
（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31年度東京観光情報センター管理運営業務等委託
(2) 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
(3) 平成31年度東京都観光ボランティア管理運営業務等委託
(4) 平成31年度広域的な観光案内拠点及び東京観光案内窓口サービス支援等委託
(5) 平成31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
(6) 平成31年度東京ロケーションボックス窓口運営等業務委託
(7) 多摩・島しょ魅力発信事業業務委託
(8) 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イベント事業の委託
(9) 平成31年度島しょ地域における観光連携実践プロジェクト連携実践サポート業務委託
(10) 観光復興支援事業業務委託
(11) ツーリズムEXPOジャパン2019における出展ブース企画運営業務委託
(12) 平成31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
(13) 令和元年度観光プロモーション効果測定業務の委託
(14) 平成31年度東京ブランドの推進業務委託
(15) 平成31年度観光プロモーション等の新たな展開業務の委託
(16) 東京2020大会後を見据えた観光ＰＲ業務の委託
(17) 平成31年度東京観光レップ業務の運営委託
(18) 平成31年度海外青少年の教育旅行受入促進業務の委託
(19) 平成31年度地方連携参画型広域プロモーション業務の委託
(20) 平成31年度欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーションの委託
(21) ビッグイベントを活用した観光ＰＲ業務の委託
(22) インバウンド需要回復に向けた緊急観光PR業務の委託
(23) 平成31年度MICEマーケティング調査業務委託
(24) 平成31年度国際会議開催支援プログラム（開催支援事業）及び観光ボランティア対象国際会議向け研修実施業務委託
(25) 平成31年度報奨旅行等誘致・開催支援メニューの開発業務委託
(26) 平成31年度ユニークベニューワンストップ窓口運営業務委託
(27) 平成31年度ユニークベニュー魅力発信業務委託
(28) 平成31年度旅券法関係手数料の徴収事務委託

令和元年度　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

【本事業に含まれる都からの補助金等】
(29) ウェルカムカード作成等事業補助金
(30) 東京都観光情報発信事業補助金
(31) ムスリム及びベジタリアン旅行者受入対応に係るパンフレット作成等事業補助金
(32) 「＆TOKYO」に係る東京ブランドの発信事業費補助金
(33) 公益財団法人東京観光財団補助金
(34) 免税店支援情報発信事業補助金
(35) 東京都地域の街歩きツアー発信事業補助金
(36) 東京都地域振興事業補助金
(37) 観光交通インフラ整備支援補助金
(38) 東京都島しょ地域縁結び観光事業補助金
(39) 地域における観光まちづくり支援事業補助金
(40) 令和元年台風第15号及び第19号観光支援補助金
(41) 国内会議等の国際化支援事業費補助金
(42) 東京都ユニークベニュー会場設営支援事業費補助金
(43) 学術系国際会議等誘致支援事業費補助金
(44) 東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金
(45) 東京都MICE情報発信の展開事業費補助金
(46) 東京都MICEプロモーション基盤強化事業費補助金
(47) 都市間連携によるＭＩＣＥ誘致の推進事業費補助金
(48) 展示会国際化支援事業費補助金
(49) 東京都ＭＩＣＥ連携推進協議会の運営事業費補助金
(50) 東京都ユニークベニュー魅力発信事業費補助金
(51) 民間事業者と連携した旅行者誘致事業（負担金）
(52) 東京から日本の魅力新発見（負担金）
(53) 世界自然遺産を活用した観光振興（負担金）
(54) 国際スポーツ大会を契機とした観光振興（負担金）
(55) 東京の魅力発信プロジェクト（負担金）
(56) ＭＩＣＥ専門人材育成（負担金）

公益財団法人東京観光財団　受託等事業



（様式１－１）

うち東京都受託事業

当期経常増減額 34,117 0
経常収益 8,981,037 8,117,735

5,507,766 5,507,766

3,473,271 2,609,969

8,946,920 8,117,735
8,938,236 8,116,970

うち人件費 778,932 756,264
8,684 765

うち管理費 6,092 0
当期経常外増減額 -21,236 0

0 0
21,236 0
2,025 0

10,856 0
63,625 0

18,835,676 12,466,092
当期増加額 6,046,309 5,259,041

【都との特命随意契約等の内容】
(1) 都内５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) 東京マラソンの開催に合わせ、コース周辺の観光マップを作成・配布するとともに、臨時の観光案内所を設置・運営する。
(3) 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。
(4) 広域的な観光案内拠点及び東京観光案内窓口の運営支援、専用デジタルサイネージ制作及び設置等を行う。
(5) 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」の保守・運営を行う。
(6) 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。
(7) 外国人旅行者及び国内旅行者を多摩・島しょ地域へ誘客するため、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。
(8) 都内アンテナショップ掲載情報誌の制作・配布と都内アンテナショップを周遊するイベントを行う。
(9) 東京諸島観光連携推進協議会の行う、プロモーション活動、ツール・商品開発等の事業におけるサポートを実施する。
(10) 台風により甚大な被害を受けた多摩・島しょ地域において地域の経済復興を後押しするため地域への観光誘客キャンペーンを実施する。
(11) ツーリズムEXPOジャパン展示会に出展し、東京の魅力を効果的かつ積極的に発信する。
(12) 対象市場における訪都外国人旅行者誘致の効果について、成果指標KPI（Key Performance Indicator）を活用し、今後の効果的なプロモーションに向けた調査・分析を行う。
(13) 平成30年度に観光プロモーションを実施した成長開拓市場において、効果検証のための調査を実施する。
(14) 東京を象徴するアイコン等を国内外で活用し、世界の旅行者に都市としての東京の魅力を効果的に訴求する。
(15) 既存市場及び更なる訪都旅行者の伸びが期待できる市場において、現地でのプロモーション及び現地旅行会社の招聘等を実施する。
(16) 東京2020大会後も訪都旅行者数を拡大していくために、東京の観光目的地としての認知度向上のためのプロモーションを実施する。
(17) 北米、欧州、豪州及びアジアの各都市に東京観光レップを設置し、現地メディア及び旅行事業者へのセールス活動等を実施する。
(18) 各関連機関と連携して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東京を海外にPRする。
(19) 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。
(20) 欧米豪地域などから富裕な旅行者を誘致するため、欧米豪の富裕層市場を対象とした観光プロモーションを実施する。

(21) ラグビーワールドカップ2019TM等の国内外イベントを活用した観光PRを実施する。
(22) 全世界で放映するCMの活用により、新型コロナウイルスの影響に伴い減少しているインバウンド需要の回復を図るための緊急観光PRを実施する。
(23) 国際会議関係施策の効果検証及び課題分析のための基礎調査を実施する。またMICE各分野の施策についてKPIによる継続的な効果測定及び戦略等の検証を行う。
(24) 東京開催の大規模国際会議に対し、前回大会でのPRや開催時の参加者向けプログラム提供等の支援を実施する。また、観光ボランティアに対して国際会議向けの研修を実施
する。
(25) 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。
(26) ユニークベニュー利用希望者に対して、コンサルティングによって適切な施設の紹介、イベントの企画提案等、ワンストップで総合的な支援を行う窓口を設置・運営する。
(27) ユニークベニューの魅力や活用方法を幅広く発信するためにウェブサイトやパンフレット等のツールを引き続き整備する。
(28) 旅券交付に伴う東京都手数料の徴収業務を行う。

うち 都からの委託料

項目

３　収支状況（単位：千円）

２　事業（施設）概要

【都から交付を受けた補助金等に係る事業の概要】
(29) ウェルカムカード（トラベルガイド）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。
(30) 東京の観光公式サイト「GO TOKYO」等において、国内外の旅行客等を対象に、東京の総合的な観光情報を継続的に発信する。
(31) ムスリムやベジタリアン対応の飲食店やホテル等を紹介した英語版の冊子を製作し、配布する。
(32) 旅行地としての東京を強く印象付ける「東京ブランド」の確立に向け、ロゴやブランドパートナーの管理を包括的に行う管理事務局を運営する。
(33) 東京観光財団の管理・運営経費。
(34) 都内免税店を増やすため、ポータルサイト等により免税店情報の発信等を実施する。また、免税店相談窓口を運営し、免税店のトータル支援を実施する。

(35) 観光協会等が実施する街歩きツアーをラグビーワールドカップ2019TM期間中に集中的に発信するとともに、オープニングイベントを実施し、PRの強化を図る。
(36) 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。
(37) 多摩・島しょ地域においてシェアサイクルや新たな交通用具等を活用した二次交通拡充の取組を支援する。
(38) 縁結びを目的とした島しょ地域への旅行商品造成・販売を支援するとともに専門家を現地に派遣しプロモーションを実施する。
(39) 地域の観光協会等に向けた人材育成研修を実施するとともに、地域の観光まちづくりを活性化するためのフォーラムを企画・開催する。
(40) 台風被害により落ち込んだ旅行需要の早期回復のために国内外の旅行者を対象に旅行商品や宿泊の割引を行う「東京都ふっこう割」を実施。
(41) 国内会議等の海外プロモーション助成と多言語化資金助成を行う。
(42) ユニークベニューを利用してレセプション等を行うビジネスイベンツ主催者に対して、設営費等の補助などの支援を行う。
(43) 学術系国際会議誘致促進のため、大学等の誘致活動に対するハンズオン支援を行う。
(44) 主催者の東京視察を支援するとともに、開催時の参加者向ギブアウェイやアトラクション、出迎え等の提供により、企業系ビジネスイベンツの東京への誘致を促進する。
(45) 専門誌への広告掲載、ファムトリップ、訪問営業等により、ビジネスイベンツ開催地としての東京の魅力をＰＲする。
(46) 国際的なコンベンションビューローのアライアンス組織に加盟し、情報収集や東京のプロモーションを行うとともに、その他のMICE関連の国際団体等とも連携を密にする。
(47) 東京と異なる魅力を持つ国内の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。
(48) 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、ブース出展費や多言語パンフレット製作費の助成及び観光PRリーフレット提供等の支援を行う。
(49) ビジネスイベンツの誘致・開催をより効果的に展開するための官民連携協議会を設置し、その取組をビジネスイベンツ関係者や都民に広めるシンポジウムを開催する。
(50) 都内のユニークベニューの魅力や活用方法を幅広く発信するために、関係者向けのショーケースイベントを実施する。
(51) アジア地域及び欧米豪地域において、旅行博への出展や民間事業者との共同プロモーション、現地旅行事業者及びメディアの招聘等を実施する。
(52) 東京と日本各地の自治体、民間事業者等が連携し、東京と各地双方の魅力を堪能できる観光ルートを設定し、共同招聘旅行などにより、効果的なＰＲを実施する。
(53) 世界自然遺産登録地を有する地方公共団体と連携し、世界自然遺産の知名度を生かした観光PRを実施する。

(54) 欧米豪からの観戦者が多く集まるラグビーワールドカップ2019TMの日本開催を契機とし、東京から他開催地への周遊を促すためのプロモーション等を実施する。
(55) 民間事業者等からの連携事業の提案を受け、東京ブランドアイコンの普及に効果的な提案に対し、都と提案者が共同で費用を支出し、連携事業を実施する。
(56) 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、専門人材育成講座等を実施する。

収支

団体　計

【特命随意契約等案件】　※単位：千円
(1) 619,431　　(2) 3,388 　　(3) 567,308 　　(4) 375,715　　(5) 83,481　　(6) 77,306  (7) 279,536  (8) 64,005  (9) 1,680　(10) 59,075   (11) 60,594  (12) 52,863　(13)
2,802　(14) 957,733　(15) 114,899　(16) 1,184,548  (17) 83,124　　(18) 7,129　　(19) 12,470　　(20) 325,061　　(21) 298,340　(22) 40,406　(23) 43,150　　(24) 41,419
(25) 5,777　　(26) 55,792　(27) 34,227　　(28) 56,507

【補助金等】　※単位：千円
(29) 158,559　　(30)350,807　　(31) 31,677　　(32) 25,905　　(33) 179,535   (34) 15,960　 (35) 67,178　　(36) 9,480　　(37) 11,963　 (38) 43,300　 (39) 41,748   (40)
44,273   (41) 4,210　 (42) 18,120　　(43) 20,860　　(44) 45,467　　(45) 143,928　　(46) 32,557   (47) 32,088　　(48) 7,535　　(49) 5,201　　(50) 97,610   (51) 263,059
(52) 562,120　 (53)59,158　 (54) 148,082　 (55)157,450   (56) 32,138

事業費

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

備考

法人税等（再掲）

資産（期首残高）

当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

うち 都からの補助金等

管理費

経常外収益
経常外費用

経常費用



（様式１－１）

5,259,041 5,259,041

当期減少額 -3,878,379 -3,857,810
21,003,606 13,867,324

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
1 競争契約 賃借 日立キャピタル株式会社 2,615,328
2 競争契約 委託 株式会社シモジマ 2,675,200
3 競争契約 委託 アデコ株式会社 2,793,266
4 競争契約 委託 株式会社ファイネックス 2,997,422
5 競争契約 委託 株式会社グリーンエコ東京事務所 3,245,000
6 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 3,299,709
7 競争契約 委託 株式会社日本旅行 3,426,648
8 競争契約 委託 株式会社プリプレス・センター 3,634,180
9 競争契約 委託 株式会社ファイネックス 3,652,378
10 競争契約 委託 株式会社ファイネックス 3,999,760
11 競争契約 委託 株式会社TOKI 4,066,818
12 競争契約 委託 株式会社AAB 4,125,597

13 競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 4,236,948

14 競争契約 委託 teamtravel international Gmbh 4,300,000
15 競争契約 委託 ACCORD株式会社 4,500,000
16 競争契約 委託 株式会社KITABA 4,540,000
17 競争契約 委託 まちづくりラボ・サルベージ株式会社 4,545,455
18 競争契約 委託 有限会社マインド 4,999,500
19 競争契約 委託 凸版印刷株式会社 4,999,500
20 競争契約 委託 株式会社ピーアールラボ 4,999,700
21 競争契約 委託 公益財団法人日本交通公社 5,002,238
22 競争契約 委託 アデコ株式会社 5,100,640
23 競争契約 委託 株式会社JTB総合研究所 5,278,500
24 競争契約 委託 株式会社ナビタイムジャパン 5,450,000
25 競争契約 委託 株式会社サーベイリサーチセンター 5,470,000
26 競争契約 委託 株式会社イントウ 5,497,100
27 競争契約 委託 株式会社アドフロンテ 5,521,500
28 競争契約 委託 New Solution Holdings Pty. Ltd. 5,700,000
29 競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 5,798,088
30 競争契約 委託 株式会社ドコモ・バイクシェア 5,973,000
31 競争契約 委託 株式会社日本旅行 5,994,046
32 競争契約 委託 日本通運株式会社 6,219,900
33 競争契約 委託 株式会社コングレ 6,362,400
34 競争契約 委託 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 6,446,000
35 競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 6,498,291
36 競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 6,500,000

37 競争契約 委託 株式会社ファイネックス 6,798,110

38 競争契約 委託 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 6,800,000
39 競争契約 委託 株式会社JTB総合研究所 6,987,860
40 競争契約 委託 株式会社AAB 6,999,988
41 競争契約 委託 株式会社AAB  7,065,220
42 競争契約 委託 和テンション株式会社 7,499,996
43 競争契約 委託 株式会社乃村工藝社 7,641,755
44 競争契約 委託 株式会社プリプレスセンター 7,768,200

45 競争契約 委託 株式会社KNT-CTグローバルトラベル 7,825,130

46 競争契約 委託 特定非営利活動法人日本エコツーリズム協会 8,162,000

47 競争契約 委託 株式会社サーベイリサーチセンター 8,180,000

48 競争契約 委託 株式会社エヌ・ティ・ティ・アド 8,180,600

49 競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 8,490,000

50 競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 8,882,700

51 競争契約 委託 アウンコンサルティング株式会社 8,976,000
52 競争契約 委託 株式会社JTB 9,302,997
53 競争契約 委託 株式会社大塚商会 10,440,000
54 競争契約 委託 株式会社ジェイアール東日本企画 10,998,100
55 競争契約 委託 株式会社ゼロイン 11,572,800
56 競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 13,524,866
57 競争契約 委託 株式会社JTB 13,640,000
58 競争契約 委託 株式会社KNT-CTグローバルトラベル 13,799,952
59 競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 14,285,525
60 競争契約 委託 富士ゼロックス株式会社 14,294,400
61 競争契約 委託 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 15,160,000
62 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 15,499,500
63 競争契約 委託 株式会社博報堂 15,983,704
64 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 17,988,700
65 競争契約 委託 有限会社リラックス 19,644,600
66 競争契約 委託 株式会社ディスカバー・ジャパン 20,000,000
67 競争契約 委託 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 23,395,625

68 競争契約 委託 和テンション株式会社 23,585,430

69 競争契約 委託 株式会社KNT-CTグローバルトラベル 24,883,405

70 競争契約 委託 和テンション株式会社 24,999,920

71 競争契約 委託 株式会社ファイネックス 26,983,550

72 競争契約 委託 株式会社インソース 29,209,150
73 競争契約 委託 スターツ出版株式会社 30,000,000

74 競争契約 委託 株式会社大塚商会 30,800,000

75 競争契約 委託 株式会社ゼロイン 30,917,860
76 競争契約 委託 楽天株式会社 31,240,000
77 競争契約 委託 株式会社アイネット 34,660,175
78 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 34,790,557
79 競争契約 委託 株式会社JTB 35,420,000

80 競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 38,306,900

多摩・島しょ地域旅行商品販売促進事業業務委託【外国人旅行者向け】
令和元年度ウェルカムカード「東京トラベルガイド」の印刷
平成31年度ジャパンエキスポを活用した観光プロモーションに係る企画運営業務委託
島しょ地域キャッシュレス化推進事業（実証実験）業務委託

令和元年度イギリス、スペイン、ドイツ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

令和元年度東京ガイドパンフレットおよび地図制作業務委託

ムスリム及びベジタリアン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

平成31年度東京都観光ボランティア研修業務等委託
平成31年度島しょ地域縁結び観光に係る魅力開発及び発信事業業務委託

公益財団法人東京観光財団事務所レイアウト変更に伴う搬入・搬出・什器購入・造作等の
業務委託業務委託

平成31年度　広域的な観光案内拠点及び東京観光案内窓口のPR等業務委託

平成31年度 中国及び台湾における旅行博出展等現地プロモーション業務委託
平成31年度「東京トラベルガイド」等の保管・配送業務委託（複数単価契約）
令和元年度欧米豪を中心とした富裕層向けイメージビジュアルガイドブック制作業務委託
多摩地域観光交通促進プロジェクト実証実験業務委託

令和元年度「東京と各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

平成31年度（誘致支援事業）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

令和元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（石川/沖縄）の契約
令和元年度　海外ミーティングプランナー(欧州／北米）ファムトリップに係る旅行手配等業務委託
カラー複合機の借入に係る業務委託契約
平成31年度　東京観光情報センターの広報業務委託
令和元年度 タイ及びフィリピン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
令和元年度ニューヨーク市との相互観光PRに伴う運営業務委託

観光活性化フォーラム運営業務委託
平成31年度　機器保守費(パフォーマンスチャージ)の支出
令和元年度インドネシアにおけるBtoCプロモーションに係る企画運営業務委託
平成31年度東京都観光ボランティアのPR等業務委託
令和元年度アラブ首長国連邦・オランダ・ロシア旅行会社ファムに係る旅行手配等業務委託
令和元年度　東京観光情報センター　データベース構築の業務委託

世界自然遺産を活用した観光振興に係る商談会の実施委託

「マーケティングを活用した事業計画策定支援『渋谷マーケティング実態調査及び事業計画策定支
援』」業務委託

「マーケティングを活用した事業計画策定支援『上野回遊性事業計画策定支援』」業務委託

令和元年度オランダ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審運営
業務委託

平成31年度(2019年度）観光ボランティアを対象とした研修及び国際会議へのボランティア派遣委託業
務契約

「外国語メニュー」がある飲食店検索サイトの外国人旅行者向けPR業務委託

平成31年度マレーシア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契約
令和元年度ロシアにおける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
平成31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
東京観光情報センターバスタ新宿に関わる改装工事等業務委託契約
令和元年度企業系会議・報奨旅行等実務マニュアル制作業務委託契約

令和元年度国際会議開催支援プログラム（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

宿泊施設バリアフリー化支援補助金事業PR等業務委託
令和元年度海外ミーティングプランナーファムトリップに係る旅行手配等業務委託
第17回東京シティガイド検定試験運営業務委託

平成31年度（2019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

平成31年度（2019年度）都市間連携に係るPRツール（Web/パンフレット）制作業務委託
令和元年度MICE専門人材育成講座（実践）（企業系会議・報奨旅行等）運営業務委託

平成31年度 BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（APAC）委託
令和元年度都市間連携ファムトリップ（名古屋）に係る旅行手配等業務委託
多摩・島しょ観光交通促進プロジェクト調査業務委託
令和元年度賛助会員交流会「交流の集い」の手配及びオペレーション業務委託
平成31年度東京都観光ボランティアユニフォームの管理・保管業務委託
令和元年度MICE専門人材育成講座（実践）（国際会議）運営業務委託

令和元年度労働者派遣（総務事務補助）（複数単価契約）
東京観光情報センター　アクセシブルツーリズム専用窓口設置及び研修に関する企画運営業務委託
多摩・島しょ地域旅行商品販売促進事業に伴う調査業務委託
平成31年度 東京観光情報センター　接客状況調査及び観光客等満足度調査業務委託
令和元年度香港におけるBtoCプロモーションに係る企画運営業務委託
令和元年度インドにおける現地プロモーションに係る企画運営業務委託

ウェルカムTokyoイベント「隅田川　川開きdeおもてなし」実施委託
ウェルカムTokyoイベント「御岳山天空縁日～地元住民が手ほどきする江戸東京の伝統文化」実施委託
ウェルカムTokyoイベント「町田　堺の大祝宴」実施委託
ウェルカムTokyoイベント「足立区 “遊ば☆night(ナイト)” パスポート」実施委託
ウェルカムTokyoイベント「「江戸東京・内藤新宿　秋縁日」実施委託
観光人材育成支援業務委託

平成31年度（2019年度）SNSアカウント（韓国語Facebook及びNAVERブログ）運営業務委託
令和元年度 報奨旅行等誘致・開催支援メニューの開発業務委託
令和元年度ベトナムにおける観光セミナー実施に係る企画運営業務委託

平成31年度東京観光レップによる海外市場セミナー・市場別相談会に係る会場等の手配及びオペ
レーション業務委託

平成31年度 BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（欧州）委託
平成31年度 IMEX Americaへの出展支援等運営業務委託契約

平成31年度（2019年度）SNSアカウント（中国語繁体字Facebook）運営業務委託
2019年国際会議統計調査業務
令和元年度海外メディア招聘（MICEメディアファムトリップ）に係る旅行手配等業務委託
東京都ＭＩＣＥシンポジウム2020運営業務委託
平成31年度ＭＩＣＥ拠点育成エリアの情報発信業務委託
平成31年度TCVBニュースレター製作・印刷・発送業務委託

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〕

契約件名
平成31年度　機器等（複合機４台）リース料の支出
令和元年度東京ブランドの推進業務におけるPRグッズ（紙袋2種）制作業務委託
令和元年度労働者派遣（東京観光情報センター業務事務補助）（単価契約）

うち 都からの補助金等

資産（期末残高）

No.



（様式１－１）

81 競争契約 委託 株式会社　野村総合研究所 39,696,470
82 競争契約 委託 株式会社オリコム 39,929,320
83 競争契約 委託 日本コンベンションサービス株式会社 40,634,000
84 競争契約 委託 株式会社三菱総合研究所 42,737,200
85 競争契約 委託 株式会社ファイネックス 43,620,000
86 競争契約 委託 ぴあ株式会社 46,117,940
87 競争契約 委託 ACCORD株式会社 46,275,500

88 競争契約 委託 株式会社博報堂 46,290,000

89 競争契約 委託 株式会社マイナビグローバル 49,282,008
90 競争契約 委託 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 53,000,000
91 競争契約 委託 楽天株式会社 53,636,364
92 競争契約 委託 株式会社 三菱総合研究所 54,269,600
93 競争契約 委託 株式会社ジェイアール東日本企画 55,605,000
94 競争契約 委託 研精堂印刷株式会社 61,325,000
95 競争契約 委託 株式会社日本旅行 71,733,600
96 競争契約 委託 株式会社電通 73,155,300
97 競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 75,000,914
98 競争契約 委託 株式会社博報堂 77,766,700
99 競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 96,414,524

100 競争契約 委託 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 99,994,998

101 競争契約 委託 株式会社電通パブリックリレーションズ 100,045,550

102 競争契約 委託 株式会社電通パブリックリレーションズ 100,365,585

103 競争契約 委託 アウンコンサルティング株式会社 116,996,000
104 競争契約 委託 株式会社ゼロイン 125,493,220
105 競争契約 委託 株式会社オリコム 136,355,583
106 競争契約 委託 株式会社電通ライブ 154,737,000

107 競争契約 委託 株式会社ADKマーケティ ング・ソリューションズ 175,261,674

108 競争契約 委託 株式会社電通 190,000,000
109 競争契約 委託 株式会社博報堂 236,304,000
110 競争契約 委託 株式会社電通 248,830,158
111 競争契約 委託 株式会社ADKマーケティ ング・ソリューションズ 259,906,000

112 競争契約 委託 株式会社電通 617,274,898

113 独占契約 委託 株式会社ＪＲ東日本リテールネット 2,640,000
114 独占契約 委託 株式会社ジェイアール東日本ビルディング 33,000,000
115 特定契約 委託 有限会社東京エイドセンター 108,269
116 特定契約 委託 株式会社ヴァル研究所 132,192
117 特定契約 委託 独立行政法人日本政府観光局 162,000
118 特定契約 委託 株式会社一星企画 175,000
119 特定契約 委託 株式会社ヴァル研究所 268,704

120 特定契約 委託 株式会社太鼓センター 300,000

121 特定契約 委託 株式会社太鼓センター 300,000
122 特定契約 委託 グローバルデザイン株式会社 302,500
123 特定契約 委託 国際MICEエキスポ事務局 308,000
124 特定契約 委託 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 308,275
125 特定契約 委託 GRUPO PACIFICO - VIAJES PACIFICO, S.A. 312,275
126 特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 319,000

127 特定契約 委託 特定非営利活動法人東京高円寺阿波おどり振興協会 321,000

128 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 324,000
129 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 324,000
130 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 324,000
131 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 324,000
132 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 324,000
133 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 324,000
134 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 324,000
135 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 330,000
136 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 330,000
137 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 330,000
138 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 330,000

139 特定契約 委託 株式会社日交 330,000

140 特定契約 委託 ヒルトン東京 337,610
141 特定契約 委託 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 339,350

142 特定契約 委託 株式会社石田大成社 340,000

143 特定契約 委託 株式会社一星企画 345,546
144 特定契約 委託 ネクストジャパン株式会社 367,740
145 特定契約 委託 八芳園 379,500
146 特定契約 賃借 三菱UFJリース株式会社 391,716
147 特定契約 委託 株式会社ジェイアール東日本企画 400,000

148 特定契約 委託 株式会社太鼓センター 420,000

149 特定契約 委託 Travel Media International 420,444
150 特定契約 委託 坂本法律事務所 429,000

151 特定契約 委託 株式会社LAST TRAIN GETTER 432,000

152 特定契約 委託 株式会社LAST TRAIN GETTER 432,000

153 特定契約 委託 太陽グラントソントン税理士法人 440,000
154 特定契約 委託 Union of International Association (UIA) 445,905
155 特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 451,700

156 特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 455,000

157 特定契約 委託 江崎特許事務所 461,600

158 特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 462,000

159 特定契約 委託 医療法人社団同友会 470,140
160 特定契約 委託 株式会社VISIT東北 481,677
161 特定契約 委託 株式会社LAST TRAIN GETTER 486,000

令和元年度訪日プロモーション地方連携事業「中国を対象としたサッカー誘客促進事業」委託
BLUE TOKYOダンス＆アクロバティックパフォーマンスの派遣業務委託

Union of International Association (UIA) 年会費
令和元年度　東京ユニークベニューショーケースイベントへの国際会議ボランティア派遣委託業務

Office365のセキュリティ強化に伴うウィルス対策ツール（Hosted Email Security)の利用契約（平成30年
度/令和元年度）

「ぶらっTokyoさんぽ」新規商標出願業務委託契約

Office365のセキュリティ強化に伴うウィルス対策ツール（Hosted Email Security)の利用契約（令和元年
度/令和2年度）

令和元年度　ストレスチェック業務委託契約

令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（MY20190908)に係る太鼓パフォーマンスの派遣
委託

令和元年度ロシア現地プロモーション（LTM  Moscow 2019 Autumn）に伴う参加申込
平成31年度法律顧問契約

平成31年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係るBLUE TOKYOダンス&アクロバティックパ
フォーマンス派遣

令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係るBLUE TOKYOダンス＆アクロバティックパ
フォーマンス派遣

顧問税理士業務委託契約(令和元年度/令和2年度)

2019年度地域の観光資源を活用したプロモーション事業「Tokyo-Osaka via Hokuriku　戦略的情報発
信事業 （メディア招請・現地旅行博出展）」業務委託

パンフレット"One More Step from TOKYO"のデジタルパンフレットギャラリーへの掲載委託業務
平成31年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る東京ダレデモ盆ダンスの派遣委託
WCSFP開催支援プログラムにおけるアトラクション及び控室に係る業務委託
平成31年度　会計システム（PCA公益法人会計V12）に係るリース契約
JR首都圏駅観光ポスターへの掲出

令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業(CN202001109)に係る相撲イベントの派遣委託
令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（KH20191109）に関わる相撲イベントの派遣委託
令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（TW20191118）に係る相撲イベントの派遣委託

令和元年度コンベンション開催支援プログラムに係る恵比寿スカイウォークの歓迎広告制作設置業務
委託契約

令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（HK20191119)に係る宿泊手配
デジタルサイネージ（高機能型観光案内標識）周辺における公衆無線LANサービス提供業務委託⑥

平成31年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る相撲イベントの派遣委託
平成31年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る相撲イベントの派遣委託
平成31年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る相撲イベントの派遣委託
令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る相撲イベントの派遣委託
令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（IN20190720)に係る相撲イベントの派遣委託
令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（ES20200209）に関わる相撲イベントの派遣委託

デジタルサイネージ（高機能型観光案内標識）周辺における公衆無線LANサービス提供業務委託④
ICIAM2019展示ブース申込
会計システム（PCA公益法人会計）のバージョンアップにかかる業務等委託契約

令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（TW20191118）に係る東京阿波おどりパフォーマ
ンスの派遣

平成31年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る相撲イベントの派遣委託
平成31年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る相撲イベントの派遣委託

平成31年度被災地応援ツアーコンテンツ制作及び更新作業委託
交通費精算サービスの利用契約(令和元年度/令和2年度)

令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（IN20191106）に関わる太鼓パフォーマンスの派
遣委託

平成31年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る太鼓パフォーマンスの派遣委託
平成31年度 東京映像素材集 保守・管理等業務委託
第29回国際MICEエキスポ（IME2020）への出展申込

平成31年度国際スポーツ大会後を見据えた観光ＰＲの業務委託（海外におけるテレビCM放映を中心
としたプロモーション）

平成31年度東京観光情報センター多摩における建物使用に係る諸経費の支払
平成31年度東京観光情報センター（バスタ新宿）施設管理に係る経費の継続支出
平成30年度法定外労災保険の契約（平成30年度/平成31年度）
交通費精算サービスの利用契約(平成30年度/令和元年度)
VISIT JAPAN トラベルマート& MICEマート2019の出展申込

平成31年度東京おみやげ事務局の管理運営及び常設店舗の開設・管理運営等業務委託

平成31年度 東京と各地域の連携による外国人旅行者誘致事業に係る交通広告及びオンライン広告
並びにOTAとの連携業務委託

平成31年度「ビッグイベントを活用した観光プロモーション」に係る広告出稿業務
令和元年度東京ブランドアイコンを活用したシティドレッシング企画運営業務等委託
多摩島しょ魅力発信事業業務委託
平成31年度国際スポーツ大会後を見据えた観光ＰＲの業務委託（オンライン広告等の掲出）

平成31年度「東京と北陸地域の連携による外国人旅行者誘致事業」に係る360°VR
（Virtual Reality）動画制作と広告配信業務委託

平成31年度「ビッグイベントを活用した観光プロモーション」に係るイベント出展業務

平成31年度 東京と各地域の連携による外国人旅行者誘致事業に係る招聘及び記事広告出稿業務
等委託

令和元年度東京の観光公式サイト「GO TOKYO」オンラインマーケティング業務委託
平成31年度 国際スポーツ大会を契機とした観光振興業務委託
令和元年度「東京ブランドの発信に係る広告掲出及びキャンペーン等企画運営業務等委託」契約

令和元年度（後期版）ウェルカムカード「東京トラベルガイド」の印刷業務委託
2020年を契機とした東京の魅力発信イベント開催支援事務局業務及び事業広報業務等委託
令和元年度 東京観光PR映像の制作委託
平成31年度広域的な観光案内拠点及び東京観光案内窓口の運営支援等に関する業務委託
平成31年度東京ブランド公式サイトの運営管理等業務委託
東京ユニークベニューショーケースイベント2019企画運営業務委託

平成31年度「世界自然遺産を活用した観光振興」に係るウェブサイト制作・運営業務、各市場有力関
連サイト等を活用したPR業務、オンライン広告及びOTAとの連携業務等委託

平成31年度「おもてなし親善大使」育成塾等管理運営業務委託
令和元年度ユニークベニューの周知に係る広告掲載業務委託契約
地域の街歩きツアー発信事業実施委託
平成31年度 欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーション推進業務委託
ツーリズムEXPOジャパン2019ブース出展等に係る企画運営業務委託

ILTM Cannes 2019出展等現地プロモーションに係る企画運営業務の委託
平成31年度ユニークベニューワンストップ窓口運営業務委託
令和元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31年度「東京トラベルガイド」の原版(地図部分含む)制作委託
平成31年度 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イベント事業委託
令和元年度観光プロモーション（ロサンゼルス）に係るイベント・現地集客業務委託

国際会議等のマーケティング戦略構築のための調査・分析等業務委託



（様式１－１）

162 特定契約 賃借 東京国際空港ターミナル株式会社 490,500

163 特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 500,000

164 特定契約 委託 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 529,337
165 特定契約 委託 Independent Film & Television Alliance 539,515

166 特定契約 委託 株式会社太鼓センター 540,000

167 特定契約 委託 株式会社京王プラザホテル 540,000
168 特定契約 委託 アマノ株式会社 550,000
169 特定契約 委託 Independent Film & Television Alliance 553,624

170 特定契約 委託 株式会社東京国際フォーラム 564,960

171 特定契約 賃借 リコーリース株式会社 597,456
172 特定契約 委託 独立行政法人日本政府観光局 600,000
173 特定契約 委託 独立行政法人日本政府観光局 600,000
174 特定契約 委託 京成ビルサービス株式会社 602,988
175 特定契約 賃借 Jaarbeurs 606,851
176 特定契約 委託 株式会社ニューオータニ 609,600
177 特定契約 委託 株式会社太鼓センター 616,000
178 特定契約 委託 表示灯株式会社 658,800

179 特定契約 委託 株式会社龍工房 660,000

180 特定契約 委託 有限会社東京エイドセンター 717,153
181 特定契約 委託 一般財団法人東京都人材支援事業団 719,000

182 特定契約 委託 株式会社太鼓センター 720,000

183 特定契約 委託 International Congress and Convention Association 720,000

184 特定契約 委託 株式会社博報堂 741,200

185 特定契約 委託 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 741,364
186 特定契約 委託 医療法人社団　同友会 778,000
187 特定契約 委託 株式会社NTTドコモ 800,000
188 特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 801,336
189 特定契約 委託 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 807,256
190 特定契約 委託 株式会社ネクスメディア 817,080
191 特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 826,000
192 特定契約 委託 Panacea Publishing Aｓia Limited 826,050
193 特定契約 委託 Panacea Publishing Asia Limited 834,900
194 特定契約 委託 アマノ株式会社 847,000
195 特定契約 委託 エン・ジャパン株式会社 864,000
196 特定契約 委託 株式会社ハリマビステム 868,000

197 特定契約 委託 表示灯株式会社 885,500

198 特定契約 委託 IFEMA Feria de Madrid 885,585
199 特定契約 委託 Traveller Made 891,940

200 特定契約 委託 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 899,751

201 特定契約 委託 Meeting Media Company 900,000
202 特定契約 委託 株式会社電通 908,182
203 特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 908,600
204 特定契約 委託 富士ゼロックス株式会社 909,000
205 特定契約 委託 株式会社博報堂 910,600
206 特定契約 委託 Haymarket Media Ltd 929,215

207 特定契約 委託 株式会社ビッグウイング 940,500

208 特定契約 委託 公益財団法人ユニジャパン 956,168
209 特定契約 委託 Google LLC 960,000
210 特定契約 委託 Thai Travel Agents Association（TTAA） 968,373
211 特定契約 委託 特定非営利活動法人ジャパン・フィルムコミッション 970,000
212 特定契約 委託 株式会社中央経済社グループパブリッシング 992,701
213 特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 998,400

214 特定契約 委託 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社 998,800

215 特定契約 委託 株式会社JTB 999,872

216 特定契約 委託 アマノ株式会社 1,051,160
217 特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 1,057,100

218 特定契約 委託 H.I.S　Travel(M) Sdn.Bhd 1,100,000

219 特定契約 委託 株式会社パシフィックビジネス 1,112,055
220 特定契約 委託 合同会社白A 1,132,920
221 特定契約 委託 合同会社白Ａ 1,138,320
222 特定契約 委託 株式会社リーベン 1,166,400
223 特定契約 賃借 実践女子大学 1,216,000

224 特定契約 工事 東日本電信電話株式会社 1,241,069

225 特定契約 委託 社会福祉法人東京都同胞援護会事業局 1,315,194
226 特定契約 委託 株式会社ハリマビステム 1,320,000

227 特定契約 委託 合同会社白A 1,377,000

228 特定契約 委託 東日本電信電話株式会社 1,386,990

229 特定契約 委託 Bright Business Media, LLC 1,389,875

230 特定契約 委託 株式会社JTB 1,400,000

231 特定契約 委託 公益社団法人日本観光振興協会 1,409,600
232 特定契約 委託 株式会社中央経済グループパブリッシング 1,438,560
233 特定契約 委託 株式会社インボイス 1,440,000
234 特定契約 委託 NTT東日本株式会社 1,440,000
235 特定契約 委託 太陽有限責任監査法人 1,452,000
236 特定契約 委託 Travel Weekly Group Ltd. 1,469,400
237 特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 1,478,000
238 特定契約 委託 アマノ株式会社 1,486,542
239 特定契約 委託 ヒルトン東京 1,564,200

平成31年度勤怠管理システムの管理及び月次サポート等業務に係る委託契約
CTOS2019文化体験プログラム、アトラクション、歓迎バナーに係る業務委託

東京シティガイド検定公式テキスト「江戸東京まち歩きブック」のデータ修正及び増刷委託
東京観光情報センター管理運営に係る電話料金一括請求サービスの継続利用
平成31年度東京観光情報センター管理運営に係る電話料の支払
リスクアセスメント（情報資産棚卸）実施業務委託
Connections Social in Cannes出展申込
2019広州（中国）旅行博出展申込

日新ビル専用部清掃業務委託契約の更新

平成31年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業 (GL20190415)に係る開催支援の実施に係る白A
の派遣委託

新荒井ビル及び日新ビルにおける電話増設工事

令和元年度東京都MICE情報発信の展開事業海外メディア招聘（MICEメディアファムトリップ）に係る
広告出稿のための媒体申込

訪日プロモーションにおける地方連携事業「Step into "Greater Tokyo":首都圏エリアへのFIT誘客プ
ロジェクト」に係る企画運営業務委託

2019台北国際旅行博（ITF2019）日本ゾーン出展契約

令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業 (CN20190812)に係る白Aの派遣委託
白Aテクノサーカスの派遣業務委託
平成31年度東京ブランドの推進業務におけるPRグッズ(かぶる傘)制作
第１７回東京シティガイド検定試験実施に係る会場の借上げ

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）整備推進事業に係るネットワーク回線（フレッツ光）の敷
設工事

平成31年度　名刺作成業務委託契約

平成31年度 地域の観光資源を活用したプロモーション事業「ラグビーワールドカップ2019出場国から
の訪日旅客促進事業～メディア招請及び開催期間中のプロモーション業務～」

平成31年度　地域の観光資源を活用したプロモーション事業「ラグビーワールドカップ2019出場国から
の訪日誘客促進事業～ウェブサイト制作及び広告配信業務～」

平成31年度勤怠システムの管理及び月次サポート等業務に係る委託契約（その2）
会計システム（PCA公益法人会計）のクラウドサービスの利用更新手続き及びユーザ数追加

平成31年度マレーシアにおける旅行博出展等現地プロモーションに係るHIS Cool JAPAN Festival
2019 in Kuala lumpur参加申込

令和元年度東京都MICE情報発信の展開事業に係る広告掲載（TTGmice 9月号）

「TIFFCOM/TIAF 2019」出展に係る出展業務委託契約
平成31年「東京ロケーションボックスオフィシャルサイト」運営におけるGoogleAPIキーの取得
タイ旅行博(Thai International Travel Fair26)の出展契約
ジャパン・フィルムコミッション10周年記念総会に係る特別会費の負担
平成31年度東京シティガイド検定公式テキスト流通販売・在庫管理業務委託契約
令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（SG20190926)に係る元力士の空港出迎え派遣委託

JR首都圏駅観光ポスター掲出業務委託
令和元年度セキュリティ対策用ネットワーク回線強化システムの保守契約に関する業務委託契約
平成31年度サイボウズOfficeスタンダードの契約
東京観光情報センターバスタ新宿における大型サイネージに係る映像プログラミング業務委託
平成31年度東京都MICE情報発信の展開事業に係る広告掲載(CEI 6月号)

令和元年度コンベンション開催支援プログラム（受託事業）に係る東京国際空港の歓迎バナー制作設
置業務委託契約

日新ビル専用部清掃業務委託契約

令和元年度　JR東海道新幹線 東京駅・名古屋駅・新大阪駅（三大都市セット）デジタルサイネージ広
告作成・掲出業務委託契約

FITUR2020ブース出展契約
Traveller Made加盟契約

地域の観光資源を活用したプロモーション事業「2020年の大規競技大会を契機とした東京・富士山エ
リア周遊プロモーション事業」業務委託

平成31年度MICE情報発信の展開に係る国内外の学術研究誌等への広告掲載

平成31年度「東京トラベルガイド」のデジタルパンフレット制作・登録業務委託
平成31年度セキュリティ対策用ネットワーク回線強化システムの保守契約に関する業務委託契約
令和元年度東京都MICE情報発信の展開事業に係る広告掲載（MIX 10/11月号）
令和元年度東京都MICE情報発信の展開事業に係る広告掲載の申込（MIX 2/3月号）
CYBER XEED就業　仕様変更業務委託
採用選考に係る求人システムの利用

平成31年度東京観光情報センター（バスタ新宿）におけるコンテンツ配信システムアプリケーション等
の保守管理業務委託

デジタルサイネージ（高機能型観光案内標識）周辺における公衆無線LANサービス提供業務委託⑤
平成31年度　産業医委嘱契約
平成31年度東京ロケーションボックス窓口運営等業務に係る携帯電話料金の支出
 「ラグビーワールドカップ２０１９」における臨時観光案内所の運営等業務委託
デジタルサイネージ（高機能型観光案内標識）周辺における公衆無線LANサービス提供業務委託①

東京観光情報センター多摩ＰＲに係る看板広告の製作及び立川市総合案内板の広告掲出

令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に関わるギブアウェイ（東京おみやげ・叶結び
チャーム）の購入

平成31年度法定外労災保険の契約（平成31年度/令和2年度）
平成31年度東京都監理団体等職員研修事務の委託契約

令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（IN20200117)に係る太鼓パフォーマンスの派遣
委託

International Congress and Convention Association(ICCA)　年会費

IMEX Frankfurt 2019の出展申込
ibtm worldの出展申込
平成31年度東京観光情報センター京成上野支所運営に係る清掃費の支出
オランダの旅行博（Vakantiebeurs 2020）出展契約
令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（CN20191205)に係る宿泊手配
令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業(ID20200118) に係る太鼓レッスンの手配

令和元年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業（NZ20191018)に係る太鼓パフォーマンスの派遣
委託

2019年国際QCサークル大会（ICQCC2019-Tokyo）への歓迎バナー掲示に係る業務
CYBER XEED就業　仕様変更業務委託
アメリカン・フィルム・マーケット2019 Location EXPO出展に関わる会場広告申込

ジャパン・フィルムコミッション10周年記念総会における東京ロケーションボックス企画イベントに係る設
営等サービスの利用

平成31年度　5階執務室複合機リース契約

平成31年度 東京観光情報センター羽田空港支所運営に係る共用ロッカー室（ロッカー）使用料の継
続支払

2019年度地域の観光資源を活用したプロモーション事業「Tokyo-Osaka via Hokuriku戦略的情報発
信事業（欧米豪・東南アジア）」

デジタルサイネージ（高機能型観光案内標識）周辺における公衆無線LANサービス提供業務委託③
アメリカン・フィルム・マーケット2019 Location EXPOの出展に係る出展ブース申込



（様式１－１）

240 特定契約 委託 一般社団法人経団連事業サービス 1,569,600
241 特定契約 委託 株式会社電通 1,633,500
242 特定契約 賃借 賃貸人 1,684,910
243 特定契約 委託 株式会社NTTぷらら 1,740,000

244 特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 1,758,240

245 特定契約 委託 リコージャパン株式会社 1,800,000
246 特定契約 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 1,833,000
247 特定契約 委託 太陽グラントソントン税理士法人 1,840,000
248 特定契約 賃借 そくりょう＆デザイン企業年金基金 1,900,000
249 特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 1,925,800

250 特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 1,999,823

251 特定契約 委託 株式会社AAB 2,107,400
252 特定契約 賃借 そくりょう＆デザイン企業年金基金 2,280,000
253 特定契約 委託 株式会社miura-ori lab 2,321,000
254 特定契約 賃借 株式会社ファースト商事 2,354,400
255 特定契約 委託 株式会社日経BPアド・パートナーズ 2,432,880
256 特定契約 委託 SEVHAN SUISSE SARL (Traveller Made) 2,452,000
257 特定契約 委託 社会保険労務士法人トムズコンサルタント 2,475,000
258 特定契約 委託 公益財団法人　ユニジャパン 2,566,080
259 特定契約 委託 株式会社電通パブリックリレーションズ 2,678,638

260 特定契約 工事 東日本電信電話株式会社 2,681,579

261 特定契約 委託 日本マイクロソフト株式会社 2,687,256
262 特定契約 委託 公益財団法人ユニジャパン 2,728,000
263 特定契約 委託 株式会社HMKロジサービス 2,970,000
264 特定契約 委託 株式会社MDS 3,099,300
265 特定契約 委託 アデコ株式会社 3,314,388
266 特定契約 委託 網谷公認会計士事務所 3,387,000
267 特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 3,735,720
268 特定契約 委託 株式会社AAB 4,000,000
269 特定契約 委託 三井物産セキュアディレクション株式会社 4,019,400

270 特定契約 工事 東日本電信電話株式会社 4,113,889

271 特定契約 委託 株式会社シグマスタッフ 4,159,159
272 特定契約 委託 株式会社Relation 4,285,202
273 特定契約 委託 アデコ株式会社 4,291,549
274 特定契約 委託 New Solution Holdings Pty. Ltd. 4,300,000
275 特定契約 委託 ABTA2019 Travel Convention実行委員会 4,320,000

276 特定契約 委託 一般社団法人東京都中小企業診断士協会 4,358,200

277 特定契約 委託 アデコ株式会社 4,495,176

278 特定契約 委託 一般社団法人東京都中小企業診断士協会 4,507,800

279 特定契約 委託 東日本電信電話株式会社 4,524,000
280 特定契約 委託 株式会社インフォネット 4,576,000

281 特定契約 委託 株式会社パシフィックビジネス　 4,670,100

282 特定契約 委託 松竹株式会社 4,702,500

283 特定契約 委託 アンダーズ東京 4,773,750
284 特定契約 委託 株式会社　KITABA 4,890,000
285 特定契約 委託 株式会社インクルード 4,900,000
286 特定契約 委託 リージェンシー・グループ株式会社 5,160,057
287 特定契約 委託 株式会社クロスシー 5,320,600
288 特定契約 委託 株式会社サプラニア 5,545,437

289 特定契約 委託 まちづくりラボ・サルベージ株式会社 5,545,455

290 特定契約 委託 東京電力エナジーパートナー株式会社 5,916,000

291 特定契約 委託 まちづくり・ラボ・サルベージ株式会社 6,000,000

292 特定契約 委託 株式会社大和田組 6,004,800
293 特定契約 委託 田中義幸公認会計士事務所 6,600,000
294 特定契約 委託 株式会社JTB 6,748,890

295 特定契約 委託 凸版印刷株式会社 6,960,000

296 特定契約 委託 株式会社アール・ピー・アイ 7,310,000

297 特定契約 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 7,770,000
298 特定契約 委託 Reed Exhibition Ltd. 8,212,232
299 特定契約 賃借 昭和リース株式会社 8,268,000
300 特定契約 委託 Virtuoso 9,385,366
301 特定契約 委託 マドリードレップ 10,408,488

302 特定契約 工事 東日本電信電話株式会社 11,426,512

303 特定契約 委託 IXI S.R.L. 12,688,488
304 特定契約 委託 株式会社日本通運株式会社 12,963,960

305 特定契約 工事 東日本電信電話株式会社 13,088,927

306 特定契約 委託 株式会社日本通運株式会社 13,644,700
307 特定契約 委託 一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会 14,500,000
308 特定契約 委託 凸版印刷株式会社 15,323,000
309 特定契約 委託 富士電機ITソリューション株式会社 17,161,980
310 特定契約 委託 アデコ株式会社 17,478,722

311 特定契約 委託 アデコ株式会社 17,478,722

312 特定契約 委託 アデコ株式会社 17,478,722
313 特定契約 委託 Lieb Management & Beteiligungs GmbH 19,090,008
314 特定契約 委託 株式会社FINE　ZONE 19,401,543
315 特定契約 委託 北京徳宝国際旅行社有限公社 20,000,000
316 特定契約 委託 日僑文化事業股份有限公司 20,000,344
317 特定契約 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 21,180,000
318 特定契約 委託 Japan Communications Inc., 22,035,848

平成31年度東京観光レップ（台湾）業務委託
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）10基の設置準備に関する業務委託
平成31年度東京観光レップ（トロント）業務委託

平成31年度労働者派遣（メディアサポート事務補助）（単価契約）

平成31年度労働者派遣（「被災地応援ツアー」に関する業務及び「しまぽ通貨（プレミアム付き宿泊旅
行商品券）」の発行に関する業務に係る事務補助）（単価契約）

平成31年度労働者派遣（観光情報等事務補助）（単価契約）
平成31年度東京観光レップ（ミュンヘン）業務委託
平成31年度東京観光レップ（ソウル）業務委託
平成31年度東京観光レップ（北京）業務委託

平成31年度東京ブランドPRグッズの保管・配送業務委託（複数単価契約）契約

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）整備推進事業に係るネットワーク回線（フレッツ光）の敷
設工事④

平成31年度東京ブランドPRグッズの保管・配送業務委託
平成31年度年度免税店支援情報発信事業委託
平成31年度 ユニークベニュー魅力発信（ユニークベニュー専用ウェブサイト管理・運営）業務委託
平成31年度東京都観光ボランティアポータルサイトの改修及び保守・運営等委託

ILTM Cannes2019出展契約
平成31年度　財団サーバーのリース契約
平成31年度欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーションに係るコンソーシアム（Virtuoso）加盟契約
平成31年度東京観光レップ（マドリード）業務委託

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）整備推進事業に係るネットワーク回線（フレッツ光）の敷
設工事②

平成31年度東京観光レップ（ミラノ）業務委託

地域資源発掘型実証プログラム「空・海・大地 つなぐ港Fes」実施委託
公益財団法人東京観光財団　令和元年度決算にかかる会計業務委託
地域資源発掘型実証プログラム『「令和」記念！五感で味わう古典の森』実施委託

令和元年度ユニークベニュー魅力発信（ユニークベニュー専用ウェブサイト新規施設追加掲載）業務
委託

地域資源発掘型実証プログラム「国分寺三百年野菜『こくベジ』を活用したインバウンド・多文化共生促
進プロジェクト」実施委託

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）15基の災害時情報発信機能追加に関する業務委託

令和元年度 欧米豪を中心とした富裕層向け旅行エージェント招聘FAMトリップの企画運営業務委託
平成31年度(2019年度)簡体字SNSアカウント(Weibo／新浪微博・WeChat／微信)運営業務委託
地域資源発掘型実証プログラム「コガアニ戦略推進拠点整備プロジェクト」実施委託

地域資源発掘型実証プログラム「岩蔵温泉ルーラルツーリズム・プロジェクト～多様な主体による滞在
型観光地づくり～」実施委託

平成31年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の電気供給契約

地域資源発掘型実証プログラム「村民協働による持続可能な特産品づくり～山村の食文化を活かした
ひのはらスイーツ開発～」実施委託

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

令和元年度東京都MICE情報発信の展開事業海外メディア招聘（MICEメディアファムトリップ）に係る
広告出稿のための媒体申込

地域資源発掘型実証プログラム
「外国人誘客事業「インバウンド向け日本文化体験プログラム開発」」実施委託契約

Connections Tokyo 2020の開催に伴うホストホテルの業務委託
地域資源発掘型実証プログラム「新紙幣の顔CHANGE　諭吉→栄一」実施委託
平成31年度BUSINESS EVENTS TOKYOウェブサイト管理運営業務委託

平成31年度 BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（北米）委託
ABTA2019 Travel Convention国内イベントパートナー契約締結

観光経営力強化事業（令和元年度第１回支援決定事業）に係る経営アドバイザー業務委託（複数単
価契約）

平成30年度労働者派遣（総務事務補助）（単価契約）に係る労働者派遣契約（平成30年度/令和元年度）

観光経営力強化事業（令和元年度第２回支援決定事業）に係る経営アドバイザー業務委託（複数単
価契約）

平成31年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の通信契約

欧米豪市場からの外国人旅行者誘致及び東京から沖縄への広域周遊の促進業務契約
情報セキュリティ対応体制の構築業務委託契約

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）整備推進事業に係るネットワーク回線（フレッツ光）の敷
設工事①

平成31年度労働者派遣（MICE情報発信等事務補助）に係る契約（3年目）
平成31年度SNSアカウント(タイ語によるFacebook)運営業務委託
平成31年度労働者派遣（観光情報事務補助）（単価契約）に係る労働者派遣契約

「カンヌ・フィルム・マーケット」出展に係る出展業務委託
平成31年度屋内型観光案内デジタルサイネージ端末の保管・配送業務委託
平成31年度給与計算業務委託契約
令和元年度労働者派遣（総務事務補助）（単価契約）に係る労働者派遣契約
監査契約（令和元年度）
平成31年度　年間システム保守及びハードウェア保守サポート契約

Traveller Made - The Essence of Luxury Travelでのプロモーション実施契約
同一労働同一賃金に関するコンサルティング業務に係る契約
香港フィルマート2019出展に係る出展業務委託契約
令和元年度東京観光財団コーポレートサイトのシステム改修等業務委託契約

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）整備推進事業に係るネットワーク回線（フレッツ光）の敷
設工事③

平成31年度　メール接続に関する契約

平成31年度 地域の観光資源を活用したプロモーション事業「2020年の大規模競技大会とその以降を
見据えた訪日客誘客促進のための観光プロモーション事業」

平成31年度SNSアカウント(インドネシア語・ベトナム語によるFacebook)運営業務委託
倉庫（そくりょう＆デザイン企業年金基金）契約の更新
東京マラソン２０２０応援観光マップ原案作成業務委託
平成31年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）筐体倉庫保管における賃貸借契約締結
平成31年度　MICE情報発信の展開事業に係る学術研究誌への広告掲載

平成31年度東京観光情報センター及び全国観光PRコーナー管理運営に係る事務用電子機器（PC)
の保守管理業務委託

東京観光情報センターにおけるFAX/コピー複合機の機器保守業務委託費及び消耗品費の支出
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）設置のための現場調査及び工事設計業務委託
顧問税理士業務委託契約（平成30年度/令和元年度)
倉庫（そくりょう＆デザイン企業年金基金）賃室賃貸借契約
平成3１年度　東京観光情報センター多摩　立川駅への看板設置業務委託

平成31年度MICE情報発信の展開に係る国内外の学術研究誌等への広告掲載
平成31年度海外発信に向けた商標登録及び中間対応業務委託
外部会議室（原田ビル）建物賃貸借契約
平成31年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）のプロバイダー契約



（様式１－１）

319 特定契約 委託 サンフランシスコレップ 22,297,008
320 特定契約 委託 Tourism Garden Pty Ltd 22,535,848
321 特定契約 委託 Travel Weekly Group Ltd 24,501,430
322 特定契約 委託 株式会社ライトパブリシティ 26,114,000
323 特定契約 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 27,000,000
324 特定契約 委託 株式会社日本経済新聞社 32,764,600
325 特定契約 委託 株式会社博報堂 33,799,265
326 特定契約 賃借 株式会社荒井商事 34,265,418
327 特定契約 委託 株式会社クリル・プリヴェ 39,999,740
328 特定契約 委託 Cross Media Limited 47,967,670
329 特定契約 賃借 株式会社エム・エス・ビルサポート　　 48,266,598
330 特定契約 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 49,060,000
331 特定契約 委託 FLP YOMIKO MALAYSIA SDN BHD 50,627,720
332 特定契約 委託 株式会社電通 52,063,880
333 特定契約 委託 EXA　Partners SAS 52,700,000
334 特定契約 委託 Project M, Inc. 53,085,328
335 特定契約 委託 Happy Triangle NY, Inc. 53,185,328
336 特定契約 委託 株式会社　電通 55,550,000
337 特定契約 委託 株式会社リクルートライフスタイル 59,012,332
338 特定契約 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 61,770,000
339 特定契約 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 67,475,400
340 特定契約 委託 株式会社JTB 93,159,000
341 特定契約 委託 株式会社博報堂 100,670,427
342 特定契約 委託 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 109,987,296
343 特定契約 委託 グローバルデザイン株式会社 177,667,677
344 特定契約 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 193,633,000
345 特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 310,931,500
346 特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 414,155,660

件数 金額

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

平成31年度「東京と各地域の連携による外国人旅行者誘致事業」に係るウェブサイト制作業務委託

平成31年度多言語メニュー作成支援ウェブサイトの保守・運営等業務委託

平成31年度東京観光情報データベースの保守・運用管理に関する業務委託契約
平成31年度東京都観光ボランティア活動管理運営業務等委託
平成31年度 東京観光情報センター管理運営業務等委託

別紙「Ⅱ 非競争型受託等事業運営状況報告書_250万円以上の特定契約理由（自由様式）」のとおり

平成31年度高機能型観光案内標識（屋外型デジタルサイネージ）の保守に関する業務委託契約
平成31年度屋内型観光案内デジタルサイネージの保守管理及び設置に関する業務委託
島しょ地域プレミアム付き宿泊旅行券発行業務等受託
平成31年度東京ブランドの推進業務委託におけるデザイン監修・管理業務

平成31年度東京観光レップ（ロンドン）業務委託
日新ビル賃貸借契約
高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）16基の新型ＵＰＳ設置に関する業務委託
平成31年度東京観光レップ（マレーシア）業務委託

平成31年度東京の観光公式サイト「GO TOKYO」の運営管理業務委託

平成31年度東京ブランド管理事務局運営業務等委託
平成31年度東京観光レップ（パリ）業務委託
平成31年度東京観光レップ（ロサンゼルス）業務委託
平成31年度東京観光レップ（ニューヨーク）業務委託
観光復興支援事業（観光誘客キャンペーン）業務委託契約

平成31年度欧米豪を中心とした富裕層向けウェブサイト制作業務委託
令和元年度東京観光情報データベースのコンテンツ拡充に関する業務委託
令和元年度　東京ブランドの発信にかかる新聞広告出稿業務委託
平成31年度 新たなツーリズム開発支援事業に関する業務委託
令和元年度 賃貸物件（外部会議室用）契約
Connections Tokyo 2020の開催に伴うDMC業務委託

平成31年度東京観光レップ（サンフランシスコ）業務委託
平成31年度東京観光レップ（シドニー）業務委託
Connections Tokyo 2020, Headline Sponsorship

非公表案件

〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件

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

特命理由

別紙「Ⅱ 非競争型受託等事業運営状況報告書_250万円以上の特定契約理由（自由様式）」のとおり

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

〇個人情報を含む案件

※　記載事項を満たせば任意様式の使用可


