
うち東京都委託事業
当期経常増減額 -3,749 0

経常収益 6,969,687 5,822,147

3,591,319 3,591,319

1,717,505 2,230,828

6,973,436 5,822,147

6,970,897 5,821,895

うち人件費 831,618 783,677

2,539 252

うち管理費 1,914 0

当期経常外増減額 0 0

0 0

0 0

1,978 0

-5,727 0

-74,629 0

23,482,075 17,540,472
当期増加額 8,671,454 8,028,307

8,028,307 8,028,307

当期減少額 -8,316,273 -8,206,274

23,837,255 17,362,505

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）
1 競争契約 委託 株式会社サーベイリサーチセンター 2,640,000
2 競争契約 委託 株式会社ゼロイン 2,799,500
3 競争契約 委託 株式会社ボイス 2,899,600
4 競争契約 委託 株式会社AAB 3,249,961
5 競争契約 委託 株式会社ゼロイン 3,267,000
6 競争契約 委託 株式会社プリプレス・センター 3,382,647
7 競争契約 委託 株式会社JPキャリアコンサルティング 3,703,312
8 競争契約 委託 株式会社JPキャリアコンサルティング 3,762,633
9 競争契約 委託 株式会社JPキャリアコンサルティング 3,795,792

10 競争契約 賃借 富士テレコム株式会社 3,845,448
11 競争契約 委託 株式会社ファイネックス 3,903,757
12 競争契約 委託 株式会社フォルマ―デザイン 4,141,500
13 競争契約 委託 株式会社ファインデックス 4,182,640
14 競争契約 委託 株式会社ゼロイン 4,290,000

15 競争契約 委託
株式会社電通パブリックリレー
ションズ

4,301,000

16 競争契約 委託 株式会社TOKI 4,378,198
17 競争契約 賃借 NTTファイナンス株式会社 4,577,760
18 競争契約 委託 株式会社サーベイリサーチセンター 4,620,000
19 競争契約 委託 一般社団法人MICE総研 4,681,490

20 競争契約 委託
株式会社JTBコミュニケーショ
ンデザイン

4,798,860

21 競争契約 委託 株式会社ピーアールラボ 4,995,200
22 競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 5,097,950

23 競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 5,299,976

24 競争契約 委託 株式会社Vril 5,901,500

25 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

6,206,750

26 競争契約 委託 株式会社アール・ピー・アイ 6,499,680

27 競争契約 委託 まちづくりラボ・サルベージ株式会社 6,500,000

28 競争契約 委託 株式会社ゼロイン 6,979,500
29 競争契約 委託 株式会社ゼロイン 7,480,000
30 競争契約 委託 ビーエスロジスティクス株式会社 7,628,503
31 競争契約 委託 株式会社コングレ 8,466,491
32 競争契約 委託 株式会社JTB総合研究所 8,496,620
33 競争契約 委託 株式会社 アルファネット 8,635,000
34 競争契約 委託 特定非営利活動法人 G net 8,771,374

35 競争契約 委託
ロジスティック・プランニング・ス
タッフサービス株式会社

8,955,441

36 競争契約 委託 株式会社レイ 8,987,762

37 競争契約 委託 株式会社アール・ピー・アイ 8,990,300

38 競争契約 委託 株式会社電通パブリックリレーションズ 8,991,620

39 競争契約 委託 株式会社矢野経済研究所 8,998,528

40 競争契約 委託 株式会社京王エージェンシー 8,999,100

41 競争契約 委託 和テンション株式会社 8,999,980

42 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

9,226,800

43 競争契約 委託 株式会社JTB 9,424,250

44 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

9,897,500

令和3年度観光活性化フォーラム運営業務委託
令和3年度「渡航ルート多様化等を見据えた日本各地との新たな連携（新潟県・和歌山県等）に係る業
務委託

マーケティングを活用した事業計画策定支援事業「マーケティングを活用した『都会から一番近いプチ田舎』戦略
の策定～小平グリーンロード『癒しと体験の旅』推進プロジェクト」業務委託

令和3年度東京観光財団コーポレートサイトの改修及び運営管理等業務委託

マーケティングを活用した事業計画策定支援事業「豊島区の消費促進に向けた観光資源発掘による回遊性向上
のための調査と事業計画策定事業」業務委託

マーケティングを活用した事業計画策定支援事業「日本遺産認定ストーリー『霊気満山　高尾山 ～人々の祈りが
紡ぐ桑都物語～ 』を活用した持続可能な高尾観光まちづくり事業計画策定事業」業務委託

令和3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

令和3年度MICE情報発信に係るSNSアカウント開設及び運営業務委託

令和3年度MICE専門人材育成講座（実践）（国際会議）オンライン講座運営等業務委託
令和3 年度MICE 専門人材育成講座（実践）（企業系会議・報奨旅行等）
令和3年度 事務所レイアウト変更に伴う搬入・搬出・什器購入等の業務委託
観光まちづくりサポート事業運営業務委託

令和3年度労働者派遣（観光インフラ整備事務補助）（単価契約）

令和3年度企業系会議・報奨旅行プランナー向けオンラインプロモーション運営等業務委託

TokyoMeetingPlanner'sGuide2022-2023制作業務委託

地域資源発掘型実証プログラム「伊豆国名神社をテーマとした新しい特産品の開発」実施委託
地域資源発掘型実証プログラム「自然環境学習と食の魅力向上に資する秋川源流・川魚アヒージョ開
発」実施委託

 令和3年度 富裕層向けコンテンツ記事制作業務委託
令和3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 事業委託
令和3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)

令和3年度東京都MICE誘致施策に関する効果測定業務

令和3年度海外メディア向けオンラインファムトリップ運営等業務委託

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
SDGsオンラインコンテンツ開発業務委託

令和3年度　都市間連携メディアファムトリップ（福島）に係る記事広告掲載・旅行手配等業務委託

国内主催者向けPR動画制作業務委託

電子決裁にかかわるワークフローシステムの導入・保守業務委託
令和3年度 UIA Round Table Asia-Pacific 2021映像制作業務委託
令和3年度「国際スポーツ⼤会を契機とした観光振興」に係るインフルエンサー等を活用したプロモー
ション業務委託
令和3年度報奨旅行等誘致・開催支援メニューの開発業務委託
事務局における事務用ノートパソコンの借入（長期継続契約）
令和3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3年度労働者派遣（国際会議誘致）（単価契約）
令和3年度労働者派遣（総務（企画））（単価契約）

令和3年度労働者派遣（観光インフラ整備事務補助））（単価契約）
事務局における事務用ノートパソコンの借り入れに関する契約
令和3年度TCVBニュースレター制作・印刷・発送等業務委託
令和3年度MICE情報発信に係るプロモーション広告デザイン制作業務委託

2021年国際会議統計調査業務委託
地域における観光まちづくり支援に係るアドバイザー新規登録及び情報更新業務委託
令和3年度海外映像制作者向けPR映像制作業務委託
令和3年度ロシアにおけるオンライン商談会出展企画運営業務委託
令和3年度観光人材育成支援（研修会）業務委託
令和3年度オンライン誘致ツール専用ウェブサイト構築・運営業務委託 (その２)

うち 都からの委託料

項目

別紙「受託等事業」参照

収支

団体　計

別紙「受託等事業」参照

別紙「受託等事業」参照

令和3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〕

備考

１　事業（施設）名

２　事業（施設）概要

３　収支状況（単位：千円）

別紙「受託等事業」参照

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〕

法人税等（再掲）

事業費

資産（期末残高）

当期一般正味財産増減額

当期指定正味財産増減額

資産（期首残高）

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

No. 契約件名



45 競争契約 委託 まちづくりラボ・サルベージ株式会社 9,900,000

46 競争契約 委託 株式会社電通PRコンサルティング 9,999,000
47 競争契約 委託 株式会社三菱総合研究所 10,490,040
48 競争契約 委託 株式会社レイ 11,637,556
49 競争契約 委託 IXI S.R.L. 12,340,000
50 競争契約 委託 株式会社ジェイアール東日本企画 12,492,480
51 競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 12,934,900
52 競争契約 委託 株式会社AAB 12,999,800
53 競争契約 委託 富士電機ITソリューション株式会社 13,546,324
54 競争契約 委託 株式会社矢野経済研究所 15,341,590
55 競争契約 委託 株式会社プリプレス・センター 18,700,000
56 競争契約 委託 Virtuoso, LTD. 19,125,889
57 競争契約 委託 株式会社ファイネックス 19,984,140
58 競争契約 委託 楽天グループ株式会社 21,597,200
59 競争契約 委託 株式会社博報堂 21,999,978
60 競争契約 委託 株式会社ゼロイン 22,000,000

61 競争契約 委託
エーアンドイーネットワークス
ジャパン合同会社

22,990,000

62 競争契約 委託 株式会社JTB 23,870,770

63 競争契約 委託 株式会社リクルート 23,983,080
64 競争契約 委託 株式会社コングレ 26,279,836
65 競争契約 委託 株式会社JTB東京中央支店 26,335,000
66 競争契約 委託 株式会社マイナビグローバル 26,666,200
67 競争契約 委託 研精堂印刷株式会社 28,325,000

68 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

30,798,000

69 競争契約 委託 株式会社JTB 31,339,000
70 競争契約 委託 株式会社電通 34,125,041
71 競争契約 委託 株式会社アイネット 35,503,380
72 競争契約 委託 CROSS MEDIA LTD. 36,970,000
73 競争契約 委託 株式会社AAB 36,999,000
74 競争契約 委託 QBIC FACTORY, INC. 38,215,000
75 競争契約 委託 株式会社京王エージェンシー 40,670,000
76 競争契約 委託 株式会社博報堂 43,121,000
77 競争契約 委託 株式会社三菱総合研究所 44,000,000
78 競争契約 委託 株式会社京王エージェンシー 46,500,000
79 競争契約 委託 株式会社ファイネックス 46,717,000

80 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

49,991,150

81 競争契約 委託 FLP YOMIKO MALAYSIA SDN. BHD. 50,458,120
82 競争契約 委託 株式会社マイナビグローバル 51,897,005
83 競争契約 委託 株式会社　日広通信社 52,026,949
84 競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 54,958,200
85 競争契約 委託 株式会社 オリコム 59,818,000
86 競争契約 委託 凸版印刷株式会社 59,991,800
87 競争契約 委託 株式会社博報堂 59,999,220

88 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

71,998,500

89 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

79,980,000

90 競争契約 委託 株式会社博報堂 80,089,900
91 競争契約 委託 株式会社電通ライブ 82,096,742
92 競争契約 委託 株式会社日本旅行 89,288,595

93 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

106,638,280

94 競争契約 委託 株式会社電通 112,023,099

95 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

116,417,700

96 競争契約 委託 グローバルデザイン株式会社 128,393,467
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 133,801,800
98 競争契約 委託 株式会社電通ライブ 138,196,410

99 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

169,998,800

100 競争契約 委託 株式会社博報堂 212,730,100
101 競争契約 委託 株式会社電通 270,303,046
102 特定契約 委託 株式会社電通 77,000
103 特定契約 賃借 ストレージプラス株式会社 122,100
104 特定契約 賃借 ピツニーボウズジャパン株式会社 129,360
105 特定契約 委託 リコージャパン株式会社 156,000
106 特定契約 賃借 ストレージプラス株式会社 182,160
107 特定契約 委託 リコージャパン株式会社 312,000
108 特定契約 委託 Reed Exhibition Ltd. 314,070
109 特定契約 委託 有明国際特許事務所 365,400
110 特定契約 委託 Reed Exhibition Ltd. 396,120

111 特定契約 委託 株式会社ＩＴＰ 400,000

112 特定契約 委託 株式会社ヴァル研究所 409,200

113 特定契約 委託 株式会社ＩＴＰ 420,000

114 特定契約 委託
インフィニティ・コミュニケーショ
ンズ株式会社

420,800

115 特定契約 委託 弁護士法人ソフィア法律事務所 429,000
116 特定契約 委託 弁護士法人ソフィア法律事務所 440,000
117 特定契約 委託 医療法人財団　同友会 466,840
118 特定契約 委託 Union of International Associations 467,301
119 特定契約 委託 The Location Guide Ltd 475,220
120 特定契約 委託 社会保険労務士法人東京労務 503,800
121 特定契約 委託 Talk2 Media and Events 515,036

122 特定契約 委託
Adobe Systems Software
Ireland Limited

526,680

123 特定契約 委託 株式会社JTB 544,500

124 特定契約 委託 株式会社JTB 544,500

125 特定契約 委託 ビーエスロジスティクス株式会社 544,610
126 特定契約 委託 株式会社ニシカワ 550,000
127 特定契約 委託 株式会社大塚商会 554,004
128 特定契約 委託 有限会社リラックス 568,700
129 特定契約 賃借 リコーリース株式会社 597,456
130 特定契約 委託 株式会社プロジェクトデザイン 605,000

131 特定契約 委託
社会福祉法人恩賜財団　東京
都同胞援護会

608,520

パフォーマンス契約（白黒）
令和4年度東京トラベルガイドの保管・配送業務委託に係わる倉庫移転業務委託
複合機のリース契約
令和3年度観光人材育成支援（SDGs）業務委託

令和3年度封筒作成業務委託

AIME2022出展申込

Adobe Creative Cloudライセンス利用契約

 「島しょ地域プレミアム付き宿泊旅行商品券発行等業務委託事業」に係るWEBサイト及び発行システ
ム維持管理等業務委託その3

 「島しょ地域プレミアム付き宿泊旅行商品券発行等業務委託事業」に係るWEBサイト及び発行システ
ム維持管理等業務委託その4

令和4年度東京ブランドPRグッズの保管・配送業務委託に係わる倉庫移転業務委託
令和3年度東京観光デジタルパンフレットギャラリーの特集ページ制作業務委託

令和3年度法律顧問契約
GDPRに係る法律相談契約
ストレスチェック業務委託
令和3年度　Union of International Associations年会費
海外映画祭見本市等への出展に係る雑誌「Makers」広告申込
令和3年度　社会保険業務委託

令和3年度「東京応援アイコン」商標登録出願等業務委託
ibtm WORLD Virtual2021出展申込
令和3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（記事広告）」
令和3年度交通費精算サービスの利用契約

令和3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（WEB広告、動画制作・配信）」
令和3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（オンラインセミナー・商談会）」

ストレージプラス利用契約3032
長期レンタル契約（郵便計器）
FAXコピー機パフォーマンス契約（センター多摩）
ストレージプラス利用契約3030
FAXコピー機パフォーマンス契約（バスタ新宿）
ILTM Asia Pacific Virtual 2021出展申込

令和3年度東京都観光ボランティア活動管理運営業務等委託
令和3年度　東京おみやげ事務局の運営、常設店舗及びポップアップストアの管理運営等業務委託
令和3年度インバウンド需要回復と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）
令和3年度多摩島しょ魅力発信事業業務委託
令和3年度 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業務委託
令和3年度海外発信に向けた商標登録及び中間対応業務委託

国際スポーツ大会のレガシーを活用した周遊イベント事業の委託
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の委託

令和3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

令和3年度東京2020大会を活用した広告制作・出稿業務委託
令和3年度「東京と各地域の連携による外国人旅行者誘致事業」に係るオンライン広告及びOTAとの
連携業務委託
令和3年度東京の観光公式サイト「GO TOKYO」の運営管理業務委託

令和3年度　富裕層向けプロモーション推進業務委託
オンライン商談プラットフォームの構築・運営及びイギリス市場 BtoBセミナー・商談会運営業務委託
令和3年度東京ブランドの発信に係る交通広告等掲出業務等委託
令和3年度東京ブランドの推進業務におけるInstagramアカウント及びウェブキャンペーン等運営業務
委託

令和3年度多様なツーリズムの推進業務委託

キャッシュレスを活用した島しょ地域誘客促進事業（誘客促進キャンペーン）事業委託

令和3年度「東京トラベルガイド」の原版（地図部分含む）制作委託

令和3年度国際スポーツ大会のレガシーを活用したサイト制作・運営管理等業務委託

令和3年度東京観光レップ（マレーシア）業務委託
令和3年度「おもてなし親善大使」育成塾等管理運営業務委託
日本・江戸東京文化の魅力発信イベントの企画・運営等に係る業務委託
令和3年度ユニークベニューショーケースイベント企画運営業務委託

令和3年度「渡航ルート多様化等を見据えた大阪府との新たな連携」 に係る業務委託
令和3年度東京観光レップ（ニューヨーク）業務委託
令和3年度東京都内アンテナショップの情報発信と周遊イベントの実施業務委託
令和3年度「世界自然遺産を活用した観光振興」オンラインプロモーション業務等委託
令和3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
西多摩地域観光MaaS導入支援プロジェクト実証実験業務委託

令和2年度版　ウェルカムカード「東京トラベルガイド」の印刷業務委託
令和3年度ユニークべニューの周知に係る国内向け紙媒体及び海外向けオンライン広告掲載業務委
託
地域の街歩きツアー発信事業実施業務委託
令和3年度東京ブランド「アイコン」事業者向け活用促進業務委託
令和3年度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
令和3年度東京観光レップ（イギリス）業務委託

令和3年度企業系会議及び報奨旅行の誘致並びにMICE参加者向けプロモーション映像制作業務委
託

世界自然遺産を活用した観光振興に係るシンポジウム、商談会・セミナー及び現地交流会実施業務委
託

令和3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
令和3年度国際団体連合主催ハイブリッド会議運営業務委託
令和3年度「東京と近隣県の魅力再発見事業」に係る業務委託
令和3年度東京都観光ボランティア研修業務等委託

令和3年度 東京都観光ボランティアユニフォームの追加製作（複数単価契約）
VIRTUOSO TOURISM BOARD AGREEMENT
令和3年度ムスリム・ベジタリアン旅行者受入対応施設紹介ガイドブック制作業務委託
令和3年度富裕層向けウェブサイト制作業務委託
令和3年度国内旅行者向け広告の展開業務委託
令和3年度 国際会議開催支援プログラム（開催支援事業） オンラインコンテンツ制作委託業務

令和3年度東京観光レップ（イタリア）業務委託
令和3年度東京観光情報センターの広報業務委託
令和3年度オンライン海外市場セミナー等運営業務委託
令和3年度国際会議誘致映像制作業務委託
令和3年度東京観光ボランティアポータルサイトの保守業務等（一部改修を含む）委託
令和3年度外国人富裕層向け島しょ地域コンテンツ販売促進事業業務委託

地域資源発掘型実証プログラム『体験型コンテンツを組み合わせた新・ご当地料理「青梅・奥多摩ごぜ
ん」開発』実施委託

令和3年度香港市場向けBtoCプロモーションに係る企画運営業務委託
令和3年度アジア富裕層旅行者に関する実態調査業務委託
令和3年度MICE専門人材育成講座(基礎)オンライン講座運営等業務委託



132 特定契約 委託 京成ビルサービス株式会社 608,520
133 特定契約 賃借 そくりょう＆デザイン企業年金基金 615,000

134 特定契約 委託
一般社団法人東京都中小企
業診断士協会

620,400

135 特定契約 委託 有限会社リラックス 654,500
136 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 660,000
137 特定契約 委託 Media Business Insight 694,080
138 特定契約 委託 Traveller Made 696,937
139 特定契約 委託 株式会社ニシカワ 781,880
140 特定契約 委託 NTTファイナンス株式会社 797,856

141 特定契約 委託
GMOグローバルサイン・ホー
ルディングス株式会社

800,000

142 特定契約 委託 株式会社IGLOOO 800,000

143 特定契約 委託 株式会社ネクスメディア 817,080
144 特定契約 委託 株式会社パシフィックビジネス 851,004
145 特定契約 賃借 ストレージプラス株式会社 855,360
146 特定契約 委託 株式会社東京エイドセンター 878,860
147 特定契約 委託 株式会社パシフィックビジネス 883,036
148 特定契約 委託 株式会社ラーニングエージェンシー 924,000
149 特定契約 賃借 スカイ・パートナーズ有限会社 924,044

150 特定契約 委託
一般社団法人東京都中小企
業診断士協会

939,400

151 特定契約 委託 株式会社パシフィックビジネス 950,257
152 特定契約 委託 株式会社ディーフィッツ 964,370

153 特定契約 委託 東京カメラ部株式会社 968,458

154 特定契約 委託 医療法人社団同友会 976,200
155 特定契約 委託 株式会社ジェイアール東日本企画 980,100

156 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

990,000

157 特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 998,800
158 特定契約 委託 株式会社アサヒセキュリティ 1,003,200

159 特定契約 委託
富士フィルムビジネスイノベー
ション株式会社

1,009,800

160 特定契約 委託
特定非営利活動法人ジャパ
ン・フイルムコミッション

1,012,000

161 特定契約 委託 スピンシェル株式会社 1,029,600
162 特定契約 委託 iPresence合同会社 1,034,000
163 特定契約 委託 Meeting Media Company 1,058,220

164 特定契約 委託
一般財団法人東京都人材支
援事業団

1,069,500

165 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

1,100,000

166 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

1,171,644

167 特定契約 委託 表示灯株式会社 1,188,000

168 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

1,320,000

169 特定契約 委託 株式会社JTB 1,344,222

170 特定契約 委託 株式会社EventHub 1,353,000
171 特定契約 委託 富士テレコム株式会社 1,366,200
172 特定契約 委託 リコージャパン株式会社 1,452,000
173 特定契約 委託 株式会社ハリマビステム 1,478,400

174 特定契約 委託
社会福祉法人恩賜財団　東京
都同胞援護会

1,507,000

175 特定契約 賃借 株式会社筑波屋ビル 1,512,976

176 特定契約 委託 一般社団法人東京都中小企業診断士協会 1,551,000

177 特定契約 委託 一般社団法人経団連事業サービス 1,584,000
178 特定契約 賃借 株式会社中原組 1,589,970
179 特定契約 委託 株式会社角川アスキー総合研究所 1,650,000

180 特定契約 委託 株式会社ファイネックス 1,705,000

181 特定契約 賃借 昭和リース株式会社 1,785,888
182 特定契約 委託 株式会社電通 1,863,400
183 特定契約 賃借 賃貸人 1,866,047
184 特定契約 委託 株式会社角川アスキー総合研究所 1,870,000
185 特定契約 委託 リコージャパン株式会社 1,920,000
186 特定契約 委託 アマノ株式会社 1,992,100
187 特定契約 賃借 そくりょう＆デザイン企業年金基金 2,280,000
188 特定契約 委託 株式会社日経BPアド・パートナーズ 2,310,000

189 特定契約 賃借
株式会社JR東日本クロスス
テーションデベロップメントカン
パニー

2,400,000

190 特定契約 委託 株式会社JTB情報システム 2,464,000

191 特定契約 委託 Union of International Associations 2,641,200
192 特定契約 委託 SBSリコーロジスティクス株式会社 2,281,070
193 特定契約 委託 株式会社NTTファイナンス 2,851,546
194 特定契約 委託 株式会社NTTドコモ 2,924,700
195 特定契約 委託 株式会社ネクスメディア 2,964,500
196 特定契約 委託 株式会社ファイネックス 3,073,400

197 特定契約 委託
一般社団法人東京都中小企
業診断士協会

3,128,400

198 特定契約 賃借 矢木産業株式会社 3,240,000
199 特定契約 委託 日本マイクロソフト株式会社 3,294,720

200 特定契約 委託 株式会社山と渓谷社 3,426,005

201 特定契約 委託 株式会社MDS 3,476,500

202 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

3,498,000

203 特定契約 委託 アスクル株式会社 3,656,314

204 特定契約 委託 株式会社JTB 3,811,500

205 特定契約 委託 網谷公認会計士事務所 3,887,000
206 特定契約 委託 株式会社リレーション・ジャパン 3,927,000
207 特定契約 委託 株式会社ファイネックス 3,975,400

208 特定契約 委託 株式会社AAB 4,000,000

209 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

4,026,000

210 特定契約 委託 日本通運株式会社 4,061,469

監査契約（令和3年度分）
令和3年度SNSアカウント（タイ語・インドネシア語Facebook）運営等業務委託
令和3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3年度　地域の観光資源を活用したプロモーション事業「ドイツ、カナダから国際都市『東京』及び
世界水準の観光リゾート地を目指す『沖縄』への周遊促進事業

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の災害時情報発信機能における定型文の追加及び既
存定型文の一部文言変更に関する業務委託
令和3年度東京都観光ボランティアユニホームの管理・保管業務委託

令和3年度日本マイクロソフト利用契約

令和3年多摩・島しょ魅力発信事業「山のスタンプラリーアプリYAMASTA（ヤマスタ）を使ったプロモー
ション実施委託」

令和3年度　給与計算業務委託

令和3年度（2021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3年度の消耗品・コピー用紙の購入にかかる契約

「島しょ地域プレミアム付宿泊旅行商品券発行等業務委託事業」に係るWEBサイト及び発行システム維
持管理等業務委託

電話・プロバイダ利用等にかかる契約
携帯電話機種変更及び台数追加契約
令和3年度東京観光デジタルパンフレットギャラリーの改修等委託
令和3年度SNSアカウント（中国語繁体字Facebook）運営業務委託

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

貸室定期賃貸借契約（観光ボランティア渋谷控え所）

貸室賃貸借契約
令和3年度MICE情報発信の展開に係る国内学術研究誌等への広告掲載（日経メディカル）

センター多摩運営における定期建物賃貸借契約にかかる第三者使用及び諸経費に関する覚書

令和3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PC及び周辺機器の保
守運用（セキュリティ対策）業務委託

UIA Round Tableの開催費用支払
令和3年度観光案内用デジタルサイネージ端末の保管・配送業務委託（複数単価契約）

東京観光財団のサーバーリース契約
海外富裕層向け旅行事業者用プランナーズガイド写真素材使用期限更新業務委託
「街なか観光案内」実施に係る物件借入（秋葉原控所）の契約
東京ロケーションボックス支援作品のWEBによる情報発信業務委託
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
令和3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

「街なか観光案内」実施に係る物件借入（原宿・表参道・青山）の契約

観光経営力強化事業（令和2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（単価契約）

令和3年度MICE情報発信の展開に係る国内学術研究誌等への広告掲載（経団連タイムス）
「街なか観光案内」実施に係る物件借入（六本木・赤坂控所）の契約
東京ロケーションボックス支援作品のWEBによる情報発信業務委託

令和２年度版「東京トラベルガイド」に係る印刷事業者等との連携・調整及びWEB掲載用データ制作業
務委託

地域の観光資源を活用した訪日プロモーション事業「Step into "Greater Tokyo":首都圏エリアへのFIT
誘客プロジェクト2021-2022

EventHub利用申込
Office365のセキュリティ強化に伴うウィルス対策ツール（Email Security）の導入及び保守契約
FAXコピー機パフォーマンス契約（センター都庁）
清掃業務委託

令和3年度名刺作成業務委託

Meeting Media Company広告掲載

令和3年度政策連携団体等職員研修事務の委託

「メールアドレスへの不正アクセス」インシデントレスポンス初動対応業務委託

令和3年度 公式テキスト販売・在庫管理契約

東京観光情報センター多摩PRに係る立川市総合案内板への広告掲載

サイバーセキュリティ相談顧問業務委託

令和3年度会計システム（PCA公益法人会計）クラウドサービス利用
集配金サービス店舗別契約

サイボウズスタンダード利用契約

東京ロケーションボックス海外映像作品誘致に係る書面、書式の翻訳・法務確認業務委託

令和3年度東京観光情報センター　オンライン観光案内に係る契約
令和3年度UIA Round Table Asia-Pacific 2021ロボットレンタル等に係る業務委託

TTG mice バナー広告掲載3
令和3年度医学系国際会議　オンラインプレゼンテーション補助業務委託
地域の観光資源を活用したプロモーション事業「大規模競技大会を契機としたTOKYO & AROUND
TOKYOデジタルプロモーション事業～SNSを活用した情報発信業務～」

産業医委嘱契約（令和3年度）
令和3年度　多摩・島しょ魅力発信事業「SNS運用」実施委託
令和3年度　東京観光情報センターにおける遠隔操作システムによる非接触型観光 案内業務アバ
ター追加制作委託

ストレージプラス文京関口1007
令和3年度法定外労災保険の契約
TTG mice バナー広告掲載②
令和3年度財団固有職員向け研修実施業務
「街なか観光案内」実施に係る物件借入（上野控所）の契約
観光経営力強化事業（令和3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）

令和3年度版「東京トラベルガイド」デジタルパンフレット制作・登録業務委託
東京観光情報センター来場者数・問い合わせ内容等の登録用iPadの購入及び通信回線の契約

電子契約サービス利用契約

地域の観光資源を活用したプロモーション事業「新しい旅のカタチによる米国へのオンラインプロモー
ション事業」

令和2年度版「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
TTGmiceバナー広告掲載①

貸室賃貸借契約

観光経営力強化事業（令和3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（単価契約）

令和3年度多文化受入パンフレットの保管・配送業務委託
令和3年度人事労務相談顧問業務委託契約
海外映画祭見本市等への出展に係る雑誌「World of Locations」広告申込
「令和3年度富裕層向けプロモーションの委託」に係るTravellerMade加盟契約

観光情報センター京成上野支所運営に係る清掃費



211 特定契約 委託 株式会社JTB 4,174,500

212 特定契約 委託
ニューソリューションホールディ
ングス株式会社

4,200,000

213 特定契約 委託 I&Jデジタルイノベーション株式会社 4,356,000

214 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

215 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

216 特定契約 委託 株式会社プリプレス・センター 4,512,000
217 特定契約 委託 株式会社大塚商会 4,586,560
218 特定契約 委託 株式会社クロスシー 4,620,000
219 特定契約 委託 アデコ株式会社 4,653,216
220 特定契約 委託 株式会社JTB 4,658,500
221 特定契約 委託 teamtravel international GmbH 4,700,000
222 特定契約 委託 アデコ株式会社 4,735,064
223 特定契約 委託 アデコ株式会社 4,735,064
224 特定契約 委託 アデコ株式会社 4,822,704
225 特定契約 委託 アデコ株式会社 4,847,744
226 特定契約 委託 BestCities Global Alliance 4,937,850

227 特定契約 委託
株式会社オデッセイコミュニ
ケーションズ

4,980,800

228 特定契約 委託 株式会社インフォネット 4,990,700
229 特定契約 委託 ランスタッド株式会社 5,084,640
230 特定契約 委託 富士電機ITソリューション株式会社 5,101,360
231 特定契約 委託 アデコ株式会社 5,140,494
232 特定契約 委託 株式会社JTB 5,263,500
233 特定契約 委託 アデコ株式会社 5,351,500

234 特定契約 委託
ニューソリューションホールディ
ングス株式会社

5,800,000

235 特定契約 委託 株式会社ファイネックス 5,839,460

236 特定契約 委託 まちづくりラボ・サルベージ株式会社 5,880,000

237 特定契約 委託 スターツ出版株式会社 5,940,000
238 特定契約 委託 アデコ株式会社 5,990,688
239 特定契約 委託 アデコ株式会社 5,990,688
240 特定契約 委託 株式会社テイ・デイ・エス 6,600,000
241 特定契約 委託 田中義幸公認会計士事務所 6,600,000
242 特定契約 委託 株式会社JTB情報システム 7,403,000
243 特定契約 委託 Reed Exhibition Ltd. 7,537,139

244 特定契約 委託
株式会社JTBコミュニケーショ
ンデザイン

7,795,700

245 特定契約 委託 株式会社大塚商会 9,228,340
246 特定契約 委託 株式会社博報堂 9,706,950
247 特定契約 委託 スペインレップ 10,060,000
248 特定契約 賃借 株式会社荒井商事 10,893,630
249 特定契約 委託 株式会社JTB 11,313,500
250 特定契約 委託 株式会社JTB 11,313,500
251 特定契約 委託 株式会社JTB 11,313,500

252 特定契約 委託
Lieb Management &
Beteiligungs GmbH

12,303,800

253 特定契約 委託 株式会社博報堂 13,115,674
254 特定契約 委託 株式会社 博報堂 13,200,000
255 特定契約 委託 株式会社グリーンポート・エージェンシー 14,025,000

256 特定契約 委託
一般社団法人東京都中小企
業診断士協会

14,186,700

257 特定契約 委託 グローバルデザイン株式会社 15,182,585
258 特定契約 委託 有限会社リラックス 15,792,700

259 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

15,950,000

260 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

16,000,975

261 特定契約 委託 株式会社JTB 16,702,417
262 特定契約 委託 株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 17,118,750
263 特定契約 委託 北京徳宝国際旅行社有限公司 17,799,000
264 特定契約 委託 株式会社FINEZONE 19,292,000
265 特定契約 委託 Japan Communications Inc. 20,436,000
266 特定契約 委託 Tourism Garden Pty. Ltd. 21,841,000
267 特定契約 委託 楽天株式会社 21,949,400
268 特定契約 委託 華旭顧問股份有限公司 23,179,000
269 特定契約 委託 Travel Weekly Group Ltd 26,276,560

270 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

31,178,400

271 特定契約 委託 株式会社博報堂 31,516,870
272 特定契約 委託 株式会社ゼロイン 34,500,000
273 特定契約 委託 株式会社京王エージェンシー 36,000,000
274 特定契約 委託 EXA INNOVATION STUDIO SAS 37,429,000
275 特定契約 委託 日本コンベンションサービス株式会社 40,634,000
276 特定契約 委託 Project M, Inc. 45,815,000
277 特定契約 委託 株式会社電通 46,395,061
278 特定契約 賃借 株式会社つる家 50,169,780
279 特定契約 委託 株式会社JTB 52,090,500
280 特定契約 委託 株式会社博報堂 52,990,740

281 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

66,669,240

282 特定契約 委託 株式会社博報堂 72,763,471
283 特定契約 委託 株式会社博報堂 74,874,800

284 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

101,519,000

285 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

259,309,380

286 特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 454,664,177

件数 金額

令和2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3年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の保守に関する業務委託

令和3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

令和3年度東京観光情報センター管理運営業務等委託

令和3年度東京ブランド管理事務局運営業務等委託
日新ビル賃貸借契約
令和3年度「都内観光促進事業」準備事務局に係る業務委託その５
令和3年度東京ブランド公式サイトの運営管理等業務委託

令和3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

令和3年度東京ブランドの推進業務におけるデザイン監修・管理業務委託

東京観光の魅力発信キャンペーンに係る広告掲載及び特設ページ更新等業務委託
令和3年度「国際スポーツ大会を契機とした観光振興」に係るWebサイト及びSNSの運営管理業務委託
西多摩地域観光型MaaS導入支援プロジェクト実証実験業務委託
令和3年度東京観光レップ（フランス）業務委託
令和3年度ユニークべニューワンストップ窓口運営業務委託
令和3年度東京観光レップ（ロサンゼルス）業務委託

令和3年度東京観光レップ（カナダ）業務委託
令和3年度東京観光レップ（オーストラリア）業務委託
多摩・島しょ地域旅行商品販売促進事業業務委託
令和3年度東京観光レップ（台湾）業務委託
Connections Tokyo 2021の誘致・開催に伴う契約

令和3年度ユニークべニュー魅力発信（ユニークベニュー専用ウェブサイト管理・運営）業務委託

令和3年度免税店支援情報発信事業業務委託

令和3年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）周辺における公衆無線ＬＡＮサービスの提供
業務委託
多摩・島しょ地域旅行商品販売促進事業業務委託【国内旅行者向け】
令和3年度東京ブランドの発信に係る新宿駅西口地下4号街路及び新宿西口広場広告掲出業務委託
令和3年度東京観光レップ（中国）業務委託
令和3年度東京観光レップ（韓国）業務委託

東京ブランドの推進を目的とした屋外装飾サインの掲出業務委託
令和3年度 新たなツーリズム開発支援事業 モデルプロジェクト個別広報プラン等業務委託
令和3年度東京ブランドの発信に係る空港内広告掲出業務委託

宿泊施設非接触型サービス等導入支援事業（アドバイザー支援）業務委託（複数単価契約）

令和3年度東京の観光公式サイト「 GO TOKYO 」の引継ぎ期間に係る運営管理業務委託
令和3年度「東京トラベルガイド」の保管・配送業務委託（複数単価契約）

令和3年度東京観光レップ（スペイン）業務委託
新・荒井ビル賃貸借契約
令和3年度「都内観光促進事業」準備事務局に係る業務委託
令和3年度「都内観光促進事業」準備事務局に係る業務委託その２
令和3年度「都内観光促進事業」準備事務局に係る業務委託その3

令和3年度東京観光レップ（ドイツ）業務委託

令和3年度決算にかかる会計・税務業務委託
令和3年度　東京観光情報センター　データベース運用保守業務委託
World Travel Market 2021出展申込

令和3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

令和3年度財団内ネットワークシステム管理・保守等業務委託
令和3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運営管理業務委託

令和3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

地域資源発掘型実証プログラム「青梅市ミュージアムを巡るサイクルツーリズム造成事業～サイクルエイ
ドステーションと周遊コンテンツづくり～」実施委託

令和3年度 島しょ地域縁結び観光に係るWEBでの情報発信業務委託
令和3年度労働者派遣（観光情報等事務補助）（単価契約）
令和3年度労働者派遣（観光情報等事務補助）（単価契約）
令和3年度BUSINESS EVENTS TOKYOウェブサイト管理運営業務委託

令和3年度労働者派遣（MICE情報発信事業等事務補助）（単価契約）
令和3年度東京都観光ボランティアポータルサイトのシステム改修委託
令和3年度労働者派遣（総務事務補助（経理））（単価契約）
令和3年度「都内観光促進事業」準備事務局に係る業務委託その４
令和3年度労働者派遣（メディアサポート事務補助）（単価契約）

令和3年度 BUSINESS EVENTS TOKYO 海外拠業務委託（APAC）

令和3年度労働者派遣（観光情報等事務補助）（単価契約）
令和3年度労働者派遣（総務事務補助）（単価契約）
令和3年度労働者派遣（被災地応援ツアー事務補助）（単価契約）
BestCities Global Alliance加盟年会費

「令和3年度東京シティガイド検定」運営業務委託

東京ロケーションボックスオフィシャルサイト管理・運営等委託

令和3年度テレワークシステム管理・保守等業務委託
令和3年度中国語簡体字SNS（Weibo／新浪微博・WeChat／微信）運営業務委託
令和3年度労働者派遣（総務事務補助）（単価契約）
「都内観光促進事業」に係るWEBサイト及び登録事業者向け管理システム等維持管理等業務委託
令和3年度 BUSINESS EVENTS TOKYO 海外拠業務委託（欧州）
令和3年度労働者派遣（観光情報等事務補助）（単価契約）

 「島しょ地域プレミアム付き宿泊旅行商品券発行等業務委託事業」に係るWEBサイト及び発行システ
ム維持管理等業務委託その２

令和3年度 BUSINESS EVENTS TOKYO 海外拠業務委託（北米）

令和3年度東京観光情報センター　データベース　オンライン観光案内報告機能追加開発委託

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

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

令和3年度MICE拠点育成エリアの情報発信業務委託

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

〇個人情報を含む案件
〇公表について、契約相手方の承諾を得られない案件



契約種別 契約相手方 契約金額（円）

別紙「250万円以上の特定契約理由」参照

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「250万円以上の特定契約理由」参照


