
（様式１－１）

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
(1) 平成28年度東京観光情報センター管理運営業務等委託
(2) 東京観光情報センター及び全国観光PRコーナーの移転に伴う基本計画の策定等業務委託
(3) 東京観光情報センター多摩（仮称）の整備に伴う基本計画の策定等業務委託
(4) 伊豆大島観光復興支援事業（観光キャンペーン）の委託
(5) 平成28年度東京ブランドの発信業務の委託
(6) 平成28年度東京観光ボランティア管理運営業務等委託
(7) 平成28年度広域的な観光案内拠点等の管理運営業務委託
(8) 東京マラソン応援観光マップの作成及び臨時観光案内所の設置運営業務等委託
(9) 伝統文化発信事業に係る見学・体験映像作成業務委託
(10) 平成28年度多言語メニュー作成支援ウェブサイトの保守・運営等委託
(11) 平成28年度東京ロケーションボックス窓口運営等業務委託
(12) 多摩・島しょ魅力発信事業業務委託
(13) 多摩・島しょ地域旅行商品造成モニターツアー業務委託
(14) 多摩・島しょ地域交通サービス事業委託
(15) 東京都観光まちづくりの支援業務委託
(16) 都内アンテナショップ情報の提供と都内アンテナショップを周遊するスタンプラリー事業委託
(17) 平成28年度成果指標を用いた複数市場における効果測定業務の委託
(18) 平成28年度観光プロモーション効果測定業務の委託
(19) 平成28年度観光プロモーション（成長開拓市場）業務の委託
(20) 東京2020オリンピック・パラリンピックを契機とした東京観光PR業務の委託
(21) 東京観光レップ業務の運営委託
(22) 平成28年度海外青少年の教育旅行受入促進業務の委託
(23) リオデジャネイロ2016オリンピック・パラリンピックを活用したＰＲ業務の委託
(24) 平成28年度地方連携参画型広域プロモーション業務の委託
(25) 平成28年度MICEマーケティング調査業務委託
(26) 東京におけるＭＩＣＥ受入環境に関する調査業務委託
(27) 報奨旅行等誘致・開催支援メニューの開発業務委託
(28) 平成28年度ユニークベニュー利用促進事業業務委託
(29) MICE拠点育成支援事業業務委託
(30) 多摩・島しょ地域の観光資源を活用したＭＩＣＥ体験メニュー等の開発業務委託
(31) コンベンション開催支援プログラム（開催支援事業）業務委託
(32) ユニークベニュープロモーション展開業務委託
(33) 平成28年度旅券法関係手数料の徴収事務及び収入証紙還付事務委託

平成28年度　非競争型受託等事業運営状況報告書　〔公益財団法人・一般財団法人・特例民法法人〕

１　事業（施設）名

２　事業（施設）概要

旅行者及びコンベンション誘致や情報発信等、東京の観光振興に資する事業

【本事業に含まれる都からの補助金等】
(34) ウェルカムカード作成等事業補助金
(35) 東京都観光情報発信事業補助金
(36) ムスリム観光客対応施設紹介リーフレット作成事業補助金
(37) 公益財団法人東京観光財団補助金
(38) 東京都地域振興事業補助金
(39) 平成28年度学術系国際会議誘致促進事業費補助金
(40) 東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金
(41) 東京都MICE情報発信の展開事業費補助金
(42) 平成28年度東京都MICEプロモーション基盤強化事業費補助金
(43) 都市間連携によるＭＩＣＥ誘致の推進事業費補助金
(44) 平成28年度展示会国際化支援事業費補助金
(45) 民間事業者と連携した旅行者誘致事業（負担金）
(46) 東京から日本の魅力新発見（負担金）
(47) 東京ブランド推進プロジェクト（負担金）
(48) MICE専門人材育成（負担金）

【都から交付を受けた補助金等に係る事業の概要】
(34) ウェルカムカード（ハンディガイド・ハンディマップ）の内容を企画・更新し、東京観光情報センターをはじめ、東京観光案内窓口等を通じて旅行者に提供等を行う。
(35) 東京の観光公式サイト「GO TOKYO」において、国内外の旅行客等を対象に、９言語１０種類で東京の情報を継続的に発信する。
(36) ムスリム対応の飲食店やモスク情報を紹介した旅行者向け冊子の英語版を製作し、配布する。
(37) 東京観光財団の管理・運営経費。
(38) 地域観光団体が実施する新たな観光魅力の発掘、観光資源開発など、観光振興に寄与する事業に対して助成を行う。
(39) 学術系国際会議誘致促進のため、都内主要大学と連携し実務サポート体制を構築し、誘致活動に関する実務支援を行うとともにセミナー等を実施する。
(40) 東京での開催を検討している企業系ビジネスイベンツ主催者に対し、視察時の渡航費や滞在費を補助するとともに、開催が決定した主催者へは訪都時にギブアウェイやアトラク
ション派遣、空港での出迎え等の提供を実施する。
(41) ビジネスイベンツ専門誌やトレードショーのバイヤー向けウェブサイトに掲載、開催地としての東京の魅力をＰＲする。
(42) 誘致に積極的に取り組む海外主要都市のコンベンション・ビューローで構成される国際的なアライアンス組織に加盟し、各種情報収集や東京のプロモーションを行う。
(43) 東京と異なる魅力を持つ国内の4都市と協力体制を構築し、共同でMICEの誘致活動等を実施する。
(44) 東京で開催される展示会へのインバウンド増加を促進するため、ブース出展費、 ギブアウェイ制作費の助成、観光 PR リーフレット提供等の支援を行う。
(45) 海外主要都市において、旅行博への出展などを行うとともに、旅行エージェントやメディア関係者等を東京へ招聘などの事業を実施する。
(46) 東北６県・仙台市、中国・四国地域９県及び航空・鉄道事業者と連携し、各地域の強みを生かした東京を基点とする観光ルートの設定、共同招聘旅行及びメディアを活用した情
報発信を行う。
(47) 東京ブランドロゴ「＆TOKYO」を効果的に活用した東京ブランドのPR及び外国人受入の機運醸成や受入環境の向上等に資するイベントやキャンペーン、セミナー等を実施す
る。
(48) MICEビジネスのグローバルスタンダードを身につけた専門人材を育成するため、企業系ビジネスイベンツ及び国際会議に関する専門人材育成講座を実施する。

公益財団法人東京観光財団　受託等事業

【都との特命随意契約等の内容】
(1) 都内４箇所の東京観光情報センターと都庁における全国観光ＰＲコーナーの管理運営をする。
(2) 東京観光情報センター及び全国観光PRコーナーの移転に伴う基本計画の策定等を行う。
(3) 東京観光情報センター多摩（仮称）の整備に伴う基本計画の策定等を行う。
(4) 平成25年台風26号による災害で悪化した大島のイメージ回復を図るため、大島観光復興のＰＲキャンペーンを実施する。
(5) 平成27年度に製作したブランドロゴ「＆TOKYO」を活用し、ブランドイメージの形成・浸透とブランドロイヤリティの向上を図っていく。
(6) 東京都観光ボランティアの管理運営を行うとともに、中高生を対象とした「おもてなし親善大使育成塾」を実施する。
(7) 広域的な観光案内拠点及び東京観光案内窓口の管理運営をはじめ、専用デジタルサイネージ制作及び設置、専用ウェブサイトの開設、運営等を行う。
(8) 東京マラソンの開催に合わせて来訪した国内外の旅行者に対して、マラソンコース周辺を中心とした観光スポット、観光ルート等を盛り込んだマップを作成・配布するとともに、臨時の観光案内所を設
置・運営する。
(9) 東京の有する様々な伝統文化に関連する情報を、観光情報とあわせて発信するため、見学・体験映像の作成、「東京ハンディガイドアプリ」への掲載等を行う。
(10) 都内飲食店等における外国人旅行客の受入環境整備を図るため、多言語メニュー作成支援サイト「ＥＡＴ 東京」を保守・運営等を行う。
(11) 都内における映画、ドラマ等撮影に係わる各種の相談窓口として、「東京ロケーションボックス」を運営する。
(12) 増加が見込まれる外国人旅行者及び国内旅行者を多摩・島しょ地域へ送客するため、様々な情報発信ツールを多角的に活用した国内外への集中的な観光プロモーションを行う。
(13) 多摩・島しょ地域の観光施設や体験等を外国の旅行会社のツアー造成や商品企画の責任者に視察してもらうツアーを実施する。
(14) 多摩・島しょ地域において、各観光施設等を移動する手段を検討することを目的としたモニターツアーを実施し、観光地を周遊する交通手段の整備に繋げる。
(15) 観光協会や観光まちづくり団体等に情報提供し、各地の取り組みや関連する都の事業を都内に広く周知、浸透させるとともに当該団体等の交流の場を提供する。また、地域において観光振興を
リード、コーディネートしていく人材の育成等の支援を行う。
(16) 都内におけるアンテナショップの情報を提供するとともに、周遊するスタンプラリーを実施する。
(17) 訪都外国人旅行者誘致の効果について、21市場（欧米豪、東アジア、東南アジア）において成果指標KPI（Key Performance Indicator）を活用して、調査・分析を行う。
(18) 平成27年度観光プロモーションを実施した成長開拓市場（フィリピン）において、効果検証をする。
(19) 増加が期待されるインドにおいて、東京の観光プロモーションを実施し、東京の観光関連の民間事業者と連携して、多彩な東京の魅力を紹介する。また、平成26、27年度に観光プロモーションを実
施したベトナム、インドネシア、フィリピンで、現地旅行博への出展、観光セミナーを実施するほか、各国より現地旅行会社を招聘し、都内で視察旅行と商談会を開催する。
(20) オリンピック・パラリンピック開催決定の機会を捉え、オンライン広告やテレビCM等を実施し、海外の一般市民に対し東京の魅力をPRする。
(21) 東京観光レップにより、観光プロモーションの対象地域である北米、欧州、豪州及びアジアでの情報提供や商品企画のサポートを行う。
(22) 観光、教育等の関連部署の連携により学校交流のマッチングや交流活動の支援を行うとともに、教育旅行の訪問先としての都を海外に向けてＰＲする。
(23) リオデジャネイロ五輪の注目度を活用し、旅行地としての東京の認知度向上と東京ブランドの普及・浸透を図るため、現地において広告掲出等のプロモーションを展開する。
(24) 増加する個人旅行者の多様なニーズに対応し、東京と他自治体との連携による観光立国実現へ寄与するため、共同でのプロモーション事業を実施する。
(25) 企業系ビジネスイベンツについて、海外諸都市の事例調査・分析、主催者ヒアリング等の調査を実施するとともに、企業系ビジネスイベンツ、国際会議及び展示会・イベントの具体的施策を測定す
るために設定されたKPIについて、測定を行う。
(26) 都内におけるビジネスイベンツ関連施設の立地・集積状況等を調査するとともに、受入や事業者連携に関する課題等を整理し、今後の受入環境整備に資する検討を行う。
(27) 報奨旅行等の主催者や開催地決定に影響力を持つミーティグプランナー等が、東京での報奨旅行等に魅力を感じるような、東京ならではのプログラム開発を行う。
(28) 都内でユニークべニューを利用したレセプション等を行ったビジネスイベンツ主催者に対して、設営費等の補助、会場側との諸調整などの支援を行う。
(29) 東京ビジネスイベンツ先進エリアにおいて、ビジネスイベンツ開催及び誘致能力を向上させるため、国際会議主催者等のニーズを踏まえた助言、提案等の支援を行う。
(30) 国際会議や報奨旅行等の開催時に参加者が多摩・島しょ地域を訪れる機会を創出することを目的とした観光ツアーや体験メニューを開発する。
(31) 東京で開催される大規模国際会議に対し、ホスピタリティチームの派遣、フラッグ等の掲出、都内観光ツアーの実施や日本文化体験プログラム、テクニカルツアーの提供等を行う。
(32) ユニークベニューの利用を促進するため、都内施設の現況調査や受入に向けた課題整理、国内外の実施状況に関する事例調査を行うとともに、ユニークベニューをPRするためのパンフレットを制
作する。
(33) 旅券交付に伴う東京都手数料の徴収及び収入証紙の廃止に伴う還付業務を行う。



（様式１－１）

うち東京都受託等事業

当期経常増減額 15,602 0

経常収益 5,818,034 5,480,303

3,807,664 3,807,664

1,896,361 1,672,639

5,802,432 5,480,303
5,797,809 5,479,893

うち人件費 482,715 474,483
4,623 410

うち管理費 3,630 -
当期経常外増減額 △ 712 -

0 -
712 -

2,672 -
12,218 0

493,304 493,304

1,378,904 106,042

当期増加額 0 0
0 0

当期減少額 0 0
1,884,426 599,346

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
競争契約 委託 旅奇広告有限会社 2,810,000
競争契約 委託 ヒビノメディアテクニカル株式会社 3,466,599
競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 3,512,160
競争契約 委託 一般社団法人MICE総研 3,678,588
競争契約 委託 日本通運株式会社 3,824,486
競争契約 委託 株式会社国際地学協会 3,850,200
競争契約 委託 株式会社デジタル朝鮮日報 3,892,000
競争契約 委託 株式会社石田大成社 3,896,640
競争契約 委託 株式会社ナビタイム 4,205,520
競争契約 委託 ニューソリューションホールディングス株式会社 4,470,965
競争契約 委託 ニューソリューションホールディングス株式会社 4,500,000
競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 4,810,401
競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 4,943,975
競争契約 委託 株式会社 Relation 4,968,000
競争契約 委託 2016北区花火会実行委員会 5,000,000
競争契約 委託 富士電機ITソリューション株式会社 5,227,200
競争契約 委託 日本通運株式会社 5,227,396
競争契約 委託 凸版印刷株式会社 5,367,600
競争契約 委託 ニュー・オータニ株式会社 5,369,818
競争契約 委託 ニューソリューションホールディングス株式会社 5,400,000
競争契約 委託 株式会社日本旅行 5,427,093
競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 5,527,438
競争契約 委託 株式会社平岩 5,670,000
競争契約 委託 公益財団法人日本交通公社 5,799,624
競争契約 委託 株式会社ゼロイン 5,890,320
競争契約 委託 株式会社フォルマーデザイン 5,999,997
競争契約 委託 株式会社JTBグローバルマーケティング＆トラベル 6,188,220
競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 6,208,359
競争契約 委託 日本通運株式会社 6,333,191
競争契約 委託 株式会社日本旅行 6,626,158
競争契約 委託 株式会社ファイネックス 6,732,720
競争契約 委託 株式会社ファイネックス 7,471,440
競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 7,497,360
競争契約 委託 一般社団法人ＭＩＣＥ総研 7,884,648
競争契約 委託 凸版印刷株式会社 7,992,000
競争契約 委託 株式会社コア・アド・インフィニティ 8,290,728
競争契約 委託 株式会社ジェイアール東日本企画 8,450,000
競争契約 委託 株式会社アサツー ディ・ケイ 8,491,500
競争契約 委託 株式会社乃村工藝社 8,856,000
競争契約 委託 株式会社モリイチ 9,067,680
競争契約 委託 株式会社Relation 9,438,000
競争契約 委託 前田印刷株式会社 9,459,450
競争契約 委託 株式会社大塚商会 9,613,922
競争契約 委託 インフィニティ・コミュニケーションズ株式会社 9,700,772
競争契約 委託 ミラノレップ：IXI s.r.l 9,715,500
競争契約 委託 ぴあ株式会社 9,995,400
競争契約 委託 マドリードレップ：植田妙子 10,215,672
競争契約 委託 株式会社石田大成社 11,354,666
競争契約 委託 近畿日本ツーリスト株式会社 11,598,509
競争契約 委託 株式会社野村総合研究所 11,994,413
競争契約 委託 公益財団法人日本交通公社 13,000,000
競争契約 委託 株式会社三菱総合研究所 13,485,096
競争契約 委託 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 14,995,800
競争契約 委託 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 16,358,000
競争契約 委託 北京レップ：北京徳宝国際旅行社有限公司 19,480,000
競争契約 委託 インフィニティ・コミュニケーションズ株式会社 16,969,920
競争契約 委託 三松堂印刷株式会社 17,339,616
競争契約 委託 株式会社Relation 18,942,000
競争契約 委託 トロントレップ：ジャパンコミュニケーションズ 19,036,900
競争契約 委託 シドニーレップ：栩野勝治 19,037,240
競争契約 委託 サンフランシスコレップ：小林真奈美 19,208,280
競争契約 委託 ミュンヘンレップ：Lieb Management & Beteiligungs GmbH 19,537,240
競争契約 委託 公益財団法人　日本交通公社 19,996,400
競争契約 委託 株式会社電通パブリックリレーションズ 20,000,000
競争契約 委託 ソウルレップ：株式会社インターナショナルコミュニケーション 20,024,400
競争契約 委託 PwCアドバイザリー合同会社 20,092,272
競争契約 委託 株式会社エフビーアイ・コミュニケーションズ 20,287,476
競争契約 委託 株式会社東急エージェンシー 20,488,572
競争契約 委託 株式会社リクルートライフスタイル 22,023,360
競争契約 委託 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 22,532,500
競争契約 委託 パナソニックシステムネットワークス株式会社 22,680,000
競争契約 委託 株式会社JTBコーポレートセールス 22,857,120
競争契約 委託 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社 22,974,840
競争契約 委託 凸版印刷株式会社 27,757,620
競争契約 委託 パナソニックシステムネットワークス株式会社 29,073,600
競争契約 委託 株式会社AAB 29,681,590
競争契約 委託 株式会社アイネット 30,780,000
競争契約 委託 株式会社ファイネックス 31,951,692
競争契約 委託 凸版印刷株式会社 34,181,331
競争契約 委託 パリレップ：EXA Partners, S.A.S. 34,519,760
競争契約 委託 ロサンゼルスレップ：EXA Partners, Inc. 34,938,360
競争契約 委託 ニューヨークレップ：平井亜紀 34,938,360
競争契約 委託 ロンドンレップ：CROSS MEDIA LTD. 35,019,760

68

20

29

44

52

59

当期一般正味財産増減額

34
35
36

65

80
81

37
38
39

83

30

当期指定正味財産増減額

資産（期首残高）

9

4

7
8

10

24
25
26
27
28

3

5

31

18

11
12
13

32

15
16
17

MIFAM（APAC)旅行手配等業務委託

6

うち 都からの補助金等

【特命随意契約等案件】　※単位：千円
(1) 376,098　　(2) 22,161　　(3) 10,136　　(4) 110,376　　(5) 437,771　　(6) 269,941　　(7) 307,509　　(8) 5,216　　(9) 7,730　　(10) 32,760
(11) 24,436　　(12) 300,447　　(13) 63,164　　(14) 33,540　　(15) 25,284　　(16) 11,575　　(17) 97,553　　(18) 3,487　　(19) 89,720　　(20) 983,749
(21) 71,236　　(22) 13,096　　(23) 219,233　　(24) 3,207　　(25) 38,892　　(26) 14,075　　(27) 6,014　　(28) 52,007　　(29) 13,869　　(30) 27,106
(31) 46,441　　(32) 36,986　　(33) 52,837

【補助金等】　※単位：千円
(34) 142,132　　(35) 146,733　　(36) 15,502　　(37) 108,605　　(38) 15,001　　(39) 20,430　　(40) 29,831　　(41) 129,324
(42) 21,707　　(43) 42,502　　(44) 4,283　　(45) 263,987　　(46) 553,813　　(47) 177,066　　(48) 1,719

管理費

契約件名
1

法人税等

資産（期末残高）

経常外収益
経常外費用

No.

観光人材育成支援業務委託

観光活性化フォーラム運営業務委託

備考

３　収支状況（単位：千円）

うち 都からの補助金等

４　受託等事業実施に係る契約（単位：円）　〔対象：①全特定契約、②①以外の契約については250万円以上の契約〕

項目
収支

団体　計

2

うち 都からの委託料

経常費用
事業費

40
41
42

62

22

平成28年度ハンディガイド、ハンディマップの保管・発送業務委託

23

平成28年度「東京観光情報メールマガジン」の制作及び配信業務委託

報奨旅行等、国際会議及び展示会・イベントに関する効果測定業務委託

平成28年度中国における旅行博等現地プロモーションに係る企画運営業務委託

東京ブランドPR用カード付きピンバッジの制作業務委託

平成28年度東京ハンディガイドアプリ維持管理等業務委託
平成28年度SNSアカウント（韓国語によるFacebook及びNAVERブログ）運営業務委託
平成28年度SNSアカウント（Weibo／新浪微博・WeChat／微信）運営業務委託

「東京味わいフェスタ2016」出展ブース企画運営業務委託

平成28年度東京ブランド発信イベントの企画運営業務委託

19

21

14

平成28年度成長開拓フォローアップ　東南アジア旅行会社ファムに係る旅行手配業務委託

平成28年度ＳＮＳアカウント（タイ語によるFacebook）運営業務委託
平成28年度インナーブランディングの推進業務（２０１６北区花火会の活用PR業務）委託

平成２８年度ＳＮＳアカウント（繁体字によるFacebook）運営業務委託
労働者派遣契約

外国人旅行者向け観光ガイドサービス申込受付システムの構築及び運用業務等委託

平成28年度　都市間連携ファムトリップに係る旅行手配等業務委託（第2回）

平成28年度海外市場セミナー・市場別相談会に係る会場等の手配、及び、オペレーション業務の委託

MICE拠点育成支援事業モデル検証業務委託
平成28年度東京ブランドPRグッズの保管・配送業務委託

平成28年度 都市間連携共同パンフレット制作委託
平成28年度観光パンフレット（欧米豪）制作業務委託

平成28年度GO TOKYO内美術館・博物館ページのコンテンツ制作業務委託

平成28年度 BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（北米）委託

平成28年度東京ブランドＰＲグッズの一時保管・発送業務委託
平成28年度東京都観光ボランティア応募受付システム構築・運用業務等委託
平成28年度成長開拓フォローアップ　東南アジア旅行会社ファムに係る宿泊・会議等施設手配業務委託

平成28年度都市間連携事業に係るPRツール（Web/パンフレット）制作業務委託
東京観光情報センター多摩(仮称）整備に伴う基本計画策定等業務委託
平成28年度東京ブランドグッズの作成業務委託
平成28年度シンガポールにおける旅行博等現地プロモーションに係る企画運営業務委託
平成28年度ウェルカムカード「東京ハンディマップ」（後期）の印刷
平成28年度観光窓口スタッフ用業務管理システムの構築・運営に関する業務委託

平成28年度（開催支援事業）国際会議・空港等へのホスピタリティチーム派遣及び東京観光ツアー等実施業務委託

平成28年度インナーブランデングの効果測定等業務委託

伝統文化発信事業に係る映像制作及び記事更新業務委託
平成28年度ミーティング＆インセンティブ販促ブックレット制作委託
平成28年度海外ミーティングプランナー（北米）ファムトリップに係る旅行手配等業務委託
平成28年度海外ミーティングプランナー（欧州）ファムトリップに係る旅行手配等業務委託

平成28年度都市間連携ファムトリップに係る旅行手配等業務委託(第3回）
平成28年度SNSアカウント（英語・ドイツ語・スペイン語・イタリア語・フランス語によるFacebook）運営業務委託

都内アンテナショップ情報の提供と都内アンテナショップを周遊するスタンプラリー事業業務委託

平成28年度ムスリム旅行者受入対応施設紹介パンフレット（地図部分を含む。）制作及び印刷業務委託

ユニークベニュー利用促進開発調査事業委託
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）のための現場調査及び工事設計業務委託
平成28年度ベトナム、インドネシア、フィリピンにおける旅行博出展等現地プロモーション及びファムトリップに係る企画運営業務委託

平成28年度版ウェルカムカード「東京ハンディガイド」（後期）の印刷
平成28年度ウェルカムカードの原版(地図部分含む)制作委託（前期分）

東京観光レップ（ロサンゼルス）業務の委託

33

平成28年度台湾、韓国における旅行博出展等現地プロモーションに係る企画運営業務委託

平成28年度ウェルカムカード「東京ハンディマップ」（前期）の印刷
平成28年度タイ、マレーシアにおける旅行博等現地プロモーションに係る企画運営業務委託

48
49

東京観光レップ（ロンドン）業務の委託

43

45
46

多摩・島しょ地域ビジネスイベンツ向けモデルコース開発調査業務委託
平成２８年度「東京・熊本大分の連携による外国人旅行者誘致事業」並びに、「東京・中国四国地域の連携による外国人旅行者誘致事業」に係る記事広告出稿業務等委託

56
57

東京観光レップ（ミュンヘン）業務の委託

47

60 東京観光レップ（シドニー）業務の委託

ユニークベニュープロモーション展開に係るPRパンフレット制作業務に係る委託

東京観光レップ（北京）業務の委託

東京観光レップ（ソウル）業務の委託

53

企業系会議及び報奨旅行等マーケティング調査業務委託
平成28年度「東京・東北地域の連携による外国人旅行者誘致事業」に係る観光ガイドパンフレット等制作業務委託

58

63
64

東京観光レップ（トロント）業務の委託

多摩・島しょ地域交通サービス事業務委託
平成28年度アジア市場向け東京ガイドパンフレット制作業務委託

平成28年度多言語メニュー作成支援ウェブサイトの保守・運営等委託

東京観光情報センター都庁本部及び全国観光ＰＲコーナーの移転に伴う基本計画の策定等業務委託

平成28年度報奨旅行等誘致・開催支援メニューの開発業務委託費

平成28年度 BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（APAC）委託

東京観光レップ（ミラノ）業務の委託

平成28年度観光プロモーション（インド）に係るイベント・現地集客業務委託
平成28年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の保守・運用管理に関する業務委託

東京観光レップ（マドリード）業務の委託

72
73
74
75
76

66
67

70
71

69

79

77
78

東京観光レップ（パリ）業務の委託

61 東京観光レップ（サンフランシスコ）業務の委託

54
55

50
51

「国際会議都市・東京」競争力PRパンフレット制作業務委託
ビジネスイベンツ受入環境調査業務委託

平成28年度「ツーリズムEXPOジャパン2016」ブース出展等に係る企画運営業務委託
平成28年度ガイドサービスコースの検証及び見直しと新規コース設定に向けた調査等委託

82 東京観光レップ（ニューヨーク）業務の委託



（様式１－１）

競争契約 委託 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 42,504,696
競争契約 委託 不二オフセット株式会社 44,466,840
競争契約 委託 株式会社マイナビ 47,638,152
競争契約 委託 株式会社JTBコーポレートセールス 58,159,728
競争契約 委託 株式会社三菱総合研究所 67,181,436
競争契約 委託 株式会社電通 68,124,580
競争契約 委託 株式会社アサツーディ・ケイ 86,525,874
競争契約 委託 株式会社ＴＥＩ 89,021,176
競争契約 委託 株式会社大塚商会 105,074,172
競争契約 委託 株式会社アサツーディ・ケイ 119,437,944
競争契約 委託 株式会社電通パブリックリレーションズ 127,200,984
競争契約 委託 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 136,354,995
競争契約 委託 株式会社アサツーディ・ケイ 151,546,451
競争契約 委託 株式会社博報堂 175,242,141
競争契約 委託 株式会社電通 199,999,800
競争契約 委託 パナソニックシステムネットワークス株式会社 201,482,316
競争契約 委託 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 215,462,152
競争契約 委託 株式会社電通 260,000,000
競争契約 委託 株式会社電通 277,200,000
競争契約 委託 パナソニックシステムネットワークス株式会社 292,593,600
競争契約 委託 株式会社電通 411,021,497
独占契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 2,874,000
独占契約 委託 一般社団法人日本旅行業協会 3,974,400
独占契約 委託 一般社団法人日本旅行業協会 4,447,440
独占契約 委託 株式会社電通 4,762,221
独占契約 委託 スタジオブラックオペラ 21,046,500
特定契約 委託 東日本電信電話株式会社 451,257
特定契約 委託 株式会社ミウラオリ ラボ 486,000

特定契約 委託 ジャパン・トラベル株式会社 540,000

特定契約 賃借 有限会社エクティエルシステム 744,000

特定契約 委託 株式会社電通東日本 798,444

特定契約 委託 株式会社大阪屋 833,198

特定契約 委託 株式会社博報堂 997,920

特定契約 委託 東日本電信電話株式会社 1,185,307

特定契約 委託 株式会社ミウラオリ ラボ 1,992,600

特定契約 委託 TripAdvisor 2,000,000

特定契約 委託 株式会社博報堂 2,000,000

特定契約 委託 TripAdvisor 2,500,000

特定契約 委託 株式会社大塚商会 3,199,500

特定契約 委託 株式会社IMAGICAイメージワークス 3,412,800
特定契約 委託 東日本電信電話株式会社 7,431,862
特定契約 委託 株式会社電通東日本 101,768,400
特定契約 委託 株式会社博報堂 199,239,480

件数 金額
0 0
0 0
7 13,926,965

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 TripAdvisor 2,500,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社大塚商会 3,199,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社IMAGICAイメージワークス 3,412,800

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東日本電信電話株式会社 7,431,862

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社電通東日本 101,768,400

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社博報堂 199,239,480

平成28年度中国における旅行博（CITM）出展における出展料

125

84

89

105

112

113

108
109

111

106

110

ツーリズムEXPOジャパン２０１６出展に係る出展料及び会場内広告料（東京ブランド発信事業）

ツーリズムEXPOジャパン２０１６出展に係る出展料（多摩・島しょ魅力発信事業）

非公表案件

〇公表することで、事業の執行や団体の経営に支障を及ぼすおそれのある案件

東京都観光ボランティア用ユニフォームのデザイン及び試作品製作委託
平成28年度ワシントンDC全米桜祭りにおける出展にかかる運営等業務委託

107

平成28年度東京都観光ボランティア広告に係るTripAdvisor広告

東京マラソン２０１７応援観光マップの作成業務委託

東京観光情報センターバスタ新宿スタッフ用制服購入

東京観光情報センター新宿南口支所　電話料

東京観光情報センターバスタ新宿におけるタブレットコンテンツ等の保守

平成28年度東京都観光ボランティア活動PRに係るJapan Travel広告

東京観光情報センターバスタ新宿用観光案内マップ原案データ作成
東京観光情報センター都庁本部　電話料

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の製作・運用に関する業務委託
平成28年度オリンピックを契機とした東京観光PR業務（海外におけるTVCM放送）委託

平成28年度ウェルカムカード「東京ハンディガイド」（前期）の印刷

平成28年度「東京・東北地域の連携による外国人旅行者誘致事業」に係る360°VR動画制作と広告配信業務委託

平成28年度東京ブランドの発信業務（都民向けイベント・キャンペーン等）委託
リオデジャネイロ2016オリンピック・パラリンピックを活用したPR業務委託
平成28年度屋内型観光デジタルサイネージの制作・運用に関する業務委託
平成28年度東京観光情報センター管理運営業務等委託
平成28年度オリンピックを契機とした東京観光PR業務（広告等の掲出）委託

多摩・島しょ地域旅行商品造成モニターツアー業務委託

平成28年度「東京・東北地域の連携による外国人誘致事業」、「東京・中国・四国地域の連携による外国人誘致事業」並びに、「地方連携プラットフォームサイト」に係るウェブサイト制作委託

平成28年度観光情報センター新宿南口支所管理運営業務等委託
平成28年度東京の観光情報発信サイト運営管理業務委託

平成28年度東京都観光ボランティア管理運営業務等委託

平成28年度「おもてなし親善大使」育成塾等管理運営業務委託
85
86

平成28年度東京ブランド推進に係る運営業務等委託
平成28年度成果指標を用いた複数市場における効果測定業務・委託

平成28年度広域的な観光案内拠点・東京観光案内窓口の運営支援に関する業務委託

87

90
91
92
93
94

88

95
96
97
98
99
100

平成28年度「東京・東北地域の連携による外国人誘致事業」に係る交通広告及びオンライン広告並びに、「東京・中国・四国地域の連携による外国人誘致事業」に係るオンライン広告委託

平成２８年度「東京・東北地域の連携による外国人旅行者誘致事業」、並びに「東京・中国地域（山陰・瀬戸内）・四国地域の連携による外国人誘致事業」に係る招聘及び記事広告出稿業務等委託

115

116

117

特命理由

118

119

120

121

101
102
103
104

平成28年度観光窓口用ロゴマークの作成等に関する業務委託

124 高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の設置に係るネットワーク回線（フレッツ光）の敷設工事

東京観光情報センター都庁本部PC及びカラープリンター賃借料

平成28年度観光案内窓口PRサイトに係るTripAdvisor広告

多摩・島しょ魅力発信事業業務委託

東京マラソン２０１７臨時観光案内所装飾・備品設置等業務委託114

123 平成２８年度「東京ロケーションボックスオフィシャルサイト」の管理・運営等の委託

特命理由

　東京ロケーションボックスは、平成24年度に当財団に移管された事業であり、東京都からの事業の継続性を維持するため、同ウェブサイトの管理運営について、同社と引き続き契約する。

〇個人情報を含む案件

124

　東京都の方針に基づき、世界最大の旅行者口コミサイトTripAdvisorに広告を掲出するため、直接同社と契約する。

No.

平成28年度「東京ロケーションボックスオフィシャルサイト」の管理・運営等の委託

126 平成28年度東京ブランド推進に係るデザイン業務等委託

特命理由

　新たに制作する観光デジタルサイネージと、東京の観光公式サイト「GO TOKYO」とのデータ連携を行う業務を委託するものであり、東京の観光公式サイト「GO TOKYO」の管理運営業務を行っている同社
と契約を締結する。

No. 契約件名

〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件

伊豆大島観光復興支援事業（観光キャンペーン）の委託

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の設置に係るネットワーク回線（フレッツ光）の敷設工事

契約件名

122 平成28年度観光デジタルサイネージと東京の観光公式サイトGOTOKYOの連携（外部連携機能カスタマイズ）に関する業務委託

122 平成28年度観光デジタルサイネージと東京の観光公式サイトGOTOKYOの連携（外部連携機能カスタマイズ）に関する業務委託

123

５　特定契約の特命理由　〔対象：特定契約のうち250万円以上の契約〕
No. 契約件名

121 平成28年度観光案内窓口PRサイトに係るTripAdvisor広告

特命理由

No. 契約件名

No. 契約件名

　デジタルサイネージは、歩道上に設置しており、使用するインターネット回線サービスは、同社のみ提供しているものである。

126 平成28年度東京ブランド推進に係るデザイン業務等委託

特命理由

　東京ブランドに係る映像制作等の業務を委託できる唯一の事業者であり、同社と契約を締結する。

125 伊豆大島観光復興支援事業（観光キャンペーン）の委託

特命理由

　本契約相手方は、平成25年度、伊豆大島の台風被害発生時に、観光復興支援として緊急的に委託した株式会社電通から、そのノウハウを引き継ぎ、継続的・効率的に事業を実施することのできる事業者
である。

No. 契約件名


