

選手村既存倉庫耐震診断調査業務委託 株式会社日本設計 競争入札 29,700,000

海の森水上競技場ケーブルカム配置検討委託
パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 4,536,000

海の森クロスカントリー樹木移植準備工事 株式会社日比谷アメニス 競争入札 11,988,000

海の森クロスカントリーコース測量委託 株式会社CSS技術開発 競争入札 6,937,488

モデルベニューエクササイズアドバイザリー業務委託 ポピュラス・ジャパン株式会社 特別契約 73,311,170

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会オーバーレイプラン作成業
務委託

パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 154,440,000

選手村ビレッジプラザ新築工事基本設計業務委託 株式会社日建設計 プロポーザル方式 44,820,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場計画に係るアドバイザ
リー業務委託（その２）

ポピュラス・ジャパン株式会社 特別契約 40,000,000

有明体操競技場新築工事 清水建設株式会社 競争入札 20,520,000,000

オーバーレイ等標準仕様検討委託 株式会社電通テック 競争入札 778,572

選手村仕様の設計等に関する協定書
三井不動産レジデンシャル株式会
社他10社

特別契約 1,875,960,000

伊豆ベロドローム・伊豆マウンテンバイク会場整備工事基本設計業務委託 株式会社大建設計 東京事務所 競争入札 65,098,080

土地利用の履歴等調査委託（青海三丁目ほか3か所） 株式会社イー・アール・エス 競争入札 1,944,000

海の森クロスカントリー競技コース整備設計委託
株式会社東京ランドスケープ研究
所

競争入札 16,000,000

海の森クロスカントリーコースアドバイザー業務委託（その１） JRAファシリティーズ株式会社 特別契約 5,721,008

海の森クロスカントリーコース樹木移植工事 株式会社日比谷アメニス 競争入札 51,276,240

会場整備に係るコストマネジメント検討業務委託
株式会社サトウファシリティーズコ
ンサルタンツ

特別契約 37,800,000

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
株式会社山下ピー・エム・コンサル
タンツ

競争入札 162,000,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場計画に係るアドバイザ
リー業務委託（その3）

ポピュラス・ジャパン株式会社 特別契約 121,956,300

東京国際フォーラム ウエイトリフティング競技衝撃荷重実験業務委託 大成建設株式会社 特別契約 1,998,000

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(1)海の森水上競技場ほか6会場
パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

競争入札 205,200,000

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(2)オリンピックスタジアムほか3会場 株式会社梓設計 競争入札 140,400,000

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(3)有明アリーナほか8会場 久米・東畑・石本設計共同体 競争入札 212,025,600

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(4)幕張メッセ・Aホールほか10会場 株式会社INA新建築研究所 競争入札 164,407,320

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(5)オリンピックアクアティクスセンター
ほか4会場

株式会社日総建 競争入札 164,916,000

調達方法 契約金額（円）

東京2020大会に係る
共同実施事業の契約案件一覧

契約件名 契約者

資料2

1/30



調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(6)陸上自衛隊朝霞訓練場
パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

競争入札 67,500,000

選手村仕様の設計等に関する協定書（その2）
三井不動産レジデンシャル株式会
社他9社

特別契約 208,440,000

会場整備に係るコストマネジメント検討業務委託（その2）
株式会社サトウファシリティーズコ
ンサルタンツ

特別契約 103,248,000

海の森クロスカントリーコース測量委託（その2） 株式会社CSS技術開発 複数見積 918,000

2017年度海の森クロスカントリーコース整備工事 西武造園株式会社 東日本支店 競争入札 596,916,000

選手村メインダイニング新築工事基本設計業務委託 株式会社東急設計コンサルタント 競争入札 23,760,000

選手村メインダイニング地盤調査委託
株式会社建設技術コンサルタント
東京営業所

競争入札 2,127,600

有明BMXコース測量委託 株式会社CSS技術開発 競争入札 6,800,000

選手村仕様の設計等に関する協定書（その2）の一部を変更する協定
三井不動産レジデンシャル株式会
社他9社

特別契約 184,842,000

選手村仕様の基本設計に関する協定書（商業棟基本設計） 三井不動産株式会社 特別契約 55,512,000

選手村ビレッジプラザ敷地測量委託 第一航業株式会社 複数見積 972,000

選手村既存倉庫改修設計業務委託 株式会社大誠建築設計事務所 競争入札 78,300,000

選手村ビレッジプラザの提供木材調整業務委託 株式会社日建設計 特別契約 27,972,000

選手村ビレッジプラザ地盤調査委託 大和基礎設計株式会社 競争入札 1,998,000

東京辰巳国際水泳場ほか測量委託 株式会社パスコ 東京支店 競争入札 10,260,000

東京辰巳国際水泳場ほか地盤調査委託 関東地質株式会社 競争入札 3,078,000

仮設オーバーレイ等共通標準図作成委託
パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

競争入札 28,080,000

水供給排水処理システム検討委託 株式会社電通ライブ 競争入札 5,962,059

陸上自衛隊朝霞訓練場測量調査委託 第一航業株式会社 競争入札 3,888,000

陸上自衛隊朝霞訓練場地盤調査委託 関東地質株式会社 競争入札 5,140,800

CADオペレーション／設計補助 株式会社パソナ 特別契約 1時間あたり2,580円

エネルギー

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会エネルギー供給検討業務
委託

東電タウンプランニング株式会社
地域開発カンパニー

特別契約 33,480,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会エネルギー供給検討業務
委託その２

東電タウンプランニング株式会社
地域開発カンパニー

特別契約 23,544,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会エネルギー供給検討業務委
託その3

東電タウンプランニング株式会社
地域開発カンパニー

特別契約 49,993,200

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会電気設備診断業務委託 東京電力パワーグリッド株式会社 特別契約 25,488,000

テクノロジー

PRIS（Paralympic Results and Information Services）契約締結
International Paralympic
Committee

特別契約 ※1 57,939,200

周波数利用に関する調整業務及び体制等係る基本調査・検討の業務委託 一般財団法人電波技術協会 特別契約 17,992,800

A＆V設備 フィジビリティスタディの委託
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 首都圏部門

パートナー供給 ※2

電気通信設備の構築工事等の実施に関する協定書
東日本電信電話株式会社、西日
本電信電話株式会社

パートナー供給 ※6

無線周波数管理業務に必要な競技場の周波数特性に係る調査検討の業
務委託

株式会社エヌエイチケイアイテック 競争入札 4,795,200

業務用無線サービス提供にかかる詳細設計委託 日本電気株式会社 特別契約 62,920,800

通信サービス提供に係る会場内ケーブリングルート設計の実施
東日本電信電話株式会社、西日
本電信電話株式会社

パートナー供給 188,784,000

Tokyo2020　プロジェクトマネジメントおよびソリューション・アーキテクティン
グに関するコンサルティング支援

シスコシステムズ合同会社 パートナー供給 165,240,000

周波数利用に係る調整基準案の基本検討及び周波数調整管理実施要領
等に関する調査・検討の業務委託

一般財団法人電波技術協会 競争入札 28,576,800

業務用無線及び周波数調整に係るDundas Tec Ltd.とのコンサルタント契
約実施について

Dundas Tech Ltd. 特別契約 ※1 6,974,832

オリンピックアクアティクスセンター（仮称）オーバーレイ大型映像設備工事 株式会社大林組 東京本店 特別契約 1,177,200,000

（€440,000）

（£45,600）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

輸送

オリンピック・レーン等交通影響調査の業務委託
パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

競争入札 43,200,000

第32回東京オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会に
おける大会関係者輸送用バスの調達及び運用に係る業務委託

KNT-CTホールディングス株式会
社

パートナー供給 24,033,996

セキュリティ

スクリーニング実証実験の計画立案分析に係る業務支援委託
セコム株式会社、綜合警備保障株
式会社

パートナー供給 29,000,000

警備計画策定に係るセキュリティプランニング業務委託
セコム株式会社、綜合警備保障株
式会社

パートナー供給 25,375,000

オペレーション等

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会専用アンチ・ドーピングラボラ
トリー運営業務委託

株式会社LSIメディエンス 特別契約 1,784,911,359

厨房設計等に係る業務委託 キッチンテクノ株式会社 競争入札 1,080,000

路上競技実施に伴う交通影響検討委託
パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 972,000

会場医療計画に関するコンサルティング契約 Emma Painter 特別契約 6,000,000

トライアスロン競技実施に係る規制計画・人員配置計画実施委託 株式会社セレスポ 特別契約 4,536,000

国際競走馬輸送に係るアドバイザーコンサル委託 Peden Bloodstock GmbH 特別契約 ※1 117,605,817

東京オリンピック・パラリンピック競技大会自転車ロードレースにおける人員
配置計画等策定支援業務委託

株式会社博報堂 競争入札 69,001,200

スポーツプレゼンテーション実施の検討に向けた基本計画策定支援業務
委託

株式会社電通 競争入札 19,999,999

＜平成30年度に公費が充当された契約一覧＞

仮設等

有明体操競技場新築工事 清水建設株式会社 競争入札 ※3 再掲

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(1)海の森水上競技場ほか6会場
パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

競争入札 ※3 再掲

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(3)有明アリーナほか8会場 久米・東畑・石本設計共同体 競争入札 ※3 再掲

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(5)オリンピックアクアティクスセンター
ほか4会場

株式会社日総建 競争入札 ※3 再掲

2017年度海の森クロスカントリーコース整備工事 西武造園株式会社 東日本支店 競争入札 ※4 71,668,800

CADオペレーション／設計補助 株式会社パソナ 特別契約 ※3 再掲

有明体操競技場新築工事設計監修・工事監理業務委託 株式会社日建設計 特別契約 397,440,000

馬術競技会場（馬事公苑）仮設施設・オーバーレイ実施設計業務委託 株式会社山下設計 特別契約 340,059,840

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場及び会場に関連す
る非競技会場施設等へのルック及びスペクタキュラー等の配置に係る調
査・実施計画等策定業務委託

株式会社電通 競争入札 65,000,000

IBC/MPC 整備工事実施設計業務委託 株式会社佐藤総合計画 特別契約 405,324,000

海の森クロスカントリーコースアドバイザー業務委託（その2） JRAファシリティーズ株式会社 特別契約 14,613,016

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(7) 自転車ロードレース2会場 株式会社石本建築事務所 特別契約 38,124,000

伊豆ベロドローム・伊豆マウンテンバイク会場整備工事実施設計業務委託 株式会社大建設計 東京事務所 特別契約 137,903,000

選手村トランスポートモール基本設計業務委託
中央コンサルタンツ株式会社 東京
支店

特別契約 13,284,000

選手村関連施設改修その他仮設基本設計業務委託
株式会社空間デザイン 東京事務
所

競争入札 7,668,000

競技会場用受水槽賃貸借 森松工業株式会社 競争入札 3,348,000

選手村仕様新設工事及び選手村仕様解体工事の施工及び工事監理業務
に関する実施協定書（宿泊棟）

三井不動産レジデンシャル株式会
社他9社

特別契約 44,076,424,320

仮設オーバーレイ等に係るプロジェクトマネジメント業務委託（その２）
山下PMC/日建設計CM/三菱地
所設計共同企業体

特別契約 918,000,000

選手村ビレッジプラザ新築工事実施設計業務委託 株式会社日建設計 特別契約 144,720,000

契約件名 契約者 調達方法 契約金額（円）

（€872,900）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

選手村メインダイニング新築工事DB発注図書作成等業務委託
東急設計コンサルタント・
DesignOffice.Japan 設計共同体

特別契約 45,360,000

選手村仕様の実施設計に関する協定書（商業棟実施設計） 三井不動産株式会社 特別契約 148,500,000

コンテインメントアドバイザリー業務委託 Ivan Maksimov 特別契約 12,273,600

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場計画に係るアドバイザ
リー業務委託（その４）

ポピュラス・ジャパン株式会社 特別契約 138,132,000

オーバーレイブック更新等業務委託（2）【海の森水上競技場ほか7会場】
パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 261,468,000

オーバーレイブック更新等業務委託（3）【幕張メッセ・Aホールほか10会場】
INA・エーシーエ・手島設計共同
体

特別契約 140,184,000

オーバーレイブック更新等業務委託（4）【有明アリーナほか7会場】 久米・東畑・石本設計共同体 特別契約 149,040,000

オーバーレイブック更新等業務委託（5）【オリンピックアクアティクスセンター
ほか4会場】

株式会社日総建 特別契約 139,320,000

東京国際フォーラム仮設オーバーレイ基本設計その２業務委託 株式会社森村設計 特別契約 18,360,000

海の森水上競技場仮設給水引込工事 若築建設株式会社 東京支店 特別契約 2,160,000

海の森クロスカントリーコース整備委託 西武造園株式会社 競争入札 169,398,000

東京国際フォーラム仮設オーバーレイ実施設計業務委託 株式会社森村設計 特別契約 49,431,600

馬術競技会場（馬事公苑）仮設施設・オーバーレイ整備工事 大成建設株式会社 東京支店 特別契約 11,415,600,000

IBC/MPC 整備工事
大和ハウス工業株式会社 東京本
店

競争入札 28,308,960,000

選手村チームプロセシングセンター等整備工事
東急建設・東急リニューアル建設
共同企業体

競争入札 2,797,200,000

IBC/MPC 整備工事監理業務委託 株式会社佐藤総合計画 特別契約 253,800,000

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

クリヤマ株式会社 東京支社 特別契約 1,026,000,000

海の森水上競技場仮設通信設備工事
大成・五洋・佐藤・岩田地崎河川
工事JV

特別契約 34,020,000

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

大成建設株式会社 東京支店 特別契約 3,198,960,000

選手村ビレッジプラザ整備工事
熊谷組・住友林業特定建設工事
共同企業体

競争入札 2,430,000,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務（その
9）横浜スタジアム

清水建設株式会社 特別契約 2,112,480,000

エネルギー

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会エネルギー供給検討業務委
託その4

東電タウンプランニング株式会社
地域開発カンパニー

特別契約 180,923,760

仮設電気設備基本設計業務委託
東電タウンプランニング株式会社
地域開発カンパニー

特別契約 210,600,000

有明体操競技場屋内仮設電気設備整備工事 清水建設株式会社 特別契約 159,840,000

仮設電気設備基本設計業務委託その2
東電タウンプランニング株式会社
地域開発カンパニー

特別契約 379,080,000

仮設電源サービス契約
Aggreko Events Services Japan
Limited

パートナー供給 ※2

テクノロジー

PRIS（Paralympic Results and Information Services）契約締結
International Paralympic
Committee

特別契約 ※3 再掲

電気通信設備の構築工事等の実施に関する協定書
東日本電信電話株式会社、西日
本電信電話株式会社

パートナー供給 ※3 再掲

通信サービス提供に係る会場内ケーブリングルート設計の実施
東日本電信電話株式会社、西日
本電信電話株式会社

パートナー供給 ※3 再掲

Tokyo2020　プロジェクトマネジメントおよびソリューション・アーキテクティン
グに関するコンサルティング支援

シスコシステムズ合同会社 パートナー供給 ※3 再掲

AtosとのParticularised Agreement (PA) 締結 ATOS SPAIN SA, ATOS KK パートナー供給 ※2

データネットワーク関連業務委託（基本設計） 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 327,197,340

ベニュー用プリンタ（OMEGA検証機）
キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

パートナー供給 ※2

OMEGA Lab/ITLテスト用PC/Workstation他（ITLおよびOMEGAラボの機
器導入）　（パナソニック）

横河レンタ・リース株式会社 パートナー供給 ※2

ITLおよびOMEGAラボへのIT機器輸出（その1,その2,その3）
ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

（富士通）大会運営で使用する端末（サーバー・クライアント）のソフト（ライセ
ンス）調達

富士通株式会社 特別契約 3,429,491
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

（NEC）大会運営で使用する端末（サーバー・クライアント）のソフト（ライセン
ス）調達

日本電気株式会社 少額特定 460,080

業務用無線サービス提供に係る広域型中継基地局 構築・検証 日本電気株式会社 特別契約 497,813,000

東京2020大会周波数調整業務等の業務委託 一般財団法人電波技術協会 競争入札 995,815,396

データネットワーク関連業務委託（試験環境等の設計） 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 157,117,320

データネットワーク関連業務委託（詳細設計） 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 335,848,788

警備用ネットワーク関連業務委託（基本設計） 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 53,724,384

データネットワーク関連業務委託（コロケーションサービス）
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 167,667,840

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）
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 67,999,500

ITL及びOMEGAラボのサーバ導入（富士通） 横河レンタ・リース株式会社 パートナー供給 7,308,867

プロフェッショナルサービス契約 Dundas Tech Ltd. 特別契約 ※1 7,741,814

Atos (ITL/OMS/ODS) Labテスト用プリンター等の調達
キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

パートナー供給 ※2

Ａ＆Ｖフィジビリティスタディ－２
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 首都圏部門

パートナー供給 ※2

大会用データネットワークの試験ネットワーク環境等の機器調達
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 25,191,000

OMEGA LabITLテスト用PCWorkstation他（ITLおよびOMEGAラボの機器
導入）

横河レンタ・リース株式会社 パートナー供給 ※2

無線周波数管理業務に必要な競技場の周波数特性に係る調査検討の業
務委託

株式会社エヌエイチケイアイテック 特別契約 19,044,720

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2）
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 62,851,680

データネットワーク関連業務委託（データセンタLAN追加・移行詳細設計） 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 21,845,376

大会用データネットワークのデータセンター環境等の機器調達
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 745,731,608

ITLラボへのIT機器輸送に伴う輸入手続きに関する契約 Plaza Forwarding S.L 特別契約 ※1 2,439,152

大会用データネットワーク機器追加①
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 13,229,244

大会用データネットワーク機器追加②
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 11,149,488

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）
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 178,981,920

輸送

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会東京圏ORN関連検討業務委
託

パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

競争入札 43,200,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る交通・輸送運用検討委
託（地方会場）

パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

競争入札 129,978,000

第32回東京オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会に
おける大会関係者輸送用バスの調達及び運用に係る業務委託

KNT-CTホールディングス株式会
社

パートナー供給 252,640,080

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る交通量調査委託（茨城
カシマスタジアム会場、釣ヶ崎海岸サーフィン会場及び幕張メッセ会場）

株式会社エイテック 東日本支社 競争入札 9,504,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る交通量調査委託（江の
島ヨットハーバー会場及び富士スピードウェイ会場）

株式会社サーベイリサーチセン
ター

競争入札 24,840,000

東京2020大会輸送デポにおける管理施設等基本設計業務委託(築地輸送
デポ)

株式会社翔設計 競争入札 26,179,200

東京2020大会の輸送デポ等における管理施設等に関する検討業務委託 株式会社上野計画事務所 競争入札 37,152,000

東京2020大会輸送デポにおける管理施設等基本設計業務委託(若洲輸送
デポ)

株式会社翔設計 競争入札 10,530,000

リンク旅行時間データの使用許諾
住友電工システムソリューション株
式会社

特別契約 4,094,280

仮設駐車場等の設計委託
東日本総合計画株式会社 首都圏
支店

競争入札 15,055,200

晴海トリトンオフィスY棟入居工事に関する助言業務委託 株式会社日建設計 特別契約 1,728,000

晴海トリトンオフィスY棟入居工事に関する空調設備工事設計業務委託
株式会社大気社 環境システム事
業部 東京支社

特別契約 3,510,000

晴海トリトンオフィスY棟入居工事に関する内装電気設備工事設計業務委
託

住友電設株式会社 東部本部 特別契約 3,888,000

晴海トリトンオフィスY棟入居工事に関する非常用発電機電源設備工事設
計業務委託

住友電設株式会社 東部本部 特別契約 1,512,000

（£51,800）

（€19,215）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

晴海トリトンスクエアオフィス開設(本移転分）における家電の買入れ
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 首都圏部門

パートナー供給 ※2

セキュリティ

2018年度机上演習～危機管理対策本部編～演習業務委託 富士通株式会社 特別契約 15,660,000

選手村宿泊棟における入退管理業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 41,762,880

選手村宿泊棟における入退管理業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 42,734,880

選手村宿泊棟における入退管理業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 43,274,880

選手村宿泊棟における入退管理業務委託 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 53,686,277

スクリーニング実証実験の計画立案と分析に係る業務支援 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 1,998,000

関係者の入場管理(アクセスコントロール資機材） Atos K.K. パートナー供給 ※2

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスクリーニング機器
の設置等に関する業務委託（工区B）

株式会社IHI検査計測 競争入札 1,630,800,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスクリーニング機器
の設置等に関する業務委託（工区C）

株式会社IHI検査計測 競争入札 2,025,000,000

スクリーニング実証実験の計画立案と分析に係る業務支援 セコム株式会社 パートナー供給 27,799,200

関係者の入場管理（アクセスコントロールシステム）用PDCサーバ調達（第
一弾）_ハード購入・保守・構築

富士通株式会社 特別契約 25,146,720

映像監視システム 整備工事
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 首都圏部門

パートナー供給 ※2

関係者の入場管理_平成30年度のPDCサーバー調達について（第2弾） 富士通株式会社 特別契約 24,398,280

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスクリーニング機器
の設置等に関する業務委託（工区A）

綜合警備保障株式会社 競争入札 2,706,355,935

映像監視システム向け伝送装置の調達 株式会社NTTドコモ パートナー供給 1,607,040

関係者の入場管理システム用端末の調達（開発環境用） 株式会社NTTドコモ パートナー供給 201,204

オペレーション等

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会専用アンチ・ドーピングラボラ
トリー運営業務委託

株式会社LSIメディエンス 特別契約 ※3 再掲

会場医療計画に関するコンサルティング契約 Emma Painter 特別契約 ※3 再掲

国際競走馬輸送に係るアドバイザーコンサル委託 Peden Bloodstock GmbH 特別契約 ※3 再掲

東京オリンピック・パラリンピック競技大会自転車ロードレースにおける人員
配置計画等策定支援業務委託

株式会社博報堂 競争入札 ※3 再掲

スポーツプレゼンテーション実施の検討に向けた基本計画策定支援業務
委託

株式会社電通 競争入札 ※3 再掲

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会専用アンチ・ドーピングラボラ
トリー整備準備に係る整備工事発注に必要となる仕様書等各種書類の作
成

株式会社LSIメディエンス 特別契約 50,000,000

東京2020大会入賞メダルデザイン審査運営に係る業務委託
大日本印刷株式会社 情報イノ
ベーション事業部

競争入札 10,052,856

トライアスロン競技実施に係る規制計画・人員配置計画修正業務委託（複
数単価契約）

株式会社セレスポ 特別契約 3,524,938

対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等及び計画支援業務委
託（2）（幕張メッセ）

株式会社アサツーディ・ケイ 競争入札 28,900,800

対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等及び計画支援業務委
託（3）（オリンピックアクアティクスセンター・東京辰巳国際水泳場）

株式会社セイムトゥー 競争入札 58,500,000

大会専用アンチ・ドーピングラボラトリー改修工事 株式会社片山組 競争入札 728,892,000

大会専用アンチ・ドーピングラボラトリー工事監理等業務委託 株式会社梓設計 特別契約 18,684,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会における飲食提供に係る運営計
画コンサルティング業務委託

株式会社フジマック 競争入札 3,780,000

通関に係る問合せ窓口の委託契約（単価契約）
ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等及び計画支援業務委
託（1）（東京国際フォーラム）

株式会社東急エージェンシー 競争入札 19,390,536

対象競技のテストイベント実施に向けた計画立案等及び計画支援業務委
託（11）（有明体操競技場）

株式会社ADKマーケティング・ソ
リューションズ

競争入札 45,792,000

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

株式会社セレスポ 競争入札 16,988,400

自転車競技（ロード）における大会実施計画等策定業務委託 株式会社博報堂 特別契約 90,180,000

東京2020大会オリンピック・パラリンピック競技大会の入賞メダルの製造等
委託(金メッキ液加工および銀圧延版加工)

田中貴金属工業株式会社 特別契約 208,795,865
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東京2020大会ラボラトリー 流し台の買入れ キッチンテクノ株式会社 特別契約 2,484,000

国際ドーピング検査員選定等業務委託
Canadian Centre for Ethic in
Sport

特別契約 11,514,129

アーチェリー競技用バットレスの調達 DANAGE of Scandinavia 特別契約 6,505,885

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会選手村内における選手及び
選手団に対する飲食提供等業務委託（総価契約）」及び「東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会選手村内における従事スタッフ等に対する飲
食提供等業務委託（単価契約）」

エームサービス株式会社 競争入札 6,091,907,160

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における大会運営物流の実
施（個別契約その1）

ヤマトホールディングス株式会社 パートナー供給 ※2

競技会場及び関連施設に対する家具・什器・備品（FF＆E）調達等に関す
るプロジェクトマネジメント業務委託

コーユーレンティア株式会社 競争入札 91,800,000

（仮称）GLP流山Ⅲプロジェクトに係る定期建物賃貸借契約 流山3ロジスティック特定目的会社 特別契約 1,412,906,229

＜令和元年度に公費が充当された契約一覧＞

仮設等

有明体操競技場新築工事 清水建設株式会社 競争入札 ※3 再掲

CADオペレーション／設計補助 株式会社パソナ 特別契約 ※3 再掲

有明体操競技場新築工事設計監修・工事監理業務委託 株式会社日建設計 特別契約 ※3 再掲

競技会場用受水槽賃貸借 森松工業株式会社 競争入札 ※3 再掲

選手村仕様新設工事及び選手村仕様解体工事の施工及び工事監理業務
に関する実施協定書（宿泊棟）

三井不動産レジデンシャル株式会
社他9社

特別契約 ※4 △ 542,046,600

選手村仕様の実施設計に関する協定書（商業棟実施設計） 三井不動産株式会社 特別契約 ※3 再掲

オーバーレイブック更新等業務委託（2）【海の森水上競技場ほか7会場】
パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 ※4 7,560,000

オーバーレイブック更新等業務委託（3）【幕張メッセ・Aホールほか10会場】
INA・エーシーエ・手島設計共同
体

特別契約 ※3 再掲

オーバーレイブック更新等業務委託（4）【有明アリーナほか7会場】 久米・東畑・石本設計共同体 特別契約 ※3 再掲

オーバーレイブック更新等業務委託（5）【オリンピックアクアティクスセンター
ほか4会場】

株式会社日総建 特別契約 ※4 △ 22,356,000

海の森クロスカントリーコース整備委託 西武造園株式会社 競争入札 ※3 再掲

IBC/MPC 整備工事
大和ハウス工業株式会社 東京本
店

競争入札 ※4 1,298,105,040

選手村チームプロセシングセンター等整備工事
東急建設・東急リニューアル建設
共同企業体

競争入札 ※3 再掲

IBC/MPC 整備工事監理業務委託 株式会社佐藤総合計画 特別契約 ※3 再掲

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

クリヤマ株式会社　東京支社 特別契約 ※4 △ 10,166,040

海の森水上競技場仮設通信設備工事
大成・五洋・佐藤・岩田地崎河川
工事JV

特別契約 ※3 再掲

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

大成建設株式会社 東京支店 特別契約 ※3 再掲

選手村ビレッジプラザ整備工事
熊谷組・住友林業特定建設工事
共同企業体

競争入札 ※4 57,739,000

オーバーレイブック更新等業務委託（1）【オリンピックスタジアムほか３会場】 株式会社梓設計 特別契約 144,720,000

会場整備に係るコストマネジメント検討業務委託（その３）
(株)サトウファシリティーズコンサル
タンツ

特別契約 98,820,000

有明BMXコース会場内各競技フィールド実施設計委託
株式会社新日本コンサルタント 東
京本社

競争入札 22,068,160

選手村NOC/NPCサービスセンターその他仮設実施設計業務委託
株式会社空間デザイン 東京事務
所

特別契約 20,142,000

オーバーレイブック更新等業務委託（6）【自転車ロードレース２会場】 株式会社石本建築事務所 特別契約 13,500,000

練習会場　基本設計業務委託（１） 日本交通技術株式会社 競争入札 12,528,000

選手村チームプロセシングセンター等整備工事工事監理業務委託 株式会社大誠建築設計事務所 特別契約 34,344,000

選手村商業棟躯体関連工事及び選手村仕様解体工事の施工及び工事監
理業務に関する協定書（商業棟）

三井不動産株式会社 特別契約 2,795,112,574

選手村ビレッジプラザの提供木材調整業務委託（その２） 株式会社日建設計 特別契約 34,948,800

契約件名 契約者 調達方法 契約金額（円）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

東京オリンピック・パラリンピック競技大会仮設オーバーレイ整備業務(その
4)　さいたまスーパーアリーナ、茨城カシマスタジアム、埼玉スタジアム
2002、横浜国際総合競技場

2020仮設オーバーレイ（その4）整
備事業共同企業体（株式会社電
通ライブ・株式会社ムラヤマ）

競争入札 5,006,317,344

カヌー・スラローム会場仮設電気設備工事 株式会社安川電機　東京支社 特別契約 22,680,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務　日
本武道館（館内・館外）

株式会社竹中工務店　東京本店 特別契約 1,824,483,420

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務(その
６)　陸上自衛隊朝霞訓練場、霞が関カンツリー倶楽部

NES Overlay Ltd 競争入札 8,663,007,070

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

前田・GLイベンツ仮設オーバーレ
イ整備業務共同企業体

競争入札 2,668,236,000

選手村マルチファンクションコンプレックス(商業棟)　大会時内装工事 株式会社エイムクリエイツ 競争入札 1,566,493,676

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務(その
１)　有明アリーナ、有明体操競技場、有明テニスの森

大和ハウス工業株式会社 東京本
店

競争入札 8,519,359,754

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務(その
２)　大井ホッケー競技場、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技
場、カヌー・スラローム会場

大和ハウス工業株式会社 東京本
店

競争入札 12,736,498,290

お台場海浜公園水域水質対策施設基本設計業務委託 日本海洋コンサルタント株式会社 特別契約 5,508,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（福
島あづま球場）

株式会社奥村組　東京支店 競争入札 1,849,128,408

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務(宮
城スタジアム)

大和リース・橋本店特定建設工事
共同企業体

競争入札 1,012,732,163

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

大和リース・TSP太陽特定建設工
事共同企業体

競争入札 6,522,360,047

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

大和リース・TSP太陽特定建設工
事共同企業体

競争入札 4,019,939,590

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務（札
幌ドーム）

大成建設株式会社　札幌支店 特別契約 1,270,033,597

伊豆自転車競技会場整備工事3（仮設建築物） 大和リース株式会社　東京本店 競争入札 2,107,080,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務(その
22)　青海アーバンスポーツ会場

TSP太陽・大和リース特定建設工
事共同企業体

競争入札 2,913,227,469

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）
山下PMC/日建設計CM/三菱地
所設計共同企業体

特別契約 1,817,527,000

CADオペレーション／設計補助(その2) 株式会社パソナ 特別契約 1時間あたり2,580円、2,680円

コンテインメントアドバイザリー業務委託（その２） Ivan Maksimov 特別契約 15,984,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務(その
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

大和ハウス工業株式会社 東京本
店

競争入札 3,790,978,400

伊豆自転車競技会場整備工事１（伊豆ベロドローム他） 清水建設株式会社 競争入札 2,482,700,000

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】

パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 98,280,000

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】 久米・東畑・石本設計共同体 特別契約 97,200,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会　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

五洋建設株式会社　東京土木支
店

特別契約 32,292,000

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 クリヤマ株式会社　東京支社 競争入札 17,031,600

有明体操競技場電気需給契約(2019年度) JXTGエネルギー株式会社 パートナー供給 ※2

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】

株式会社梓設計 特別契約 70,200,000

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 Magic Sky GmbH 特別契約 ※1 336,296,284

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】

前田・GLイベンツ仮設オーバーレ
イ整備業務共同企業体

特別契約 12,420,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会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

株式会社セレスポ 特別契約 171,786,960

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　東京国際フォーラム仮設オー
バーレイ整備工事

戸田建設株式会社　東京支店 特別契約 3,726,690,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会　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

積水化成品工業株式会社 競争入札 8,726,400

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】

株式会社日総建 特別契約 36,709,200

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 株式会社セレスポ 特別契約 203,210,000

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】

INA・エーシーエ・手島設計共同
体

特別契約 95,040,000

有明体操競技場本部席整備工事 清水建設株式会社 特別契約 18,326,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会　トライアスロンプラットフォー
ムテストイベント整備業務

株式会社セレスポ 特別契約 304,560,000

（€2,687,790）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

選手村NOC/NPCサービスセンターその他仮設整備業務
東急建設株式会社　首都圏建築
支店

競争入札 648,120,000

有明体操競技場施設維持管理に関する業務委託 株式会社東京ビッグサイト 特別契約 414,851,800

お台場海浜公園水中スクリーン設置撤去工事 五洋建設株式会社 特別契約 454,850,000

有明体操競技場における都市ガス需給契約(2019年度) JXTGエネルギー株式会社 パートナー供給 ※2

ボッチャ競技における仮設床材の設置等業務委託 クリヤマ株式会社　東京支社 競争入札 27,929,000

練習会場仮設オーバーレイ整備工事監理業務委託 日本交通技術株式会社 特別契約 21,802,000

札幌ドーム　ハイブリッド芝導入及び敷設等業務委託 株式会社K2K 特別契約 110,000,000

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

西濃シェンカー株式会社 競争入札 6,323,703

選手村宿泊棟ルームエアコン設置撤去工事委託
パナソニック建設エンジニアリング
株式会社

特別契約 576,232,441

選手村宿泊棟ルームエアコンリース(パナソニック)
三井住友ファイナンス＆リース株
式会社

パートナー供給 ※2

陸上自衛隊朝霞訓練場における公共下水道への区域外流入に関する分
担金

埼玉県新座市 その他 29,850,000

陸上自衛隊朝霞訓練場における水道施設事業にかかる分担金 埼玉県新座市 その他 3,201,000

選手村宿泊棟仮使用認定に係る申請手数料 東京都中央区 その他 2,646,000

エネルギー

有明体操競技場屋内仮設電気設備整備工事 清水建設株式会社 特別契約 ※3 再掲

仮設電源サービス契約
Aggreko Events Services Japan
Limited

パートナー供給
※2
※4

有明体操競技場屋内仮設電気設備整備工事監理業務委託 株式会社日建設計 特別契約 2,106,000

IBC無停電電源装置設置工事
大和ハウス工業株式会社 東京本
店

特別契約 75,060,000

エネルギーモニタリングシステム基本計画 GEデジタル・ジャパン株式会社 パートナー供給 ※2

エネルギー業務運営及び関連工事監理業務等委託 東電タウンプランニング株式会社 特別契約 1,093,136,000

テストイベント用無停電電源装置の購入 GEグリッドソリューション株式会社 パートナー供給 ※2

テストイベント用無停電電源装置の物流輸送業務委託
ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

競技会場用大型無停電電源装置の購入 GEグリッドソリューション株式会社 パートナー供給 ※2

東京国際フォーラム既設電気室高圧き電盤改修工事 株式会社きんでん　東京支社 特別契約 7,920,000

エネルギーモニタリングシステム設計・導入等業務委託契約 GEデジタル・ジャパン株式会社 パートナー供給 ※2

選手村（晴海）宿泊棟及びMulti Function Complexにおける電気料金
東京電力エナジーパートナー株式
会社、株式会社 NTT ファシリ
ティーズ(支払先)

その他 597,842,201

電源の変換プラグ等の購入(1月分) 城下工業株式会社 複数見積 420,926

大型無停電電源装置の輸送・保管業務委託 日本通運株式会社海運事業支店 特別契約 38,244,828

エネルギーモニタリングシステム用のＰＣの調達(パナソニック)
三井住友トラスト・パナソニックファ
イナンス株式会社

パートナー供給 ※2

電源の変換プラグ等の購入(2･3月分) 城下工業株式会社 複数見積 1,536,128

大型無停電電源装置運用管理業務委託 GEグリッドソリューション株式会社 パートナー供給 ※2

大型無停電電源装置運用管理業務委託に伴う宿泊料金 株式会社JTB パートナー供給 ※2

有明コロシアムの工事費負担金等相当額契約
東京都、東京電力エナジーパート
ナー株式会社

特別契約 27,050,760

有明テニスの森公園の工事費負担金等相当額契約
東京都、東京電力エナジーパート
ナー株式会社

特別契約 27,023,436

東京ビッグサイトの電力インフラ工事費負担金等相当額契約
東京電力エナジーパートナー株式
会社

特別契約 56,911,680

有明体操競技場の受電申し込みに伴う工事負担金等の支払
東京電力パワーグリッド株式会社
(支払先)

その他 16,339,752

有明アリーナの工事費負担金等相当額契約
東京都、東京電力エナジーパート
ナー株式会社

特別契約 34,482,888

福島あづま球場の工事費負担金等相当額の支払 東北電力株式会社(支払先) その他 2,914,547
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

東京ビッグサイトの受電申し込みに伴う工事負担金等の支払
東京電力パワーグリッド株式会社
(支払先)

その他 69,558,720

東京アクアティクスセンターの工事費負担金等相当額契約
東京都、東京電力エナジーパート
ナー株式会社

特別契約 51,123,710

テクノロジー

PRIS（Paralympic Results and Information Services）契約締結
International Paralympic
Committee

特別契約 ※3 再掲

電気通信設備の構築工事等の実施に関する協定書(2017年度)
東日本電信電話株式会社、西日
本電信電話株式会社

パートナー供給 ※3 再掲

オリンピックアクアティクスセンター（仮称）オーバーレイ大型映像設備工事 株式会社大林組 東京本店 特別契約 ※3 再掲

AtosとのParticularised Agreement (PA) 締結 ATOS SPAIN SA, ATOS KK パートナー供給 ※3 再掲

OMEGA Lab/ITLテスト用PC/Workstation他（ITLおよびOMEGAラボの機
器導入）　（パナソニック）

横河レンタ・リース株式会社 パートナー供給 ※3 再掲

業務用無線サービス提供に係る広域型中継基地局 構築・検証 日本電気株式会社 特別契約 ※3 再掲

東京2020大会周波数調整業務等の業務委託 一般財団法人電波技術協会 競争入札 ※3 再掲

データネットワーク関連業務委託（コロケーションサービス）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 41,521,720

ITL及びOMEGAラボのサーバ導入（富士通） 横河レンタ・リース株式会社 パートナー供給 ※3 再掲

大会用データネットワークの試験ネットワーク環境等の機器調達
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※3 再掲

OMEGA LabITLテスト用PCWorkstation他（ITLおよびOMEGAラボの機器
導入）(パナソニック)

横河レンタ・リース株式会社 パートナー供給 ※3 再掲

大会用データネットワークのデータセンター環境等の機器調達
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※3 再掲

大会用データネットワーク機器追加①
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※3 再掲

大会用データネットワーク機器追加②
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※3 再掲

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）（2018年
度）

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※3 再掲

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2）（2018年
度）

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※3 再掲

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）（2018年度）
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※3 再掲

（富士通）大会運営で使用する端末（サーバー・クライアント）のソフト（ライセ
ンス）調達

富士通株式会社 特別契約 14,623,447

（NEC）大会運営で使用する端末（サーバー・クライアント）のソフト（ライセン
ス）調達

日本電気株式会社 特別契約 2,916,000

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３）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 327,265,617

データネットワーク関連業務委託（検証・運用設計）(2018年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 408,113,834

データネットワーク関連業務委託（移行作業その１）(2018年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 40,489,567

映像配信ネットワーク関連業務委託（基本設計）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 28,695,330

晴海トリトンの各センター構築およびオフィス増床に伴うICT環境構築①－
機器の発注

日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 299,592,000

警備用ネットワーク関連業務委託（詳細設計）(2018年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 130,293,036

データネットワーク関連業務委託（運用保守サービス設計構築業務）(2018
年度)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 166,589,722

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４）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 10,260,000

データネットワーク関連業務委託（運用保守業務）(2018年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 266,369,072

流山MDC-EDC構築に伴う機器賃貸借
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 6,645,110

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５）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 162,734,400

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６）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 23,537,692

業務用無線サービスの提供に係る運用のうち、中継基地局及び移動局の
賃貸借業務委託

日本電気株式会社 特別契約 985,528,550
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

警備ネットワーク詳細設計業務に必要なネットワーク機器の賃貸借
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 92,145,600

音声ネットワーク関連業務委託（サービス設計業務）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 49,088,430

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）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 67,833,901

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）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 26,668,440

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７）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 75,192,300

Tokyo2020 ネットワーク導入製品のリスクアナリシスおよび追加脆弱性対応 シスコシステムズ合同会社 パートナー供給 302,400,000

Tokyo2020 ネットワークおよびセキュリティ最適化支援 シスコシステムズ合同会社 パートナー供給 68,083,200

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 29,611,721

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 18,693,118

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 14,279,335

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 21,381,428

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 9,502,721

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 21,030,126

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）
(2019年度)

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 13,255,699

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）(2019年度)

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 22,937,772

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） (2019年度)

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 16,166,099

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）(2019年度)

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 18,596,351

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）(2019年度)

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 11,524,812

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 17,490,138

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）(2019年
度)

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 18,149,628

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 25,445,777

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 64,033,325

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 35,950,542

NESAに基づく機器発注(2019年3月分)
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 214,164,000

NESA（第2回）（2019年4月分_テストイベント追加分他）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 165,483,000

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）
(2019年度)

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 12,344,400,000

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 150,492,218

NESAに基づくネットワーク機器キッティング環境構築 日本電気株式会社 パートナー供給 24,497,809

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）
(2019年度)

西日本電信電話株式会社 パートナー供給 637,200,000

NESAに基づく機器発注(2019年4月分)（二回目）7月納品
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 1,094,754,528

NESAに基づく機器発注(2019年5月分)（三回目）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 591,373,440

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）(2019年度)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 6,036,786

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 36,855,840

Wave1後半テストイベント 競技運営用A&Vサービス業務委託
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

パートナー供給 ※2

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）(2019年度)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 26,659,692

NESAに基づく機器発注(2019年4月分)（二回目）8月納品
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 994,242,600
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

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）(2019年度)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 69,305,760

Wave-2テストイベント　競技運営用A&Vサービス業務委託
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

パートナー供給 ※2

NESAに基づく機器発注(2019年6月分)9月納品
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 696,946,800

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）(2019年度)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 5,863,371

NESAに基づく機器発注(2019年7月分)Venue用11月納品
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 106,092,800

NESA（第4回発注分）(2019年6月分：Venue用10月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 305,791,200

NESA（第6回発注分）(2019年8月分：Venue用10月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 11,954,800

映像配信ネットワーク関連業務委託（詳細設計）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 165,871,750

音声ネットワーク関連業務委託（音声用回線サービス1）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 4,547,612

音声ネットワーク関連業務委託（音声制御サービス1）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 114,085,972

NESAに基づく機器発注(2019年8月分)11月納品
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 218,545,800

NESA（第6回発注分）(2019年9月分：Venue用11月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 6,160,770

NESA（第7回発注分）(2019年9月分：Venue用1月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 1,303,087,500

NESA（第8回発注分）(2019年10月分：Venue用1月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 185,941,800

NESA（第9回発注分）(2019年11月分：Venue用2月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 248,516,400

データネットワーク関連業務委託（WAN回線一括）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 602,227,760

輸送

地方会場の交通・輸送運用調査検討業務委託
パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 82,080,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会 東京圏交通マネジメント検討
業務委託

パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

競争入札 84,844,800

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
事実施設計業務委託(築地輸送デポ)

株式会社翔設計 特別契約 51,279,680

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
事実施設計業務委託（晴海二丁目輸送デポ、新砂輸送デポ）

株式会社翔設計 競争入札 5,381,216

若洲一丁目輸送デポ施設等における電力引込の工事負担金
東京電力エナジーパートナー株式
会社

その他 22,600

若洲二丁目輸送デポ施設等における電力引込の工事負担金
東京電力エナジーパートナー株式
会社

その他 8,700

輸送センター(TROC)向け大型モニターの調達
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　首都圏
部門

パートナー供給 ※2

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
工事実施設計業務委託（若洲輸送デポ）

株式会社翔設計 競争入札 31,818,400

洗車機再活用業務委託（その1） 日本車輌洗滌機株式会社 特別契約 2,268,000

第32回東京オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会に
おける大会関係者輸送用バスの調達及び運用に係る業務委託

KNT-CTホールディングス株式会
社

パートナー供給 395,818,731

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る交通影響検討及び交
通量調査委託

パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 24,084,000

自家給油所に係る屋外燃料貯蔵タンクの購入 コンボルト・ジャパン株式会社 特別契約 65,201,760

中古洗車機の購入（その３） 西武バス株式会社 特別契約 803,000

専用部清掃業務（晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーY17、20、21、
22階）

株式会社ザイマックスアルファ 特別契約 11,472,930

仮設駐車場等の設計委託（その３）
株式会社空間デザイン 東京事務
所

競争入札 23,814,890

仮設駐車場等の設計委託（その４）
株式会社空間デザイン 東京事務
所

競争入札 37,380,475

中古洗車機の購入（その２） 京浜急行バス株式会社 特別契約 1,112,400
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

東京2020大会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)

株式会社翔設計 競争入札 10,413,400

仮設駐車場等の実施設計委託（その１）
東日本総合計画株式会社 首都圏
支店

特別契約 20,486,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の選手村周辺における交通
分析追加検討業務委託

株式会社上野計画事務所 特別契約 6,480,000

晴海トリトンY棟光熱水費・塵芥処理費 住商ビルマネージメント株式会社 特別契約 49,659,402

第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会における
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

首都高速道路株式会社 特別契約 204,896,260

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の輸送デポ等における管理
施設等に関する検討業務委託（その２）

株式会社上野計画事務所 競争入札 12,430,000

第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会における
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

東日本高速道路株式会社　関東
支社

特別契約 144,091,200

第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会における
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

中日本高速道路株式会社　八王
子支社

特別契約 25,710,300

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）

株式会社翔設計 競争入札 5,982,300

中古洗車機の購入（その１） 東京都交通局 特別契約 2,028,261

輸送センターシステムで利用する鉄道運行情報提供サービスの利用
株式会社JR東日本アイステイショ
ンズ

特別契約 4,320,000

輸送センターにおける複合機の賃貸借契約
キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

特別契約 1,833,723

仮設駐車場等の設計委託（その５）
東日本総合計画株式会社 首都圏
支店

競争入札 17,160,000

晴海二丁目輸送デポ整備工事に伴う仮囲い管理業務 千代田建設興業株式会社 特別契約 1,221,455

車両認証／駐車許可証（VAPPs）の製作に関する業務委託 凸版印刷株式会社 パートナー供給 ※2

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

パートナー供給 ※2

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送ルート地図の制作業務
委託

株式会社ゼンリン 特別契約 99,990,000

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 グランド印刷株式会社 複数見積 498,916

輸送センター用パーソナルコンピューターのレンタル契約(パナソニック) 横河レンタ・リース株式会社 パートナー供給 ※2

第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会における
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

中日本高速道路株式会社　八王
子支社

特別契約 25,710,300

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（晴海二丁目輸送デポ・新砂輸送デポ）

株式会社淺沼組　東京本店 競争入札 104,500,000

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）

北海道技建株式会社 競争入札 211,222,000

アプリケーションソフトの使用許諾 株式会社大塚商会 特別契約 102,960

フリート車両におけるOBS先行車両の高速料金（2019年度） トヨタファイナンス株式会社 その他 7,960,500

晴海トリトンスクエア定期建物賃貸借契約に基づく賃借料支払い（輸送セン
ター分）

住商ビルマネージメント株式会社 特別契約 73,487,165

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における観客シャトルバス乗
降場の整備に伴う路上機器等の移設工事

東京電力パワーグリッド株式会社 その他 6,855,405

セキュリティ

選手村宿泊棟における入退管理業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 ※3 再掲

選手村宿泊棟における入退管理業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 ※3 再掲

選手村宿泊棟における入退管理業務委託 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 ※3 再掲

関係者の入場管理（アクセスコントロール資機材） Atos K.K. パートナー供給 ※3 再掲

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスクリーニング機器
の設置等に関する業務委託（工区B）

株式会社IHI検査計測 競争入札 ※3 再掲

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスクリーニング機器
の設置等に関する業務委託（工区C）

株式会社IHI検査計測 競争入札 ※3 再掲

関係者の入場管理（アクセスコントロールシステム）用PDCサーバ調達（第
一弾）_ハード購入・保守・構築

富士通株式会社 特別契約 ※3 再掲

映像監視システム 整備工事
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　首都圏
部門

パートナー供給 ※3 再掲

関係者の入場管理_平成30年度のPDCサーバー調達について（第2弾） 富士通株式会社 特別契約 ※3 再掲
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスクリーニング機器
の設置等に関する業務委託（工区A）

綜合警備保障株式会社 競争入札 ※3 再掲

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるハンディ型金属探知
機の調達等に関する業務委託（工区B）

株式会社IHI検査計測 競争入札 43,848,000

第32回オリンピック競技大会（2020/東京）及び東京2020パラリンピック競技
大会における警備体制の整備に係る業務支援委託

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（セコ
ム株式会社、綜合警備保障株式
会社）

特別契約 222,426,000

選手村商業棟における入退管理業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 29,497,280

関係者の入場管理（顔認証装置リース）(NEC) 株式会社JECC パートナー供給 407,770,647

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 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 27,200,000

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 凸版印刷株式会社 パートナー供給 ※2

選手村建設現場における巡回警備業務委託 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 30,642,516

選手村建設現場における巡回警備業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 31,388,640

関係者の入場管理（プロフェッショナルサービス契約） Ricardo Jose Nunes Frazao 特別契約 2,217,600

映像監視システム向け伝送装置（スマートフォン）およびACアダプタの購入 エコケー株式会社 特別契約 14,924,034

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 日本電気株式会社 パートナー供給 955,900,000

ネックストラップ 6ポートUSB充電器 株式会社ヤマダ電機 複数見積 372,816

選手村ビレッジプラザにおける警備業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 60,935,155

東京2020大会ラボラトリー　生体認証システム導入作業 日本電気株式会社 パートナー供給 75,900,000

東京2020大会ラボラトリー　生体認証システム工事 日本電気株式会社 パートナー供給 29,920,000

本番用モバイル端末の購入(2019年度) 株式会社NTTドコモ パートナー供給 16,735,950

大会警備における警備員教育に関する業務委託 一般社団法人　全国警備業協会 特別契約 206,362,512

東京2020大会ラボラトリー　生体認証システム機器調達 日本電気株式会社 パートナー供給 38,120,742

高度監視制御センター装置（資機材）の借入(パナソニック) オリックス・レンテック株式会社 パートナー供給 ※2

第32回オリンピック競技大会/東京2020パラリンピック競技大会における国
際放送センターの大会期間外警備業務委託

綜合警備保障株式会社 パートナー供給 254,232,000

映像監視システム向け無停電電源装置（RCCMDライセンス）の調達(2019
年度)

株式会社NTTファシリティーズ 特別契約 266,004

選手村メインダイニングにおける警備業務委託 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 52,691,790

東京2020大会ラボラトリー　セキュリティカメラシステム整備工事
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　首都圏
部門

パートナー供給 ※2

オリンピックスタジアムオーバーレイ工事期間中における警備業務委託 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 6,877,200

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 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 284,021,760

東京2020大会ラボラトリー警備業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 79,745,800

東京2020大会ラボラトリー　生体認証システム保守 日本電気株式会社 パートナー供給 22,550,000

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 株式会社徳祥 競争入札 12,100,000

PDC物理サーバ増設（ハード購入＆機器・ライセンス保守） 富士通株式会社 パートナー供給 11,482,680

PDC物理サーバ及びメモリ増設（構築役務） 富士通株式会社 特別契約 8,395,530

サイバー攻撃演習業務委託 日本アイ・ビー・エム株式会社 指名競争入札 149,231,800

サイバー攻撃対処机上演習業務委託 Secure Works Japan株式会社 指名競争入札 22,975,700

オペレーション等

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会専用アンチ・ドーピングラボラ
トリー運営業務委託

株式会社LSIメディエンス 特別契約 ※3 再掲

国際競走馬輸送に係るアドバイザーコンサル委託 Peden Bloodstock GmbH 特別契約 ※3 再掲

東京2020大会オリンピック・パラリンピック競技大会の入賞メダルの製造等
委託(金メッキ液加工および銀圧延版加工)

田中貴金属工業株式会社 特別契約 ※4 △ 11,865,323
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

国際ドーピング検査員選定等業務委託
Canadian Centre for Ethic in
Sport

特別契約 ※3 再掲

アーチェリー競技用バットレスの調達 DANAGE of Scandinavia 特別契約 ※3 再掲

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会選手村内における選手及び
選手団に対する飲食提供等業務委託（総価契約）」及び「東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会選手村内における従事スタッフ等に対する飲
食提供等業務委託（単価契約）」

エームサービス株式会社 競争入札 ※3 再掲

競技会場及び関連施設に対する家具・什器・備品（FF＆E）調達等に関す
るプロジェクトマネジメント業務委託

コーユーレンティア株式会社 競争入札 ※4 237,600

（仮称）GLP流山Ⅲプロジェクトに係る定期建物賃貸借契約 流山3ロジスティック特定目的会社 特別契約 ※3 再掲

選手村総合診療所開設準備支援業務委託 株式会社日本経済研究所 競争入札 48,578,400

スポーツプレゼンテーション実施に向けた実施計画策定支援業務委託 株式会社電通 競争入札 10,000,000

マラソン・競歩における競技実施計画等及びマラソンテスト項目に関する事
前計画等策定支援業務委託

株式会社電通スポーツパートナー
ズ

特別契約 55,903,164

NOC/NPC選手団長セミナーに関する参加者登録及び宿泊予約管理業務
委託

株式会社KNT-CTグローバルトラ
ベル

パートナー供給 7,398,864

メインオペレーションセンターに係わる映像表示システム構築委託（第１期）
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

パートナー供給 ※2

アクレディテーションカード専用紙及びラミネートパウチの印刷等に関する
業務委託

大日本印刷株式会社 パートナー供給 ※2

馬術競技会場（馬事公苑）における散水車の賃貸借業務委託 De Grondslag BV 競争入札 12,144,000

東京2020大会ラボラトリー　什器備品等の調達 コクヨマーケティング株式会社 パートナー供給 ※2

通関・フォワーディングガイドに関する問合せ窓口運営に係る業務委託
ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

選手村配宿計画海外アドバイザー業務委託 Irina Paniushkina 特別契約 4,016,710

東京2020大会ラボラトリーにおける什器備品の購入 株式会社港屋 複数見積 598,741

表彰式で使用する表彰台等の企画設計業務委託 野老　朝雄 特別契約 3,000,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の旗調達（リース・購入）及び
運用に関する業務委託

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

プロポーザル方式 318,450,312

パワーリフティング競技備品の買入れ ELEIKO Group AB 特別契約 111,616,883

キヤノン複写機賃貸借契約書
キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

特別契約 546,798

選手村宿泊施設等建物管理委託契約
三井不動産レジデンシャル株式会
社 他10社

特別契約 2,095,200,000

NOC/NPC選手団団長セミナー運営業務委託 株式会社コンベンションリンケージ 競争入札 270,724,721

東京2020大会　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

株式会社ノムラプロダクツ 競争入札 149,083,848

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〕

株式会社セレスポ 特別契約 178,556,670

テストイベント実施業務委託（5）〔個別契約　サーフィン〕 株式会社電通ライブ 特別契約 161,684,827

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〕 株式会社東急エージェンシー 特別契約 162,000,000

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） 株式会社博報堂 特別契約 77,586,773

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 株式会社博報堂 特別契約 7,782,966

テストイベント実施業務委託（7）（日本武道館外1会場）〔個別契約　ビーチ
バレーボール　その１〕

株式会社フジクリエイティブコーポ
レーション

特別契約 95,004,030

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ボート・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

株式会社イオ 競争入札 3,168,288

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

クリヤマ株式会社　東京支社 特別契約 77,880,000

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 クリヤマ株式会社　東京支社 特別契約 41,040,000

トライアスロンテストイベント実施業務委託（その１） 株式会社セレスポ 特別契約 59,875,200

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　ボートその１〕

株式会社セレスポ 特別契約 78,300,000

ボート・カヌー競技審判用カタマランの買入れ 株式会社フラットウォーター 特別契約 4,320,000
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場一年前水質水温調
査委託

株式会社日本海洋生物研究所 特別契約 23,112,000

テストイベント実施業務委託（7）（日本武道館外1会場）〔個別契約　ビーチ
バレーボール その3〕

株式会社フジクリエイティブコーポ
レーション

特別契約 10,692,000

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
CONNOR SPORT COURT
INTERNATIONAL,LLC

特別契約 ※１ 98,303,806

トライアスロンテストイベントの実施業務委託（その４） 株式会社セレスポ 特別契約 38,710,524

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]
Aggreko Events Services Japan
Limited

パートナー供給 ※2

競技馬の航空輸送委託 Peden Bloodstock GmbH 特別契約 ※１ 751,627,590

テストイベント実施業務委託（3）（馬事公苑外3会場）〔個別契約　テコン
ドー・レスリング・ゴールボール　その１〕

株式会社ADKマーケティング・ソ
リューションズ

特別契約 24,107,220

トライアスロンテストイベントの実施業務委託（その2） 株式会社セレスポ 特別契約 24,994,046

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　ボート（その3）〕

株式会社セレスポ 特別契約 31,221,720

テストイベント実施業務委託（3） 〔個別契約　馬術〕
株式会社ADKマーケティング・ソ
リューションズ

特別契約 204,817,300

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〕 株式会社博報堂 特別契約 116,532,000

テストイベント実施業務委託（3）〔個別契約 馬術 その２〕
株式会社ADKマーケティング・ソ
リューションズ

特別契約 91,287,000

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〕 株式会社電通 特別契約 42,876,000

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〕

株式会社大広 特別契約 29,200,000

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3〕

株式会社大広 特別契約 29,714,000

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6〕

株式会社大広 特別契約 3,969,432

セーリングテストイベントにおける仮設施設への電力供給について
公益財団法人　日本セーリング連
盟

その他 31,379,683

テストイベント実施業務委託（2）（大井ホッケー競技場外3会場）〔個別契約
ホッケー　その４〕

株式会社博報堂 特別契約 30,184,512

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 株式会社もちひこ 競争入札 54,769,000

テストイベント実施業務委託（3）（馬事公苑外3会場）〔個別契約　テコン
ドー・レスリング・ゴールボール　その2〕

株式会社ADKマーケティング・ソ
リューションズ

特別契約 171,060,000

ESR市川ディストリビューションセンターに係る定期建物転貸借契約 汐留事業7号株式会社 特別契約 1,057,822,262

ボート・カヌー競技用艇計量器の買入れ メトラー・トレド株式会社 特別契約 1,987,027

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　カヌー・スプリント　(その2)〕

株式会社セレスポ 特別契約 25,664,190

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　カヌースプリント　（その４）〕

株式会社セレスポ 特別契約 24,083,885

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5〕

株式会社大広 特別契約 7,452,000

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　カヌースプリント　（その1）〕

株式会社セレスポ 特別契約 64,881,000

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　カヌースプリント　（その5）〕

株式会社セレスポ 特別契約 907,500

東京2020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 株式会社ファイネットジャパン 競争入札 1,944,000

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 株式会社パワーフラッシュ 特別契約 6,553,396

東京2020パラリンピック競技大会車いすバスケットボール競技運営計画策
定業務委託

株式会社ジエブ 特別契約 22,627,000

選手村運営施設建物維持管理業務委託 大和ライフネクスト株式会社 競争入札 337,969,500

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〕 株式会社東急エージェンシー 特別契約 139,871,960

東京2020大会ラボラトリー用プリンター消耗品の購入
キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

パートナー供給 ※2

テストイベント実施業務委託（3）（馬事公苑外3会場）〔個別契約　テコン
ドー・レスリング・ゴールボール　その4〕

株式会社ADKマーケティング・ソ
リューションズ

特別契約 140,643,241

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における大会運営物流委託
（個別契約その５）

ヤマトホールディングス株式会社、
ヤマト運輸株式会社、ヤマトロジス
ティクス株式会社、ヤマトホームコ
ンビニエンス株式会社

パートナー供給 ※2

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場における選手（競
技出場者）及び競技関係者、技術役員・審判員、国際オリンピック委員会・
国際パラリンピック委員会役員等に対する飲食提供等業務委託（総価契
約）」及び「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場における
従事スタッフ等に対する飲食提供等業務委託（単価契約）」

シダックスコントラクトフードサービ
ス株式会社

競争入札 795,309,512

（$7,042,327.27）

（$906,360）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

大会DOPラボ床置型複合機のレンタル契約
キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

特別契約 537,405

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(キヤノン) オリックス・レンテック株式会社 パートナー供給 ※2

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ボート・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)

株式会社イオ 特別契約 4,070,000

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〕 株式会社セレスポ 特別契約 153,670,000

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及びその3〕

株式会社電通 特別契約 210,577,859

各種公式出版物の印刷等業務委託（複数単価契約） 凸版印刷株式会社 パートナー供給 ※2

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〕 株式会社東急エージェンシー 特別契約 149,776,000

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〕 株式会社セレスポ 特別契約 44,770,000

銃砲修理運営業務委託 株式会社銀座銃砲店 特別契約 22,958,430

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　パラバドミントン・ハンドボール　その１〕

株式会社セレスポ 特別契約 3,690,500

東京2020大会「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

株式会社乃村工藝社 プロポーザル方式 2,947,450

陸上競技における備品運搬及び借用にかかる業務委託
ヤマトホームコンビニエンス株式会
社、ヤマトボックスチャーター株式
会社

パートナー供給 ※2

競技会場及び関連施設におけるFF&E（家具・什器・備品）の調達（その１） コーユーレンティア株式会社 競争入札 703,061,040

ボッチャ競技における表層床材の設置等業務委託 クリヤマ株式会社　東京支社 特別契約 55,102,630

テストイベント実施業務委託（6）〔個別契約　卓球　その2〕 株式会社セレスポ 特別契約 3,400,100

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　パラバドミントン・ハンドボール　その2〕

株式会社セレスポ 特別契約 20,015,941

CROSS DOCK HARUMI（UNIフロア分：A棟2階）における間仕切工事 コマニー株式会社 競争入札 495,000

CROSS DOCK HARUMI（UNIフロア分：A棟2、3、4、5階　B棟3、4、5階）に
おける電源工事

株式会社ユウデン 特別契約 4,774,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ボート・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)

株式会社イオ 特別契約 2,775,300

メインオペレーションセンターに係る映像表示システム構築委託（第2期）
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　首都圏
部門

パートナー供給 ※2

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

西尾金庫鋼板株式会社 特別契約 23,444,135

大会コンテナ物流のガイド草案作成他に関する委託(個別契約その6)
ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

東京2020大会ラボラトリー追加改修工事 株式会社片山組 特別契約 25,300,000

馬術競技会場（馬事公苑・海の森クロスカントリーコース）における馬用救急
車の買入れ（第２期）

Equisave Horse Ambulances Ltd. 特別契約 23,146,500

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場における選手（競
技出場者）及び競技関係者、技術役員・審判員、国際オリンピック委員会・
国際パラリンピック委員会役員等に対する飲食提供等業務委託（総価契
約）」及び「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場におけ
る従事スタッフ等に対する飲食提供等業務委託（単価契約）」

イオン株式会社 特別契約 2,620,761,728

Tokyo2020 医療情報システム全体のセキュリティ構築の業務委託 シスコシステムズ合同会社 パートナー供給 26,950,000

実包販売等運営業務委託 株式会社銀座銃砲店 特別契約 40,150,000

東京2020大会パラリンピックマラソン競技コース計測業務委託
株式会社電通スポーツパートナー
ズ

特別契約 3,849,252

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の東京アクアティクスセン
ター、東京辰巳国際水泳場における技術役員・審判員、国際オリンピック委
員会・国際パラリンピック委員会役員等に対する飲食提供等業務委託

株式会社藤給食センター 特別契約 52,398,870

車いすバスケットボールFOPルック転換用ステッカーの品質テスト業務委託 Praters Inc. 特別契約 1,626,056

ボッチャ競技テストイベントに係る競技用備品調達 株式会社アポワテック 競争入札 628,980

選手村冷蔵・冷凍コンテナ設置・撤去等業務委託 奥井組・小林精機共同企業体 競争入札 97,900,000

車いすフェンシング競技　フレームの調達 Pallagi Art Pvt.Ltd. 競争入札 ※１ 15,359,780

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）

ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

代々木競技場　本大会用仮設木製床材の調達 Gerflor SAS. 特別契約 ※１ 57,752,842

海の森水上競技場コース測量業務委託 株式会社CSS技術開発 競争入札 3,212,000

（€129,400）

（€480,353）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場における選手（競
技出場者）及び競技関係者、技術役員・審判員、国際オリンピック委員会・
国際パラリンピック委員会役員等に対する飲食提供等業務委託（総価契
約）」及び「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場におけ
る従事スタッフ等に対する飲食提供等業務委託（単価契約）」

株式会社富士サービス 特別契約 76,224,232

東京2020大会におけるIF代表・ITOの旅費（2019年度） 国際競技連盟、国際技術役員 その他 68,259,954

＜令和２年度に公費が充当された契約一覧＞

仮設等

競技会場用受水槽賃貸借 森松工業株式会社 競争入札 ※3 再掲

海の森クロスカントリーコース整備委託 西武造園株式会社 競争入札 ※4 19,120,320

IBC/MPC整備工事
大和ハウス工業株式会社 東京本
店

競争入札 ※4 839,667,518

IBC/MPC整備工事監理業務委託 株式会社佐藤総合計画 特別契約 ※4 7,344,000

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

クリヤマ株式会社 東京支社 特別契約 ※4 100,932,484

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

大成建設株式会社 東京支店 特別契約 ※4 2,194,367,288

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務(その
4)さいたまスーパーアリーナ、茨城カシマスタジアム、埼玉スタジアム2002、
横浜国際総合競技場

2020仮設オーバーレイ（その４）整
備事業共同企業体（株式会社電
通ライブ・株式会社ムラヤマ）

競争入札 ※4 816,420,962

東京オリンピック・パラリンピック競技大会仮設オーバーレイ整備業務　日本
武道館（館内・館外）

株式会社竹中工務店 東京本店 特別契約 ※4 936,199,334

選手村ビレッジプラザ整備工事
熊谷組・住友林業特定建設工事
共同企業体

競争入札 ※4 75,581,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務(その
6)　陸上自衛隊朝霞訓練場、霞ケ関カンツリー倶楽部

NES Overlay Ltd 競争入札 ※4 5,759,049,160

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

前田・GLイベンツ仮設オーバーレ
イ整備業務共同企業体

競争入札 ※4 570,814,027

選手村宿泊棟ルームエアコンリース(パナソニック)
三井住友ファイナンス＆リース株
式会社

パートナー供給
※2
※4

東京オリンピック・パラリンピック競技大会仮設オーバーレイ整備業務(その
１)　有明アリーナ、有明体操競技場、有明テニスの森

大和ハウス工業株式会社 東京本
店

競争入札 ※4 1,591,828,957

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務(その
２)　大井ホッケー競技場、海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技
場、カヌー・スラローム会場

大和ハウス工業株式会社 東京本
店

競争入札 ※4 4,210,606,033

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務（その
9）　横浜スタジアム

清水建設株式会社 特別契約 ※4 103,200,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務（福島
あづま球場）

株式会社奥村組 東京支店 競争入札 ※4 63,224,238

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

大和リース・TSP太陽特定建設工
事共同企業体

競争入札 ※4 1,664,958,521

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

大和リース・TSP太陽特定建設工
事共同企業体

競争入札 ※4 3,377,117,721

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

大和リース・橋本店特定建設工事
共同企業体

競争入札 ※4 257,871,069

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務（札幌
ドーム）

大成建設株式会社 札幌支店 特別契約 ※4 148,290,336

伊豆自転車競技会場整備工事３(仮設建築物) 大和リース株式会社 東京本店 競争入札 ※4 564,441,297

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務(その
22) 青海アーバンスポーツ会場

TSP太陽・大和リース特定建設工
事共同企業体

競争入札 ※4 800,188,770

CADオペレーション／設計補助（その2） 株式会社パソナ 特別契約 ※3 再掲

選手村宿泊棟ルームエアコン設置撤去工事委託
パナソニック建設エンジニアリング
株式会社

特別契約 ※3 再掲

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）
山下PMC/日建設計CM/三菱地
所設計共同企業体

特別契約 ※4 415,800,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会　仮設オーバーレイ整備業務(その
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

大和ハウス工業株式会社 東京本
店

競争入札 ※4 491,423,401

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】

久米・東畑・石本設計共同体 特別契約 ※3 再掲

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】

パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 ※3 再掲

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】

株式会社梓設計 特別契約 ※3 再掲

契約件名 契約者 調達方法 契約金額（円）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

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 Magic Sky GmbH 特別契約
※1
※4

50,048,000

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】

前田・GLイベンツ仮設オーバーレ
イ整備業務共同企業体

特別契約 ※3 再掲

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】

株式会社日総建 特別契約 ※3 再掲

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 株式会社セレスポ 特別契約 ※3 再掲

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】

INA・エーシーエ・手島設計共同
体

特別契約 ※3 再掲

有明体操競技場施設維持管理に関する業務委託 株式会社東京ビッグサイト 特別契約 ※4 332,454,100

海の森クロスカントリーコースアドバイザー業務委託（その3） JRAファシリティーズ株式会社 特別契約 6,199,200

選手村メインダイニング実施設計・施工等発注
大和ハウス工業株式会社 東京本
店

競争入札 5,678,058,093

選手村メインダイニングDBアドバイザリー業務委託 株式会社東急設計コンサルタント 特別契約 12,420,000

ホッケーピッチ整備アドバイザー業務委託（トレーニングピッチ分） Polytan Asia Pacific Pty Ltd 特別契約 16,583,400

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務(その
5)　　幕張メッセ（A・B・Cホール）

株式会社乃村工藝社 競争入札 6,837,801,635

東京オリンピック・パラリンピック競技大会仮設オーバーレイ整備業務(その
14)　国立代々木競技場

株式会社乃村工藝社 競争入札 2,364,971,468

東京オリンピック・パラリンピック競技大会仮設オーバーレイ整備業務（その
13）オリンピックスタジアム周辺の神宮外苑地区、東京体育館、皇居外苑

株式会社電通ライブ 競争入札 4,107,924,162

選手村ビレッジプラザ整備工事監理業務委託 株式会社日建設計 特別契約 93,960,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務(その
3)　アーチェリー会場(夢の島公園)

ピコ・日本建設共同企業体 競争入札 3,156,843,040

青海アーバンスポーツパーク　クライミングウォール整備工事 TSP太陽株式会社 競争入札 362,891,700

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務(その
8)　オリンピックアクアティクスセンター、東京辰巳国際水泳場

株式会社大林組 東京本店 特別契約 10,824,956,280

オリンピックスタジアム　芝張替工事 株式会社オフィスショウ 競争入札 328,853,038

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務（その
20）江の島ヨットハーバー

TSP太陽株式会社 競争入札 2,497,133,211

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会　トライアスロンプラットフォー
ム製備業務

株式会社セレスポ 特別契約 572,350,737

IBC/MPCプライベートオフィス等実施設計業務委託 株式会社佐藤総合計画 特別契約 28,620,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場計画に係るアドバイザ
リー業務委託（その5）

ポピュラス・ジャパン株式会社 特別契約 134,460,000

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】 株式会社日建設計 特別契約 10,260,000

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 株式会社森村設計 特別契約 43,980,000

有明体操競技場電気需給契約（2020年度） ENEOS株式会社 パートナー供給 ※2

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】

2020仮設オーバーレイ（その4）整
備事業共同企業体

特別契約 9,158,832

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）
株式会社サトウファシリティーズコ
ンサルタンツ

特別契約 88,660,000

有明アーバンスポーツパーク スケートボード整備工事
大和リース・TSP太陽特定建設工
事共同企業体

特別契約 486,200,000

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件】

株式会社大林組 東京本店 特別契約 35,640,000

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 練習会場仮設オーバーレイ整備
業務（その１）

株式会社日展 競争入札 475,194,360

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 練習会場仮設オーバーレイ整備
業務（その２）

株式会社フジヤ 競争入札 76,784,758

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 練習会場仮設オーバーレイ整備
業務（その３）

株式会社フジヤ 競争入札 51,791,862

東京オリンピック・パラリンピック競技大会 仮設オーバーレイ整備業務(富士
スピードウェイ)

株式会社博報堂、GL events
Japan 株式会社、株式会社オサ
コー建設

特別契約 1,295,681,961

東京2020大会に関連する会場施設等へのルック等実施設計業務委託
DNP・GL events・イトーキ・船場共
同企業体

競争入札 191,306,368

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】

株式会社石本建築事務所 特別契約 12,650,000

スケートボード競技（パーク）スーパーバイズ契約 California Skateparks 特別契約 13,470,932

スケートボード競技（ストリート）スーパーバイズ契約 California Skateparks 特別契約 11,916,582

（€400,000）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

5人制サッカー競技の人工芝製作・敷設等業務委託 クリヤマ株式会社 東京支社 競争入札 23,650,000

有明体操競技場における都市ガス需給契約(2020年度) ENEOS株式会社 パートナー供給 ※2

有明体操競技場における水道料金（2020年度） 東京都水道局（支払先） その他 3,361,796

選手村宿泊棟シーリングライト設置・撤去業務委託
株式会社デザインアーク 東京支
店

特別契約 46,885,960

選手村宿泊棟シーリングライト　リース契約（GE） 芙蓉総合リース株式会社 パートナー供給 ※2

３x３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

西濃シェンカー株式会社 競争入札 46,575,458

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）

積水樹脂株式会社 特別契約 10,083,590

東京2020大会に関連する会場施設等へのルック等製作・設置・撤去・廃棄
に係る業務委託

DNP・GL events・イトーキ・船場共
同企業体

特別契約 4,080,268,752

CADオペレーション／設計補助 株式会社パソナ 特別契約 1時間あたり2,630円、2,730円

お台場海浜公園における水流発生装置の運用試験等業務委託 五洋建設株式会社 特別契約 20,240,000

大会延期に伴う存置仮設物の警備に関する業務委託（伊豆ベロドローム・
伊豆MTBコース）

セントラル警備保障株式会社 特別契約 4,958,415

有明体操競技場仮設スロープほか仮設資材の利用期間延長 清水建設株式会社 特別契約 57,409,000

選手村宿泊棟仮使用認定に係る申請手数料 東京都中央区 その他 2,646,000

選手村ビレッジプラザ仮設許可再申請手数料 東京都中央区 その他 216,000

選手村商業棟仮使用許可再申請手数料 日本建築検査協会株式会社 その他 30,000

有明体操競技場アンカー引張強度試験業務委託 岩瀬産業株式会社 少額特定 99,440

エネルギー

仮設電源サービス契約
Aggreko Events Services Japan
Limited

パートナー供給
※2
※4

エネルギー業務運営及び関連工事監理業務等委託 東電タウンプランニング株式会社 特別契約 ※3 再掲

競技会場用大型無停電電源装置の購入 GEグリッドソリューション株式会社 パートナー供給
※2
※4

大型無停電電源装置の輸送・保管業務委託
日本通運株式会社　海運事業支
店

特別契約 ※4 118,918,340

エネルギーモニタリングシステム用のＰＣの調達(パナソニック)
三井住友トラスト・パナソニックファ
イナンス株式会社

パートナー供給
※2
※4

IBC無停電電源装置設置工事（その２）
大和ハウス工業株式会社　東京本
店

特別契約 20,350,000

IBC無停電電源装置設置工事（その３）
大和ハウス工業株式会社　東京本
店

特別契約 118,800,000

選手村FSC・TPC・ロジコンパウンド（仮設エリア）電気需給契約 ENEOS株式会社 パートナー供給 ※2

選手村（晴海）宿泊棟及びMulti Function Complexにおける電気料金
（2020年度）

東京電力エナジーパートナー株式
会社、株式会社 NTT ファシリ
ティーズ(支払先)

その他 257,477,075

テクノロジーリハーサル１に伴う仮設電気供給工事 株式会社関電工 特別契約 24,519,160

神宮外苑地区の受電設備基礎部設置工事 株式会社関電工 特別契約 5,280,000

仮設電気引込会場における電気需給契約 JXTGエネルギー株式会社 パートナー供給 ※2

国立代々木競技場の受電設備基礎部設置工事 株式会社関電工 特別契約 1,100,000

テクノロジーリハーサル2に伴う仮設電気供給工事 株式会社関電工 特別契約 30,823,100

カヌー・スラロームセンターの工事費負担金等相当額の支払
東京電力エナジーパートナー株式
会社（支払先）

その他 72,441,490

エネルギー業務運営委託
東京電力ホールディングス株式会
社

特別契約 780,947,642

オリンピックスタジアムにおける光熱水費
独立行政法人日本スポーツ振興
センター

特別契約 1,017,622

馬事公苑電気需給契約（部分供給）（2020年度）
ENEOS株式会社、東京電力エナ
ジーパートナー株式会社（支払
先）

パートナー供給 ※2

東京2020大会延期に伴う神宮第二球場における電気料金 宗教法人明治神宮 特別契約 2,481,735

東京アクアティクスセンターの工事費負担金等相当額の支払
東京電力パワーグリッド株式会社
（支払先）

その他 21,651,740

選手村メインダイニングの工事費負担金等相当額の支払
東京電力パワーグリッド株式会社
（支払先）

その他 584,430
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

陸上自衛隊朝霞訓練場の工事費負担金等相当額の支払
東京電力パワーグリッド株式会社
（支払先）

その他 11,912,230

選手村TPC倉庫への小型無停電電源装置の運搬・搬入業務委託
ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

エネルギー業務運営及び関連工事監理業務等委託（その2） 東電タウンプランニング株式会社 特別契約 831,600,000

選手村TPC倉庫における小型無停電電源装置の充電設備新設工事
東急建設株式会社　首都圏建築
支店

特別契約 8,466,810

選手村ビレッジプラザ電気需給契約（2020年度） ENEOS株式会社 パートナー供給 ※2

選手村メインダイニング電気需給契約（2020年度） ENEOS株式会社 パートナー供給 ※2

選手村FSC・TPC・ロジコンパウンド（仮設エリア）電気需給契約（2020年11
月～）（2020年度）

ENEOS株式会社 パートナー供給 ※2

馬事公苑（北エリア）の工事費負担金等相当額の支払（2020年度）
東京電力エナジーパートナー株式
会社（支払先）

その他 586,322

オリンピックスタジアム受電設備法令点検委託 大成有楽不動産株式会社 特別契約 5,940,000

北の丸公園低圧電灯・動力臨時工事費の支払
東京電力エナジーパートナー株式
会社（支払先）

その他 2,580,723

武蔵野の森総合スポーツプラザ停復電対応業務委託 株式会社京王設備サービス 少額特定 429,000

テクノロジー

PRIS（Paralympic Results and Information Services）契約締結
International Paralympic
Committee

特別契約 ※3 再掲

OMEGA Lab/ITLテスト用PC/Workstation他（ITLおよびOMEGAラボの機
器導入）　（パナソニック）

横河レンタ･リース株式会社 パートナー供給 ※3 再掲

大会用データネットワークの試験ネットワーク環境等の機器調達
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 6,116,880

OMEGA LabITLテスト用PCWorkstation他（ITLおよびOMEGAラボの機器
導入）(パナソニック)

横河レンタ･リース株式会社 パートナー供給 ※3 再掲

大会用データネットワークのデータセンター環境等の機器調達
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 118,151,880

AtosとのParticularised Agreement (PA) 締結 ATOS SPAIN SA, ATOS KK パートナー供給
※2
※4

データネットワーク関連業務委託（コロケーションサービス）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 84,505,960

晴海トリトンの各センター構築およびオフィス増床に伴うICT環境構築①－
機器の発注

日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 53,527,320

大会用データネットワーク機器追加①
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 2,354,880

大会用データネットワーク機器追加②
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 1,960,200

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）（2018年
度）

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 21,167,760

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2）（2018年
度）

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 22,374,000

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）（2018年度）
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 84,042,051

流山MDC-EDC構築に伴う機器賃貸借
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 360,756

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３）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 131,081,735

データネットワーク関連業務委託（運用保守業務）(2018年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 ※4 △ 513,635

警備ネットワーク詳細設計業務に必要なネットワーク機器の賃貸借
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 16,500,000

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５）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 76,859,842

業務用無線サービスの提供に係る運用のうち、中継基地局及び移動局の
賃貸借業務委託

日本電気株式会社 特別契約 ※4 1,196,613,000

データネットワーク関連業務委託（WAN回線一括）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 ※4 131,540,134

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７）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 18,954,670

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４）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 6,720,000

データネットワーク関連業務委託（運用保守サービス設計構築業務）(2018
年度)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 △ 45,363,513
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NESAに基づく機器発注(2019年3月分)
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 38,620,560

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６）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 8,879,216

NESAに基づく機器発注(2019年4月分)（二回目）7月納品
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 187,622,160

NESAに基づく機器発注(2019年4月分)（二回目）8月納品
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 167,574,000

NESA（第2回）（2019年4月分_テストイベント追加分他）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 30,084,120

Tokyo2020 ネットワーク導入製品のリスクアナリシスおよび追加脆弱性対応 シスコシステムズ合同会社 パートナー供給 ※3 再掲

NESAに基づく機器発注(2019年5月分)（三回目）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 105,454,800

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）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 34,616,434

NESAに基づく機器発注(2019年6月分)9月納品
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 116,589,000

NESA（第4回発注分）(2019年6月分：Venue用10月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 44,815,320

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）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 ※4 24,494,800

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）
(2019年度)

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 ※4 2,356,429,930

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）
(2019年度)

西日本電信電話株式会社 パートナー供給 ※4 201,791,963

NESAに基づく機器発注(2019年7月分)Venue用11月納品
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 19,400,040

NESA（第6回発注分）(2019年8月分：Venue用10月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 2,436,720

NESAに基づく機器発注(2019年8月分)11月納品
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 34,672,440

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）(2019年度)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 46,537,840

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）(2019年度)

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 7,347,052

NESA（第6回発注分）(2019年9月分：Venue用11月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 1,202,520

NESA（第7回発注分）(2019年9月分：Venue用1月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 200,500,080

NESA（第8回発注分）(2019年10月分：Venue用1月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 31,153,320

NESA（第9回発注分）(2019年11月分：Venue用2月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 ※4 38,100,480

音声ネットワーク関連業務委託（音声用回線サービス1）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 187,567

音声ネットワーク関連業務委託（音声制御サービス1）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 ※4 155,847,736

流山MDC-EDC構築に伴う機器の賃貸借
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 22,411,320

ネットワーク関連業務委託（運用保守その１）(2018年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 59,297,000

競技会場内映像音声ネットワークおよびインターカムの詳細設計及びサー
ビス提供業務委託(DIVA)

Riedel Communications GmbH ＆
Co. KG, RIEDEL Communications
Japan KK

競争入札 458,333,333

業務用無線サービス提供に係る構築（広域型中継基地局を除く）、検証（広
域型中継基地局を除く）、運用（端末納入を除く）及び撤去・現状回復

日本電気株式会社 特別契約 1,366,916,100

無線周波数管理業務に必要な競技場の周波数特性に係る調査検討の業
務委託

株式会社NHKテクノロジーズ 特別契約 28,490,000

NESAに基づくキッティング本対応 日本電気株式会社 パートナー供給 170,713,962

音声ネットワーク関連業務委託（音声用回線サービス２）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 7,746,864
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データネットワーク関連業務委託（国際回線サービス）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 15,624,549

NESA（第10回発注分）(2019年12月分：Venue用2月納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 770,302,500

NESA（第10回発注分）(2019年12月分：Venue用2月追加納品）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 245,935,800

NESA（第11回発注分）（2020年1月分）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 2,119,282,440

NESAに基づくキッティング本対応２ 日本電気株式会社 パートナー供給 38,004,029

データネットワーク関連業務委託（MDC構築２）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 5,994,511

ステークホルダー向けインターネットサービス用Web認証基盤環境構築
（LDAPサーバおよびデータ連携基盤機能）業務委託

富士通株式会社 特別契約 5,993,900

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）(2019年
度)

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 580,842

NESAに基づく機器発注第12回（2020年3月分：web認証用）
日本電気株式会社（売主）、シスコ
システムズキャピタル株式会社（賃
貸人）

パートナー供給 25,122,680

プロフェッショナルサービス契約 Dundas Tech Ltd. 特別契約 ※1 3,957,150

データネットワーク関連業務委託（WAN要件追加）(2019年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 11,649,827

データネットワーク関連業務委託（運用業務委託）(2019年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 951,047,244

（NEC）大会運営で使用する端末（サーバー・クライアント）のソフト（ライセン
ス）調達

日本電気株式会社 特別契約 528,000

（富士通）大会運営で使用する端末（サーバー・クライアント）のソフト（ライセ
ンス）調達

富士通株式会社 特別契約 6,312,806

大会会場における音響・映像機器サービスの調達 Panasonic Corporation パートナー供給 ※2

データネットワーク関連業務委託（データセンタ内手順検討２）(2020年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 2,138,840

データネットワーク関連業務委託（データセンタ内手順検討１）(2020年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 3,092,870

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）(2020年度)
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション
ズ株式会社

パートナー供給 21,780,000

データネットワーク関連業務委託（撤去1）(2020年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 3,332,264

データネットワーク関連業務委託（オフィス移転に伴うICT設備撤去・移送）
（2020年度）

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 7,152,899

データネットワーク関連業務委託（運用保守業務）(2020年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 484,000

UAC(CROSS DOCK HARUMI)ネットワークケーブル撤去業務委託 株式会社ユウデン 競争入札 1,236,400

（富士通）大会運営で使用する端末（サーバー・クライアント）のソフト（ライセ
ンス）調達

富士通株式会社 特別契約 15,648,402

（NEC）大会運営で使用する端末（サーバー・クライアント）のソフト（ライセン
ス）調達

日本電気株式会社 特別契約 1,584,000

データネットワーク関連業務委託（撤去２）(2020年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 3,400,988

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）（2020年
度）

東日本電信電話株式会社 パートナー供給 124,105

FPRおよびAnyConnectライセンス追加購入（NESAに基づく）①FPRライセン
ス

日本電気株式会社 パートナー供給 12,607,980

FPRおよびAnyConnectライセンス追加購入（NESAに基づく）②リモートVPN
ライセンス

日本電気株式会社 パートナー供給 1,417,735

データネットワーク関連業務委託（MDC構築）(2020年度) 東日本電信電話株式会社 パートナー供給 3,733,841

輸送

輸送センター(TROC)向け大型モニターの調達
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 首都圏部門

パートナー供給
※2
※4

洗車機再活用業務委託 （その１） 日本車輌洗滌機株式会社 特別契約 ※4 132,200

第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会における
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

首都高速道路株式会社 特別契約 ※4 3,794,376

第32回オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会における
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

東日本高速道路株式会社 関東支
社

特別契約 ※3 再掲

（£28,935）
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輸送センターシステムで利用する鉄道運行情報提供サービスの利用
株式会社JR東日本アイステイショ
ンズ

特別契約 ※4 2,417,502

輸送センターにおける複合機の賃貸借契約
キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

特別契約 ※4 310,086

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における観客シャトルバス乗
降場の整備に伴う路上機器等の移設工事

東京電力パワーグリッド株式会社 その他 ※4 207,548

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

パートナー供給
※2
※4

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会輸送ルート地図の制作業務
委託

株式会社ゼンリン 特別契約 ※4 24,558,600

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（晴海二丁目輸送デポ・新砂輸送デポ）

株式会社淺沼組 東京本店 競争入札 ※4 13,234,025

専用部清掃業務（輸送センター分）（2020年度） 株式会社ザイマックスアルファ 特別契約 2,416,770

仮設駐車場等の設計委託（その２）
株式会社空間デザイン東京事務
所

競争入札 20,330,800

晴海トリトンスクエア定期建物賃貸借契約に基づく賃借料支払い（輸送セン
ター分）（2020年4月～2020年12月）

住商ビルマネージメント株式会社 特別契約 63,589,832

洗車機再活用委託 （その２） 日本車輌洗滌機株式会社 特別契約 14,068,186

システム関連業務委託 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 特別契約 405,915,221

フリート車両におけるOBS先行車両の高速料金（2020年度） トヨタファイナンス株式会社 その他 863,120

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（築地輸送デポ）

大和リース株式会社 東京本店 競争入札 1,713,342,734

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
事監理等業務委託【築地輸送デポ】

株式会社翔設計 特別契約 27,649,700

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（若洲輸送デポ）

大和リース株式会社 東京本店 競争入札 839,154,696

仮設駐車場等の設計委託（その６）
株式会社新日本コンサルタント 東
京本社

競争入札 6,728,700

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるアクセシビリティに配
慮が必要な観客用シャトル運用計画等策定支援業務委託

株式会社アルメックＶＰＩ 競争入札 25,080,000

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
事監理等業務委託【若洲輸送デポ】

株式会社翔設計 特別契約 17,416,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に係る会場周辺の自転車交
通処理検討

公益社団法人 日本交通計画協会 特別契約 29,469,000

築地輸送デポビル管理法関係業務委託 株式会社首都圏サービス 複数見積 851,400

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 株式会社明電エンジニアリング 特別契約 3,817,000

青海地下駐車場の補修工事の施行に関する協定書 東京港埠頭株式会社 特別契約 10,013,300

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
事監理等業務委託【晴海二丁目・新砂輸送デポ】

株式会社翔設計 特別契約 4,034,200

朝日新聞地下駐車場における電気料金（2020年度）
東京電力エナジーパートナー株式
会社（支払先）

その他 3,782,911

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）

千代田建設興業株式会社 競争入札 52,644,900

朝日新聞地下駐車場における水道料金（2020年度） 東京都水道局（支払先） その他 43,739

築地輸送デポ電気設備保守管理等業務委託 有限会社ケンエンタープライズ 特別契約 109,540,200

築地輸送デポ非常用発電機設備保守業務委託 株式会社シンワ 複数見積 2,827,000

若洲輸送デポ電気需給契約 JXTGエネルギー株式会社 パートナー供給 ※2

築地輸送デポ消防設備保守業務委託 富士防災設備株式会社 競争入札 7,843,000

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 中央エレベーター工業株式会社 特別契約 2,519,000

築地輸送デポ勝どき門駐車場における水道料金（2020年度） 東京都水道局（支払先） その他 719,583

自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約（若洲輸送デポ） 一般財団法人関東電気保安協会 少額特定 413,820

晴海トリトンY棟光熱水費・塵芥処理費（輸送センター分)（2020年度） 住商ビルマネージメント株式会社 特別契約 4,235,448

築地輸送デポ特高変電所における電気料金（2020年度）
東京電力エナジーパートナー株式
会社（支払先）

その他 21,084,991

築地輸送デポ正門汚水槽ポンプ室における電気料金（2020年度）
東京電力エナジーパートナー株式
会社（支払先）

その他 980,968

築地輸送デポ 管理棟における水道料金（2020年度） 東京都水道局（支払先） その他 706,701

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】

広陽サービス株式会社 競争入札 3,964,408
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清掃業務委託（築地輸送デポ・若洲輸送デポ・その他施設） 東急ファシリティサービス株式会社 競争入札 45,204,137

大会関係者バス用タブレットの調達
Samsung Electronics Japan Co.,
Ltd.

パートナー供給 ※2

築地輸送デポ厚生会館における水道料金（2020年度） 東京都水道局（支払先） その他 6,597

築地輸送デポ 正門汚水槽ポンプ室における水道料金（2020年度） 東京都水道局（支払先） その他 20,821

若洲輸送デポ二丁目における電気料金（2020年度）
東京電力エナジーパートナー株式
会社（支払先）

その他 54,458

臨港道路南北線開通に伴う海の森水上競技場等に係る交通影響検討委
託

パシフィックコンサルタンツ株式会
社 首都圏本社

特別契約 10,890,000

トヨタからの車両等（モビリティソリューション）の調達 Toyota Motor Corporation パートナー供給 ※2

晴海トリトンオフィス退去（Y 棟 17,18,22,23,24 階）に伴う原状回復工事（直
接発注分）

鹿島建設株式会社東京建築支店 特別契約 28,160,000

産業廃棄物収集運搬・処分業務委託（築地輸送デポ）【単価契約】
株式会社首都圏環境美化セン
ター

複数見積 387,200

晴海トリトンオフィス Y 棟における非常用発電機設備撤去に伴う電源設備
撤去及び系統切替工事

住友電設株式会社 東部本部 特別契約 24,750,000

晴海トリトンオフィスY棟におけるセキュリティシステム撤去工事 セコム株式会社 パートナー供給 407,000

晴海トリトンオフィスY棟における電気設備撤去工事 株式会社アール・イー・ハヤシ 競争入札 1,861,970

若洲輸送デポ電気需給契約（2020年度） ENEOS株式会社 パートナー供給 ※2

観客輸送用バス・駐車場及びアクセシブル輸送サービスの予約・料金収受
に関する業務委託

タイムズ２４株式会社 パートナー供給 ※2

TROC用PC等のリセール契約 横河レンタ･リース株式会社 特別契約 1,540,000

９面モニター等の移設に係る業務委託 教育産業株式会社 特別契約 759,000

晴海トリトンスクエア定期建物賃貸借契約に基づく賃借料支払い（輸送セン
ター分）（2020年10月～2021年3月）

株式会社ザイマックスアルファ 特別契約 47,779,772

アプリケーションソフトの使用許諾（その２） 株式会社大塚商会 複数見積 102,960

仮設駐車場等の修正設計業務委託（その１）
東日本総合計画株式会社 首都圏
支店

特別契約 4,033,000

輸送デポ管理施設(新砂デポ)における電気料金（2020年度）
東京電力エナジーパートナー株式
会社（支払先）

その他 70,156

輸送デポ管理施設（晴海二丁目デポ・待機場）における電気料金（2020年
度）

東京電力エナジーパートナー株式
会社（支払先）

その他 62,192

築地輸送デポ特別高圧受変電設備定期点検委託 株式会社明電エンジニアリング 特別契約 6,160,000

仮設駐車場等の修正設計業務委託（その３）
株式会社空間デザイン東京事務
所

特別契約 14,470,500

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に伴う調
査・図面作成業務委託（練習会場ルート-東京圏）

北海道技建株式会社 特別契約 81,378,000

築地輸送デポ洗車場における水道料金（2020年度） 東京都水道局（支払先） その他 188,335

関係者輸送ルートに係る一般道の看板設置工事に伴う調査・図面作成業
務委託（練習会場ルート-東京圏外及び代替ルート-都内会場）

エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式
会社

特別契約 23,540,000

第32回東京オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会に
おける大会関係者輸送用バスの調達及び運用に係る業務委託

KNT-CTホールディングス株式会
社

パートナー供給 295,684,274

セキュリティ

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスクリーニング機器
の設置等に関する業務委託（工区B）

株式会社IHI検査計測 競争入札 ※4 514,860,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスクリーニング機器
の設置等に関する業務委託（工区C）

株式会社IHI検査計測 競争入札 ※4 530,300,000

映像監視システム 整備工事
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 首都圏部門

パートナー供給
※2
※4

関係者の入場管理（アクセスコントロールシステム）用PDCサーバ調達（第
一弾）_ハード購入・保守・構築

富士通株式会社 特別契約 ※4 2,554,300

関係者の入場管理_平成30年度のPDCサーバー調達について（第2弾） 富士通株式会社 特別契約 ※4 2,716,900

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるスクリーニング機器
の設置等に関する業務委託（工区A）

綜合警備保障株式会社 競争入札 ※4 851,982,462

関係者の入場管理(アクセスコントロール資機材） Atos K.K. パートナー供給
※2
※4

第32回オリンピック競技大会(2020/東京)及び東京2020パラリンピック競技
大会における警備体制の整備に係る業務支援委託

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（セコ
ム株式会社、綜合警備保障株式
会社）

特別契約 ※4 103,843,989

関係者の入場管理（顔認証装置リース）(NEC) 株式会社JECC パートナー供給 ※4 75,452,637
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サイバー攻撃演習業務委託 日本アイ・ビー・エム株式会社 指名競争入札 ※4 27,170,000

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 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 ※4 4,525,400

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 凸版印刷株式会社 パートナー供給 ※3 再掲

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 日本電気株式会社 パートナー供給 ※4 177,636,800

東京2020大会ラボラトリー　生体認証システム保守 日本電気株式会社 パートナー供給 ※4 21,481,946

高度監視制御センター装置（資機材）の借入(パナソニック) オリックス・レンテック株式会社 パートナー供給
※2
※4

第32回オリンピック競技大会/東京2020パラリンピック競技大会における国
際放送センターの大会期間外警備業務委託

綜合警備保障株式会社 パートナー供給 ※4 39,186,400

オリンピックスタジアムオーバーレイ工事期間中における警備業務委託 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 ※4 5,214,000

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 綜合警備保障株式会社 パートナー供給 ※4 340,035,960

東京2020大会ラボラトリー警備業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 ※4 6,994,866

PDC物理サーバ増設（ハード購入＆機器・ライセンス保守） 富士通株式会社 パートナー供給 ※4 1,581,470

PDC物理サーバ及びメモリ増設（構築役務） 富士通株式会社 特別契約 ※3 再掲

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における車両下部検査装置
の調達等に関する業務委託（工区Ｂ）

株式会社日立製作所 競争入札 461,060,600

警備業務委託個別契約

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（セコ
ム株式会社、綜合警備保障株式
会社）

特別契約 25,665,665,203

大会運営用倉庫における警備業務委託 セコム株式会社 パートナー供給 171,182,880

成田空港、羽田空港等のACRカウンターにおけるIC書き込み等の業務委
託

東武トップツアーズ株式会社 競争入札 293,472,749

フラワーレーンプロジェクト実施に係る業務委託 トッパン・フォームズ株式会社 特別契約 74,690,000

第32回オリンピック競技大会/東京2020パラリンピック競技大会における国
際放送センターの大会期間外警備業務委託

綜合警備保障株式会社 パートナー供給 606,236,400

第32回オリンピック競技大会(2020/東京)及び東京2020パラリンピック競技
大会における警備体制の整備に係る業務支援委託（2020年度）

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（セコ
ム株式会社、綜合警備保障株式
会社）

特別契約 149,714,334

築地デポ警備用無線サービス業務委託 日本電気株式会社 パートナー供給 1,658,800

第32回オリンピック競技大会（2020/東京）及び東京2020パラリンピック競技
大会における宿泊施設等の利用に関する契約書

株式会社マリコットサービス 特別契約 377,759,726

オペレーション等

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会専用アンチ・ドーピングラボラ
トリー運営業務委託

株式会社LSIメディエンス 特別契約 ※4 623,577,446

選手村総合診療所開設準備支援業務委託 株式会社日本経済研究所 競争入札 ※3 再掲

東京2020大会オリンピック・パラリンピック競技大会の入賞メダルの製造等
委託(金メッキ液加工および銀圧延版加工)

田中貴金属工業株式会社 特別契約 ※4 5,432,064

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会選手村内における選手及び
選手団に対する飲食提供等業務委託（総価契約）」及び「東京2020オリン
ピック・パラリンピック競技大会選手村内における従事スタッフ等に対する飲
食提供等業務委託（単価契約）」

エームサービス株式会社 競争入札 ※4 1,141,091,902

（仮称）GLP流山Ⅲプロジェクトに係る定期建物賃貸借契約 流山3ロジスティック特定目的会社 特別契約 ※4 750,819,683

競技会場及び関連施設に対する家具・什器・備品（FF＆E）調達等に関す
るプロジェクトマネジメント業務委託

コーユーレンティア株式会社 競争入札 ※4 40,918,600

メインオペレーションセンターに係る映像表示システム構築委託（第１期）
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

パートナー供給
※2
※4

アクレディテーションカード専用紙及びラミネートパウチの印刷等に関する
業務委託

大日本印刷株式会社 パートナー供給 ※3 再掲

馬術競技会場（馬事公苑）における散水車の賃貸借業務委託 De Grondslag BV 競争入札 ※4 3,915,670

選手村配宿計画海外アドバイザー業務委託 Irina Paniushkina 特別契約 ※3 再掲

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の旗調達（リース・購入）及び
運用に関する業務委託

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

プロポーザル方式 ※4 65,839,755
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パワーリフティング競技備品の買入れ ELEIKO Group AB 特別契約 ※3 再掲

キヤノン複写機賃貸借契約書
キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

特別契約 ※4 280,010

選手村宿泊施設等建物管理委託契約
三井不動産レジデンシャル株式会
社 他10社

特別契約 ※4 1,754,800,000

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 クリヤマ株式会社 東京支社 特別契約 ※4 3,809,866

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
CONNOR SPORT COURT
INTERNATIONAL,LLC

特別契約
※1
※4

8,785,259

ESR市川ディストリビューションセンターに係る定期建物転貸借契約 汐留事業７号株式会社 特別契約 ※3 再掲

選手村運営施設建物維持管理業務委託 大和ライフネクスト株式会社 競争入札 ※4 197,420,652

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場における選手（競
技出場者）及び競技関係者、技術役員・審判員、国際オリンピック委員会・
国際パラリンピック委員会役員等に対する飲食提供等業務委託（総価契
約）」及び「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場における
従事スタッフ等に対する飲食提供等業務委託（単価契約）」

シダックスコントラクトフードサービ
ス株式会社

競争入札 ※4 126,457,253

大会DOPラボ床置型複合機のレンタル契約
キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

特別契約 ※4 243,504

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(キヤノン) オリックス・レンテック株式会社 パートナー供給
※2
※4

各種公式出版物の印刷等業務委託（複数単価契約） 凸版印刷株式会社 パートナー供給
※2
※4

ボッチャ競技における表層床材の設置等業務委託 クリヤマ株式会社 東京支社 特別契約 ※4 1,859,000

メインオペレーションセンターに係る映像表示システム構築委託（第２期）
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

パートナー供給
※2
※4

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

西尾金庫鋼板株式会社 特別契約 ※4 566,500

馬術競技会場（馬事公苑・海の森クロスカントリーコース）における馬用救急
車の買入れ（第２期）

Equisave Horse Ambulances Ltd. 特別契約 ※3 再掲

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場における選手（競
技出場者）及び競技関係者、技術役員・審判員、国際オリンピック委員会・
国際パラリンピック委員会役員等に対する飲食提供等業務委託（総価契
約）」及び「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場におけ
る従事スタッフ等に対する飲食提供等業務委託（単価契約）」

イオン株式会社 特別契約 ※4 45,723,893

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の東京アクアティクスセン
ター、東京辰巳国際水泳場における技術役員・審判員、国際オリンピック委
員会・国際パラリンピック委員会役員等に対する飲食提供等業務委託

株式会社藤給食センター 特別契約 ※3 再掲

選手村冷蔵・冷凍コンテナ設置・撤去等業務委託 奥井組・小林精機共同企業体 競争入札 ※4 45,540,000

車いすフェンシング競技　フレームの調達 Pallagi Art Pvt. Ltd. 競争入札 ※3 再掲

代々木競技場　本大会用仮設木製床材の調達 Gerflor SAS. 特別契約
※1
※4

2,314,426

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の入賞メダルケースの製造委
託契約

オリンピックメダルケース製造共同
企業体

プロポーザル方式 49,046,410

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の入賞メダルリボンの製造委
託契約

丸信テルタック株式会社 プロポーザル方式 15,246,610

晴海選手村におけるカーテンの調達及び設置・撤去業務委託（リクシル） 株式会社川島織物セルコン パートナー供給 ※2

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
株式会社デザインアーク 東京支
店

競争入札 1,429,047,527

選手村総合診療所における磁気共鳴断層撮影装置（ＭＲＩ装置）のリース契
約（GE）

三井住友ファイナンス&リース株式
会社

パートナー供給 ※2

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

株式会社THE CATER・株式会社
マルナカ・株式会社関坂漆器・株
式会社内田染工場・有限会社昇
苑くみひも・株式会社アシックス・
株式会社NO DESIGN・株式会社
生活藝術社共同企業体

競争入札 19,108,091

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 タニコー株式会社 競争入札 28,314,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会技術役員フォーマルユニ
フォームの制作

株式会社AOKIホールディングス パートナー供給 ※2

ゴールボール競技用アイシェードの調達 Goalfix Sports Ltd 特別契約 ※1 1,120,834

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会にかかるスポーツプレゼン
テーション実施業務の委託（その１）

株式会社電通 特別契約 1,032,657,690

アーチェリー競技本大会用的紙の調達 FIVICS Co., Ltd. 競争入札 3,691,211

(￡8,081）

($81,000）

(€19,250）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

清掃業務委託（選手村） 株式会社ダスキン 競争入札 399,058,963

選手村リネンクリーニング業務委託 リネンクリーニング業務共同企業体 競争入札 176,691,922

テストイベント実施業務委託（3）（馬事公苑外3会場）〔個別契約　フェンシン
グ その2〕

株式会社ADKマーケティング・ソ
リューションズ

特別契約 215,149,715

選手村における寝具の組立等業務委託 株式会社サンレディース 競争入札 26,180,000

晴海選手村における備品の調達（タオル・トイレブラシ） 株式会社廣瀬商会 競争入札 32,230,655

NOC/NPCタグの印刷等業務委託(単価契約) 大日本印刷株式会社 パートナー供給 ※2

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 大日本印刷株式会社 パートナー供給 ※2

選手村ランドリーサービス業務委託 ファミリーレンタリース株式会社 競争入札 255,428,782

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における大会運営物流の実
施（選手村Bump-in業務）

ヤマトホールディングス株式会社、
ヤマトホームコンビニエンス株式会
社

パートナー供給 ※2

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 愛知株式会社 東京本部 競争入札 42,462,420

電子カルテシステムの開発・導入（2期）（GE） Research Circle Technology, Inc. パートナー供給 ※2

東京2020副賞用ぬいぐるみ製造委託 株式会社セガトイズ 競争入札 2,776,422

ミールバウチャーの印刷業務委託 大日本印刷株式会社 パートナー供給 ※2

選手村における家電製品の賃貸借（パナソニック）
三井住友トラスト・パナソニックファ
イナンス株式会社

パートナー供給 ※2

東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会会場医務室における酸素ボ
ンベ等の賃貸借（単価契約）

株式会社星医療酸器 競争入札 12,041,370

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における大会準備フェーズの
継続に伴う各種作業の実施

ヤマトホールディングス株式会社、
ヤマト運輸株式会社、ヤマトロジス
ティクス株式会社、ヤマトホームコ
ンビニエンス株式会社

パートナー供給 ※2

東京オリンピック・パラリンピック競技大会における医療用消耗品の購入（単
価契約）

株式会社イノメディックス 競争入札 105,300,844

東京オリンピック・パラリンピック競技大会における医療用備品の賃貸借 オリックス・レンテック株式会社 競争入札 155,805,760

ドーピング検査キット等消耗品の買入れ Berlinger Special AG 特別契約 ※1 22,791,491

清掃業務委託（海の森クロスカントリーコース、海の森水上競技場） 日建総業株式会社 特別契約 27,473,857

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） 凸版印刷株式会社 競争入札 43,911,230

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 株式会社フカヤ 競争入札 8,041,396

競技会場及び関連施設における FF&E （家具・什器・備品）の調達（柵関
係）

山王スペース＆レンタル株式会社 競争入札 1,089,412,115

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〕 株式会社電通 特別契約 112,893,000

テストイベント実施業務委託（３）〔個別契約 ボッチャ〕
株式会社ADKマーケティング・ソ
リューションズ

特別契約 15,897,738

医用画像管理システム用サーバーの調達 富士通株式会社 パートナー供給 37,508,482

自転車トラック競技の競技用備品購入 株式会社弘報舘 複数見積 1,052,700

自転車ロード競技におけるルーフラックの買入れ Roof Racks Chantal 特別契約 ※1 13,259,342

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

アシックスジャパン株式会社 パートナー供給 ※2

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

ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

選手村宿泊棟用医療用備品の賃貸借 株式会社MMコーポレーション 競争入札 34,544,994

東京2020大会 会場内サインの製作・設置・維持・撤去等に係る業務委託
ノムラプロダクツ・凸版印刷コン
ソーシアム

特別契約 2,055,125,348

選手村配宿計画海外アドバイザー業務委託 Irina Paniushkina 特別契約 5,699,250

診療材料小分け業務委託 日本船舶薬品株式会社 東京支店 競争入札 9,713,000

表彰台等の製造業務委託

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、ナノダックス
株式会社、テラサイクルジャパン合
同会社

特別契約 153,745,922

(€110,817.74）

(CHF204,922.60）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

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

トヨタ自動車株式会社 特別契約 2,527,021,900

パラリンピック用車いすフェンシング競技用備品の輸入通関代行及び配送
業務委託

ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

選手村総合診療所における空気圧式免荷装置のサービス提供 日本シグマックス株式会社 特別契約 1,192,400

通関に係る問合せ窓口業務の2020年度における業務委託
ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

海の森水上競技場における水質調査検討委託 株式会社PCER 特別契約 1,122,000

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床材の保管業務委
託

CONNOR SPORT COURT
INTERNATIONAL,LLC

特別契約 ※1 21,073,000

シッティングバレー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

クリヤマ株式会社 東京支社 特別契約 55,561,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ボート・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４）

株式会社イオ 特別契約 10,992,437

表彰台及びその付属品保管のための寄託契約 LF Logistics Japan株式会社 複数見積 5,009,955

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ボート・カヌースプリント競技
会場水質調査業務委託（TECTA方式）

ABCプランニング株式会社 特別契約 1,069,035

海の森水上競技場の水質に係るIOC・IF協議に向けた専門的支援委託 株式会社PCER 特別契約 3,278,000

UAC における電気設備撤去工事等に関する業務委託 株式会社ユウデン 複数見積 786,280

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における大会運営物流の実
施（個別契約その９）

ヤマトホールディングス株式会社、
ヤマト運輸株式会社、ヤマトロジス
ティクス株式会社、ヤマトホームコ
ンビニエンス株式会社

パートナー供給 ※2

東京UAC移転に伴うユニフォーム・備品搬出入業務委託
ヤマトグローバルロジスティクスジャ
パン株式会社

パートナー供給 ※2

グッドマンビジネスパーク　イーストゲートに係る定期建物賃貸借契約 株式会社ダイワコーポレーション 特別契約 843,222,666

MED モノクロプリンタの購入
キヤノンマーケティングジャパン株
式会社

パートナー供給 ※2

CROSS DOCK HARUMI（UNIフロア分：A棟2階）における間仕切撤去工事 株式会社オフィスバスターズ 競争入札 64,101

シッティングバレーボール競技　競技用備品の買入れ 有限会社田中運動具店 複数見積 691,490

５人制サッカー競技 アイシェードの購入 Goalfix Sports Ltd 特別契約 ※1 514,244

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会における大会準備フェーズの
継続に伴う各種作業の実施

ヤマトホールディングス株式会社、
ヤマト運輸株式会社、ヤマトロジス
ティクス株式会社、ヤマトグローバ
ルロジスティクスジャパン株式会
社、ヤマトホームコンビニエンス株
式会社

パートナー供給 ※2

ドーピング検査活動に関する書類一式の印刷業務委託 凸版印刷株式会社 パートナー供給 ※2

テニス・車いすテニス競技用スポットクーラーの借入れ IcyBreeze Cooling, LLC 特別契約 ※1 1,784,198

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ロードサイクリングアコモ
デーション内における選手及び選手団等に対する飲食提供等業務委託
（総価契約）」及び「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ロードサイ
クリングアコモデーション内における従事スタッフ等に対する飲食提供等業
務委託（単価契約）」

株式会社富士レークホテル 特別契約 37,444,854

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ロードサイクリングアコモ
デーション内における選手及び選手団等に対する飲食提供等業務委託
（総価契約）」及び「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ロードサイ
クリングアコモデーション内における従事スタッフ等に対する飲食提供等業
務委託（単価契約）」

富士屋ホテル株式会社 特別契約 17,193,440

大会スタッフ向け体調管理シートの印刷業務委託 大日本印刷株式会社 パートナー供給 ※2

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の競技会場（武蔵野の森総
合スポーツプラザ）における選手（競技出場者）及び競技関係者、技術役
員・審判員、国際オリンピック委員会・国際パラリンピック委員会役員等に対
する飲食提供等業務委託（総価契約）

株式会社フードワークス 特別契約 39,391,825

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場における選手（競
技出場者）及び競技関係者、技術役員・審判員、国際オリンピック委員会・
国際パラリンピック委員会役員等に対する飲食提供等業務委託（総価契
約）」及び「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会競技会場における
従事スタッフ等に対する飲食提供等業務委託（単価契約）」

株式会社幕張メッセ 特別契約 295,646,002

($195,000）

（￡3,303）

（＄16,300）
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調達方法 契約金額（円）契約件名 契約者

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ロードサイクリングアコモ
デーション内における選手及び選手団等に対する飲食提供等業務委託
（総価契約）」及び「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会ロードサイ
クリングアコモデーション内における従事スタッフ等に対する飲食提供等業
務委託（単価契約）」

ハイランドリゾート株式会社 特別契約 9,307,296

東京2020大会におけるIF代表・ITOの旅費（2020年度） 国際競技連盟、国際技術役員 その他 2,872,762

新型コロナウイルス感染症対策関連

ソフトウェアファクトリー(COVID19対応CoE業務)に関する業務委託
株式会社セールスフォース・ドット
コム

特別契約 13,750,000

ソフトウェアファクトリー（COVID19対応アプリ開発及びPM業務）に関する業
務委託

株式会社セールスフォース・ドット
コム

特別契約 41,140,000

海外人材特例入国に係る費用（使い捨て手袋_アルコール消毒液） 株式会社ヨドバシカメラ その他 13,900

海外人材特例入国に係る費用（除菌ペーパー） コーユーレンティア株式会社 その他 7,650

IBC/MPCにおけるサーモグラフィーの購入 アイリスオーヤマ株式会社 競争入札 816,420

IBC/MPCにおける新型コロナウィルス感染症対策備品の購入 凸版印刷株式会社 競争入札 743,917

メガホン外１点の買入れ
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 首都圏部門

パートナー供給 ※2

新型コロナ対策のためのシステムを対象とした情報セキュリティに関する事
前監査業務委託

EYストラテジー・アンド・コンサル
ティング株式会社

特別契約 37,373,105

アーチェリー競技ターゲット用バットレス及び付属品の買入れ DANAGE of Scandinavia 特別契約 1,436,096

車載用飛散防止セパレートシェードの購入 株式会社カトウスタヂオ 複数見積 499,554

感染症対策業務支援システムに係るアドバイザリー業務委託 株式会社Cスタジオ 特別契約 5,775,000

競技会場別シミュレーション演習等用コロナ対策物品の購入 コーユーレンティア株式会社 その他 388,652

海外専門人材の受入にかかるコロナ対策について（クリーニング）その1 株式会社アピッシュ その他 502,150

海外専門人材の受入にかかるコロナ対策について（食事の提供）
シダックスコントラクトフードサービ
ス株式会社ほか

その他 7,538,030

海外専門人材の受入にかかるコロナ対策について（クリーニング）その2 株式会社アピッシュ その他 86,350

※１　外貨契約については、最初の支払時の為替レートで金額を換算
※２　金額の公表について、組織委員会が契約者及びＩＯＣと調整中
※３　過年度からの継続事業であるため、項目のみ再掲
※４　過年度からの継続事業のうち、契約変更があった契約について、契約変更額を記載
※５　セキュリティに関するものや補償等に関するものなど、公表をすることにより大会運営に支障をきたす可能性のある契約28件3,735,472,404円は、
        現在のところ非公表とする
※６　電気通信設備に係る契約（工事等協定）であり、事業終了後に契約金額が確定
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