
（様式１－１）

平成29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

公益財団法人東京観光財団　受託等事業

【本事業に含まれる都からの特命随意契約等】
(1) 平成29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多摩管理運営業務等委託
(3) 東京観光情報センター多摩における内装等制作・設置業務委託
(4) 都庁舎改修に伴う東京観光情報センター及び全国観光ＰＲコーナーの整備
(5) 平成29年度東京ブランドの発信業務委託
(6) 平成29年度東京観光ボランティア管理運営業務等委託
(7) 平成29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29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29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・島しょ地域交通サービス事業委託
(14) 東京都観光まちづくりの支援業務委託
(15) 自然公園を活用した観光振興ホームページ作成委託
(16) 平成29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
(17) 平成29年度観光プロモーション効果測定業務の委託
(18) 平成29年度観光プロモーション（成長開拓市場）業務の委託
(19) 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
(20) 平成29年度東京観光レップ業務の運営委託
(21) 平成29年度海外青少年の教育旅行受入促進業務の委託
(22) 平成29年度地方連携参画型広域プロモーション業務の委託
(23) 平成29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
(24) 平成29年度新たなアイコン等を活用した海外PR業務委託
(25) 平成29年度MICEマーケティング調査業務委託
(26) 平成29年度国際会議開催支援プログラム（開催支援事業）業務委託
(27) 平成29年度報奨旅行等誘致・開催支援メニューの開発業務委託
(28) 平成29年度ユニークベニュー利用促進事業業務委託
(29) 平成29年度都立施設におけるユニークベニュー会場利用支援業務委託
(30) ユニークべニュープロモーション展開業務委託
(31) 平成29年度旅券法関係手数料の徴収事務委託

【本事業に含まれる都からの補助金等】
(32) ウェルカムカード作成等事業補助金
(33) 東京都観光情報発信事業補助金
(34) 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
(35) 公益財団法人東京観光財団補助金
(36) 平成29年度東京都地域振興事業補助金
(37) 学術系国際会議誘致促進事業費補助金
(38) 東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金
(39) 東京都MICE情報発信の展開事業費補助金
(40) 東京都MICEプロモーション基盤強化事業費補助金
(41) 都市間連携によるＭＩＣＥ誘致の推進事業費補助金
(42) 展示会・イベント誘致・開催支援事業
(43) 東京都ＭＩＣＥ連携推進協議会の運営
(44) 民間事業者と連携した旅行者誘致事業（負担金）
(45) 東京から日本の魅力新発見（負担金）
(46) 「東京圏大回廊」を活用した観光振興（負担金）
(47) 東京ブランド推進プロジェクト（負担金）
(48) ＭＩＣＥ拠点育成支援事業（負担金）

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

【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多摩の管理運営をする。
(3) 東京観光情報センター多摩の内装等の制作や設置を行う。
(4) 東京観光情報センター及び全国観光PRコーナーの移転、再整備を実施する。
(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・島しょ地域内の交通手段確保型旅行商品のモニターツアーと、モニターツアーの結果を活用した実証実験を実施する。
(14) 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。
(15) 国立公園をはじめとする自然公園を活用したモニターツアーを実施したルートについて、ＨＰ等で情報発信を行う。
(16) 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）等において成果指標KPI（Key Performance Indicator）を活用して、調査・分析を行う。
(17) 平成28年度観光プロモーションを実施した成長開拓市場（ロシア）において、効果検証をする。
(18) 増加が期待されるロシアにおいて、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27、28年度に観光プロモーションを
実施したフィリピン、インドで、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。
(19) 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。
(20) 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。
(21) 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。
(22) 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。
(23) 欧米豪地域などから富裕な旅行者を誘致するため、欧米豪市場の富裕層を中心とした観光プロモーションを実施する。
(24) 東京の「宝物」など東京の魅力を絞り込み、効果的に世界の旅行者に訴求させるため、新たに作製するアイコン・キャッチフレーズを活用し、東京の魅力を海外に効果的に発信する。
(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) 東京で開催される大規模国際会議に対し、参加者が実際に東京の魅力を体験できるようなプログラムを提供することで参加者を通じた観光プロモーションを促進するとともに、東京での開催が予定
される国際会議について、他国で開催される残回大会に参加し東京の魅力をPRすることで、東京大会への参加を促進する。
(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) 都立施設におけるユニークベニューとして使用したレセプション等を行う主催者に対して照明塔の会場設営経費の支援を実施する。
(30) ユニークベニューとして利用可能な都立施設を広くPRするため、施設概要や利用できるスペースを紹介するパンフレットを作成する。
(31) 旅券交付に伴う東京都手数料の徴収業務を行う。



（様式１－１）

うち東京都受託等事業

当期経常増減額 35,919 0

経常収益 6,871,589 6,121,834

4,121,623 4,121,623

2,640,619 2,000,211

6,835,671 6,121,834
6,830,871 6,121,424

うち人件費 616,858 474,483
4,799 410

うち管理費 3,698 -
当期経常外増減額 731 -

784 -
52 -

562 -
36,088 0
60,970 60,970

12,732,511 7,688,335

当期増加額 3,329,195 2,781,957
2,781,957 2,781,957

当期減少額 △ 54,094 △ 40,822
16,007,612 10,429,470

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 委託 ＱＢＩC　ＦＡＣＴＯＲＹ，ＩＮＣ． 3,000,000

競争契約 委託 株式会社ファイネックス 3,096,225

競争契約 委託 近畿日本ツーリスト株式会社 3,174,643

競争契約 委託 日本通運株式会社 3,223,324

競争契約 委託 株式会社クロスシー 3,672,000

競争契約 委託 株式会社大塚商会 3,710,415

競争契約 委託 株式会社ＴＯＫＩ 4,199,995

競争契約 委託 株式会社プリプレス・センター 4,317,192

競争契約 委託 株式会社ゼロイン 4,322,700

競争契約 委託 株式会社都政新報社 4,364,280

競争契約 委託 株式会社Relation 4,489,100

競争契約 委託 New Solution Holdings Pty.Ltd.(Gaining Edge) 4,500,000

競争契約 委託 株式会社JPロジサービス 4,587,840

競争契約 賃借 リコーリース株式会社 4,717,440

競争契約 委託 株式会社日本旅行 4,878,241

競争契約 委託 （株）モリイチ 4,960,700

競争契約 委託 凸版印刷株式会社 4,989,600

競争契約 委託 凸版印刷株式会社 4,989,600

競争契約 委託 株式会社JTBコーポレートセールス 4,992,332

競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 5,600,000

競争契約 委託 株式会社日本旅行 5,789,479

1 平成29年度ビジネスイベンツプローモション広告デザイン制作業務委託

2 平成29年度TCVBニュースレター制作・印刷・発送等業務委託

5 平成２９年度SNSアカウント（Weibo／新浪微博・WeChat／微信）運営業務委託

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】
(32) 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。
(33) 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。
(34) 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。
(35) 東京観光財団の管理・運営経費。
(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) 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。
(38) 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。
(39) 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。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。
(40) 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。
(41) 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。
(42) 東京で開催される展示会・イベント誘致・開催に対する支援事業として、誘致資金の助成や開催資金の助成、開催時の都内観光ツアーや文化体験プログラムの提供等を実施
する。
(43) 様々な関係主体間における情報共有や課題整理を行う等、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。
(44) 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。
(45) 東京と日本各地、民間事業者が連携し、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、海外メディア等の招聘などにより、効果的なＰＲを実施する。
(46) 関東運輸局や自治体、交通事業者等からなる関東観光広域連携事業推進協議会において、広域観光周遊ルート（「東京圏大回廊」等）の設定やＰＲ等を行う。
(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) 都が指定する育成拠点において、ＭＩＣＥの誘致や受入れに向けた取組や地域が行う人材育成を支援し、受入拠点の育成を図る。

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

うち 都からの委託料

【特命随意契約等案件】　※単位：千円
(1) 429,410　　(2) 86,209　　(3) 41,990　　(4) 229,328　　(5) 175,531　　(6) 420,323　　(7) 185,074　　(8) 5,216　　(9) 8,273　　(10) 54,117
(11) 34,889　　(12) 268,365　　(13) 42,840　　(14) 25,073　　(15) 1,998　　(16) 113,251　　(17) 3,545　　(18) 71,861　　(19) 1,153,797　　(20) 76,989
(21) 15,475　　(22) 9,444　　(23) 47,762　　(24) 330,313　　(25) 67,246　　(26) 25,960　　(27) 5,832　　(28) 82,279　　(29) 19,565　　(30) 34,986
(31) 54,682

うち 都からの補助金等

【補助金等】　※単位：千円
(32) 166,270　　(33) 346,921　　(34) 17,229　　　　(35) 156,360　　(36) 14,556　　 (37) 19,661　　(38) 37,586　　(39) 133,418　　(40) 33,650
(41) 52,563　　(42) 3,411　　(43) 10,393　　(44) 299,846　　(45) 587,977　　(46) 32,450　　(47) 84,528　　(48) 3,391

経常費用
事業費

管理費

経常外収益
経常外費用

法人税等
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

資産（期末残高）

3
平成29年度（開催支援事業）国際会議・空港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事業委託

4
Ｈ29年度海外発信に向けたアイコンＰＲグッズの保管・配送業務委託（複数単
価契約）

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〕

No. 契約件名

6
平成２９年度観光窓口スタッフ用業務管理システムの運営に関する業務委託
契約（複数単価契約）の締結

7 平成29年度報奨旅行等誘致・開催支援メニューの開発業務委託（その2）

8 平成29年度ＭＩＣＥ拠点育成エリアの情報発信　業務委託

9
平成29年度「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

10
平成29年度東京の観光公式サイト「GOTOKYO」内美術館・博物館ページのコ
ンテンツ制作業務委託

11 平成29年度SNSアカウント（タイ語によるFacebook）運営業務委託

12 平成29年度BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務委託（北米）

13 H29年度観光案内用デジタルサイネージ端末の保管・配送業務委託契約

14 事務局における事務用電子機器の賃借

18 平成29年度東京都観光ボランティア応募受付システム構築・運用業務委託

19 平成29年度ベストシティーズグローバル・フォーラム旅行手配等業務委託

15
平成29年度海外市場セミナー・市場別相談会に係る会場の手配、及び、オペ
レーション業務委託

16
平成29年度新たなアイコンを活用した海外ＰＲ業務におけるグッズの制作業務
委託

17 平成29年度ＭＩＣＥ概要・事業紹介パンフレット制作に係る業務委託

20 第15回東京シティガイド検定試験運営業務委託

21 平成29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（名古屋）



（様式１－１）

競争契約 委託 公益財団法人日本交通公社 5,833,034

競争契約 委託 株式会社ゼロイン 5,927,040

競争契約 委託 公益財団法人日本交通公社 5,971,877

競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 6,500,000

競争契約 委託 近畿日本ツーリスト株式会社 6,787,437

競争契約 委託 株式会社日本旅行 6,989,941

競争契約 委託 ＶｐｏｎＪＡＰＡＮ株式会社 7,000,000

競争契約 委託 株式会社フォルマ―デザイン 7,100,000

競争契約 委託 一般社団法人MICE総研 7,905,924

競争契約 委託 三賞株式会社 7,925,040

競争契約 委託 株式会社三菱総合研究所 7,951,500

競争契約 委託 株式会社プリプレス・センター 8,640,000

競争契約 委託 株式会社ジェイアール東日本企画 8,759,000

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JTBコミュニケーションデザイン 8,990,000

競争契約 委託 株式会社AAB 8,997,600

競争契約 委託 株式会社JTBコーポレートセールス 8,999,048

競争契約 委託 藤田観光株式会社 9,493,875

競争契約 委託 株式会社ゼロイン 9,979,200

競争契約 委託 株式会社ジェイアール東日本企画 9,999,990

競争契約 委託 株式会社電通 10,000,000

競争契約 委託 公益財団法人日本交通公社 10,580,000

競争契約 委託 株式会社JTB総合研究所 11,206,512

競争契約 委託 株式会社インクルード 11,728,800

競争契約 委託 近畿日本ツーリスト株式会社 12,497,730

競争契約 委託 株式会社JTBパブリッシング 12,972,960

競争契約 委託 株式会社電通パブリックリレーションズ 13,000,000

競争契約 委託 株式会社ライトパブリシティ 13,475,000

競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 13,600,000

競争契約 委託 テレビ朝日映像株式会社 15,973,200

競争契約 委託 株式会社NHKエンタープライズ 16,192,440

競争契約 委託 日本通運株式会社 17,111,120

競争契約 委託 株式会社電通アドギア 17,992,800

競争契約 委託 株式会社野村総合研究所 19,290,704

競争契約 委託 PwCアドバイザリー合同会社 19,295,200

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 株式会社博報堂 22,987,480

競争契約 委託 株式会社博報堂 24,991,200

競争契約 委託 株式会社三菱総合研究所 27,926,640

競争契約 委託 日本経営システム株式会社 30,283,200

競争契約 委託 近畿日本ツーリスト株式会社 31,651,855

競争契約 委託 凸版印刷株式会社 32,336,712

競争契約 委託 株式会社リクルートライフスタイル 32,499,360

競争契約 委託 Project M Inc. 38,228,392

競争契約 委託 株式会社マイナビ 54,148,716

競争契約 委託 株式会社電通 59,928,720

競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 68,675,602

競争契約 委託 株式会社ファイネックス 71,363,160

22 観光人材育成支援業務委託

23 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

24 水辺のにぎわい創出事業に係る効果測定等業務委託

25
平成29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

26 平成29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）

27 平成29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（沖縄）

28
平成29年度東京の観光公式サイト「ＧＯ　ＴＯＫＹＯ」オンライン広告（東アジア
圏ユーザー向け）運営業務委託

29 平成29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

30 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

31
新たなアイコンを活用した海外ＰＲ業務におけるマグネットバッジおよびピン
バッジの制作業務委託

32 平成29年度インナーブランディングの効果測定等業務委託

33
平成29年度新たなアイコンを活用した海外PR業務における各種グッズの制作
業務委託

34 観光活性化フォーラム運営業務委託

35 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

36
平成29年度インド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

38
平成29年成長開拓市場フォローアップ　インド・フィリピン旅行会社ファムに係
る旅行手配等業務委託

37
平成29年度フィリピンにおける旅行博出展等の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

39 平成29年度　ベストシティーズ　グローバル・フォーラム会場運営等業務委託

40 平成29年度東京都観光ボランティアのPR業務委託

41 平成29年度東京ブランドの発信に係るイベント企画運営業務委託

42
平成29年度欧米豪を中心とした富裕層プロモーション実施に当たってのPRア
ドバイザー業務委託契約

43 ユニークベニュー施設における受入環境整備のニーズ調査業務委託

44
平成29年度東京都ＭＩＣＥ連携推進協議会等及び都民向けシンポジウム運営
業務委託

45
平成29年度BUSINESS　EVENTS　TOKYO　ウェブサイト改訂及び運営管理業
務委託

46
平成29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（札幌・福
岡）

47
平成29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

48
平成29年度「ツーリズムEXPOジャパン2017」ブース出展等に係る企画運営業
務委託

49
平成29年度東京の観光公式サイト「ＧＯＴＯＫＹＯ」英語版のデザイン制作及び
デザイン監修業務委託

50
平成29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

51 国際イベントプロモーション映像制作業務委託

52 展示会プロモーション映像制作業務委託

53 平成29年度ハンディガイド、ハンディマップの保管・配送業務委託

54 平成29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

55 国際会議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

56 MICEマーケティング特定分野調査業務

57
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

58
平成29年度観光プロモーション（ロシア）に係るイベント、現地集客部門業務委
託

59 平成29年度アイコンを活用した海外ＰＲに係る空港内広告等委託

60
平成29年度東京の観光公式サイト「ＧＯ　ＴＯＫＹＯ」に関する外人旅行者の
ニーズ調査・分析等業務委託

61 ユニークベニュー利用促進開発調査業務委託

62 多摩・島しょ地域交通サービス事業委託

63
Ｈ29年度ユニークべ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
委託

64 平成29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

65 東京観光レップ（ロサンゼルス）業務の委託

66 平成29年度「おもてなし親善大使」育成塾等管理運営業務委託

67 平成29年度東京ブランド「ロゴ」管理事務局運営業務等委託

68 平成29年度東京観光情報センター多摩の管理運営業務委託

69 平成29年度東京トラベルガイド（仮称）の原版（地図部分含む）制作委託



（様式１－１）

競争契約 委託 株式会社はとバスエージェンシー 77,965,200

競争契約 委託 株式会社そごう・西武 79,971,840

競争契約 委託 株式会社三菱総合研究所 87,351,588

競争契約 委託 株式会社アサツーディ・ケイ 129,999,741

競争契約 委託 株式会社電通 180,000,000

競争契約 委託 株式会社ラックランド 199,800,000

競争契約 委託 有限会社ファンキーコープ 199,977,109

競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 212,403,600

競争契約 委託 株式会社電通 244,000,000

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JTBコミュニケーションデザイン 333,861,039

競争契約 委託 株式会社アサツーディ・ケイ 459,958,718

独占契約 委託 （株）ＪＲ東日本ステーションリテーリング 2,700,000

独占契約 委託 株式会社パシフィックビジネス 2,713,338

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 24,000,000

特定契約 委託 株式会社人材バンク 1,533

特定契約 委託 株式会社人材バンク 1,706

特定契約 委託 株式会社イーピ―メイト 1,771

特定契約 委託 公益社団法人　日本空手協会 77,000

特定契約 賃借 株式会社NTTドコモ 84,000

特定契約 賃借 そくりょう＆デザイン企業年金基金 190,000

特定契約 委託 公益財団法人　国際茶道文化協会 247,507

特定契約 委託 第一ホテル東京 301,176

特定契約 委託 NPO法人東京高円寺阿波おどり振興協会 321,000

特定契約 委託 NPO法人東京高円寺阿波おどり振興協会 321,000

特定契約 委託 株式会社Way お相撲さんドットコム 322,400

特定契約 委託 株式会社太鼓センター東京支店 324,000

特定契約 賃借 株式会社ＮＴＴドコモ 350,000

特定契約 委託 シドニーレップ 365,000

特定契約 委託 ヴァル研究所 396,576

特定契約 委託 株式会社Way お相撲さんドットコム 399,600

特定契約 委託 株式会社Way お相撲さんドットコム 399,600

特定契約 委託 坂本法律事務所 420,000

特定契約 賃借 ソフトバンク株式会社 420,000

特定契約 委託 社会保険労務士法人　東京労務 421,200

特定契約 委託
株式会社鈴乃屋／一般財団法人セイコきもの
文化財団

439,299

特定契約 委託 （株）博報堂 451,440

特定契約 賃借 Adobe Systems Software Ireland Limited 452,304

特定契約 賃借 有限会社エクティエルシステム 453,600

特定契約 委託 株式会社JR西日本コミュニケーションズ 470,000

特定契約 委託 歌舞伎企画　雅屋 496,800

特定契約 委託 日本通運株式会社 538,496

特定契約 委託 富士電機ITソリューション株式会社 540,000

特定契約 委託 日本コンベンションサービス株式会社 554,796

特定契約 委託 グランドプリンスホテル新高輪 581,832

特定契約 委託 （株）博報堂 623,700

特定契約 委託 有限会社アートウィル（東京打撃団） 648,000

特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 654,184

70 平成29年度ウェルカムカード「東京トラベルガイド」の印刷

71
平成29年度東京都観光ボランティアユニフォームのデザイン及び製作に関す
る業務委託

72 平成29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」

73
平成29年度東京と各地域の連携による外国人旅行誘致事業に係る交通広告
及びオンライン広告業務委託

74
平成29年度平昌2018冬季オリンピックを契機とした観光プロモーションに係る
企画運営業務委託

75
東京観光情報ｾﾝﾀｰ都庁本部及び全国観光ＰＲｺｰﾅｰ移転の内外装等制作・
設置業務委託

76
平成29年度東京の観光公式サイト「ＧＯ　ＴＯＫＹＯ」英語版の新規構築及び運
営管理業務委託

77 平成29年度東京観光ボランティア管理運営等業務等委託

78 多摩・島しょ魅力発信事業業務委託

79
平成29年度東京2020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
（広告等の掲出）

80 平成29年度東京観光情報センター管理運営業務等委託

81
平成29年度オリンピック・パラリンピックを契機とした東京観光ＰＲ業務の委託
（海外におけるＴＶＣＭ放送）

82
東京観光情報センター多摩における施設管理に係る経費の継続支出につい
て（JR東日本ステーションリテイリング）

83
平成29年度東京都MICE情報発信の展開事業に係る広告出稿について（TTG
MICE 9月号）

84 平成２９年度東京観光情報センター新宿南口支所施設管理

85 平成29年度労働者派遣（総務事務補助）

86 平成29年度労働者派遣（観光事業事務補助）

87 平成29年度労働者派遣（観光事業事務補助）

88
平成29年度国際会議開催支援プログラム（GSW）への日本文化プログラムの提
供に係る業務委託（空手デモンストレーション・体験）

89 平成29年度iPad契約

90 レイアウト変更に伴う貸室賃貸借契約

91
平成29年度国際会議開催支援プログラム（GSW）への日本文化プログラムの提
供に係る業務委託（茶の湯デモンストレーション・体験）

92
世界理学療法連盟学会・総会（WCPT 2023)誘致に伴う国際本部の視察受入
の実施

93 平成２９年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る阿波踊りの手配

94
平成29年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る阿波おどりパフォー
マンスの派遣

95 平成29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

96
平成29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
派遣

97
平成２９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の追加
契約

98 豪州教育旅行セミナー実施にかかるシドニーレップとの業務委託

99 交通費精算サービスの利用契約

100 平成29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

101 平成29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

102 法律顧問契約

103
平成29年度街なか観光案内で使用するiPad・携帯電話レンタル及び通信費の
契約更新（新宿南口）

104 労働保険に係る業務委託契約

105
平成29年度国際会議開催支援プログラム（GSW）への日本文化プログラムの提
供に係る業務委託（着付デモンストレーション・体験）

106
観光情報センターバスタ新宿における大型デジタルサイネージに係る映像プロ
グラミング業務等委託

107 Adobe Creative Cloudライセンス使用契約

108 Office365（クラウド）のセキュリティ強化に伴うウィルス対策ソフトの継続契約

109
平成29年度訪日プロモーションにおける地方連携事業「FIT向け北陸新幹線
沿線情報誌作成事業」

110
平成29年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る歌舞伎パフォーマ
ンスの派遣

111 「Salon Mondial du Tourisme 2018」（パリ）出展に伴う資料発送

112 平成29年度観光ガイドサービス申込受付システムの改修業務委託

113 IUMI2017ウェルカムレセプション会場設営等業務委託

114 平成29年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係るホテル手配

115 観光情報センターバスタ新宿におけるタブレット端末のアプリインストール

116
平成29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
派遣

117
（平成29年度コンベンション開催支援プログラム）ICN前回大会における参加促
進PRブース装飾等に係る業務委託



（様式１－１）

特定契約 委託 株式会社JTBプロモーション　北陸支店 670,000

特定契約 委託 株式会社大塚商会 675,000

特定契約 委託 株式会社太鼓センター 710,000

特定契約 委託 医療法人社団　同友会 720,000

特定契約 委託 Facobook,Inc. 750,000

特定契約 委託 （株）博報堂 760,320

特定契約 委託 株式会社国際地学協会 777,600

特定契約 委託 Booking.com Japan 800,000

特定契約 委託 観光汽船興行株式会社 812,592

特定契約 委託 ソフトバンク株式会社 820,000

特定契約 委託 ソフトバンク株式会社 820,000

特定契約 委託 株式会社国際地学協会 864,000

特定契約 委託 サイボウズ株式会社 874,800

特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 892,080

特定契約 委託 富士電機ITソリューション株式会社 946,080

特定契約 委託 （株）博報堂 997,920

特定契約 委託 凸版株式会社 999,540

特定契約 委託 株式会社 共同通信ピー･アール･ワイヤー 1,072,872

特定契約 委託 東京ファッションデザイナー協議会 1,080,000

特定契約 委託 株式会社大塚商会 1,165,860

特定契約 賃借 リコージャパン（株） 1,200,000

特定契約 委託 株式会社一星企画 1,248,372

特定契約 委託 株式会社ジェイアール東日本企画 1,502,280

特定契約 委託 日本通運株式会社 1,598,339

特定契約 委託 日本通運株式会社 1,598,501

特定契約 委託 網谷公認会計士事務所 1,620,000

特定契約 委託 株式会社ビズリーチ 1,652,400

特定契約 委託 日本通運株式会社 1,688,040

特定契約 賃借 リコージャパン（株） 1,800,000

特定契約 委託 キャノンマーケティングジャパン株式会社 1,800,000

特定契約 委託 NTT東日本 1,814,400

特定契約 委託 株式会社電通 1,816,364

特定契約 委託 株式会社miura-ori lab 1,830,600

特定契約 委託 株式会社ファイネックス 1,921,860

特定契約 委託 株式会社MDS 2,314,440

特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 2,359,260

特定契約 委託 旅奇広告有限公司 2,810,000

特定契約 委託 株式会社大塚商会 2,894,400

特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 2,916,000

特定契約 委託 株式会社グリーンエコ　東京事務所 3,348,000

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 株式会社デジタル朝鮮日報 3,892,000

特定契約 委託 bon株式会社 4,548,960

特定契約 委託 株式会社日通 4,647,529

特定契約 委託 株式会社リクルートライフスタイル 4,957,200

特定契約 委託 日本通運株式会社 5,060,478

特定契約 委託 株式会社コングレ 5,328,392

特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 5,381,640

163 平成29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

164 世界科学館サミット2017（SCWS2017）における祝賀会　会場設営等業務委託

165 Tokyo　Prime　Night　会場設営等業務委託

157 2017年国際会議統計調査業務委託

159
平成２９年度SNSアカウント（韓国語Facebook及びNAVERブログ）運営業務委
託

160
東京都庭園美術館「装飾は流転する」展オープニング特別企画
writtrnafterwards 10th anniversary fashion show 会場設営等業務委託

158 オフィシャルウェブサイト運営委託

154 平成２９年度SNSアカウント（繁体字によるFacebook）運営業務委託

155 日新ビル5F新執務室における複合機のリース契約

156 ネットワーク管理システム及びハードメンテナンス保守契約

145

146

147 平成２９年度東京観光情報センター運営における複合機用消耗品購入

148 事務所増床に伴う電話増設及び回線接続に関する業務委託

137

138

139 平成29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

140 東京観光情報センター多摩に係る広報の委託

平成29年度伝統文化発信事業に係るハンディガイドアプリ更新業務委託契約

130 サイボウズofficeスタンダードの契約

131 サイバーセキュリティ対策用ネットワーク回線強化における保守契約の更新

132 平成29年度観光ガイドサービス申込受付システムの保守・運営等

129

118 平成29年度訪日プロモーションにおける地方連携事業「欧米豪誘客事業」

119
観光デジタルサイネージと東京の観光公式サイトGO TOKYOの外部連携機能
の改修業務委託

120
平成29年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る和太鼓チームビル
ディングワークショップの実施

121 産業医委嘱契約

122 平成29年度Facebook広告の実施

123
東京観光情報センター多摩支所におけるタブレットコンテンツ等の保守管理業
務委託

124 平成29年度東京ハンディガイドアプリ維持管理等業務委託

125 平成２９年度Booking.comアフィリエイトパートナーシップ

126
平成29年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係るホタルナクルーズの
実施

127
平成29年度街なか観光案内で使用するiPad・携帯電話レンタル及び通信費の
契約更新（新宿西口・上野）

128
平成29年度街なか観光案内で使用するiPad・携帯電話レンタル及び通信費の
契約更新（銀座・浅草）

平成２９年度東京観光情報センター新宿南口支所（バスタ新宿）におけるタブ
レットコンテンツ等の保守管理業務委託契約

ユニークベニューＰＲパンフレットの倉庫保管及び配送業務委託

133

134

平成29年度観光ボランティア管理システムの保守・運営業務等

平成２９年度観光情報センター（南口支所）におけるFAX/コピー複合機に係る
機器保守費の継続支出

135
「平成29年度　新たなアイコン等を活用した海外PR」事業に関するプレスリリー
スの配信の委託

136 東京都観光ボランティアユニフォームに係るコンサルティング業務等委託契約

平成29年度東京観光レップ業務運営　上半期分資料（ハンディガイド、ハン
ディマップ）発送の委託契約

平成29年度東京観光レップ業務運営　下半期分資料（ハンディガイド、ハン
ディマップ）発送の委託契約

141

142

東京ハンディガイド・ハンディマップ及び東京トラベルガイドにおける既存在庫
の転置業務委託

平成２９年度観光情報センター（都庁本部）におけるFAX/コピー複合機に係る
機器保守費の継続支出

143 会計監査人との契約

144 採用選考に係る求人システムの利用

自然公園を活用した観光振興ホームページ作成業務委託

東京都マラソン2018応援観光マップ原案作成業務委託

149

150

事務所増床に伴うパソコン・サーバー移設等に関する業務委託

151 平成29年度東京ハンディガイド前期版の原板（地図部分含む）制作業務委託

152 給与計算業務委託契約

153

161 平成29年度東京ブランドPRグッズの保管・配送業務委託

162 平成２９年度多言語メニュー作成支援ウェブサイトの改修等業務委託



（様式１－１）

特定契約 委託
株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベ
ル

5,389,200

特定契約 委託 株式会社ムラヤマ 5,395,140

特定契約 委託
株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベ
ル

5,400,000

特定契約 委託 株式会社ファイネックス 6,732,288

特定契約 委託 株式会社電通パブリックリレーションズ 7,893,180

特定契約 委託 植田妙子 10,289,200

特定契約 委託 株式会社電通 11,588,940

特定契約 委託 doq Pty LTd. 12,000,000

特定契約 委託 IXI S.R.L. 12,569,000

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

17,333,136

特定契約 委託 Lieb Management & Beteiligungs GmbH 19,624,808

特定契約 委託 株式会社日本旅行 19,725,998

特定契約 委託 株式会社インターナショナルコミュニケーション 19,857,200

特定契約 委託 北京徳宝国際旅行社有限公司 20,147,048

特定契約 委託 株式会社大塚商会 20,520,000

特定契約 委託 ジャパンコミュニケーションズ 21,904,808

特定契約 委託 栩野勝治 22,404,808

特定契約 委託 小林真奈美 22,467,112

特定契約 委託 CROSS MEDIA LTD. 35,115,128

特定契約 委託 株式会社乃村工藝社 38,307,600

特定契約 委託 EXA PARTNERS 52,895,128

特定契約 委託 平井亜紀 53,328,392

特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 60,511,104

特定契約 委託 株式会社大塚商会 61,831,285

特定契約 委託 株式会社博報堂 70,599,400

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

131,487,840

特定契約 委託 株式会社博報堂 194,475,600

件数 金額
0 0
0 0
0 0

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 旅奇広告有限公司 2,810,000

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 2,894,400

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 有限会社エクティエルシステム 2,916,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社グリーンエコ　東京事務所 3,348,000

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 株式会社デジタル朝鮮日報 3,892,000

158 オフィシャルウェブサイト運営委託

特命理由

　当該業者は、これまでもウェブサイトの管理・運営等を行っており、新たに他業者に委託する場合は、サーバー移行経費を要することに対して、同社は要せず、時価に対して著しく有利な価格で契約を締
結することができることから、同社と契約締結する。

159 平成２９年度SNSアカウント（韓国語Facebook及びNAVERブログ）運営業務委託

特命理由

　評価審議会を実施し、市場特性に応じた情報発信や更新業務、運営目標の達成実績などから契約更改が認められたため、同社と契約締結する。

157 2017年国際会議統計調査業務委託　

特命理由

　指名競争入札について、入札が不調となったため、最も低い価格で提案した業者と交渉を行い、同社と契約締結する。

No. 契約件名

156 ネットワーク管理システム及びハードメンテナンス保守契約

特命理由

　当該業者は、これまでもシステムの保守管理を行っており、当財団のシステム状況を熟知している唯一の業者であるため、同社と契約締結する。

No. 契約件名

155 日新ビル5F新執務室における複合機のリース契約

特命理由

　他の複合機と一体として管理運営をして、効率化を図る必要があるため、同社と契約締結する。

No. 契約件名

154 平成２９年度SNSアカウント（繁体字によるFacebook）運営業務委託

特命理由

　評価審議会を実施し、市場特性に応じた情報発信やキャンペーンの企画提案、運営目標の達成実績などから契約更改が認められたため、同社と契約締結する。

No. 契約件名

非公表案件
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
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

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

189 平成29年度東京の観光情報発信サイト運営管理業務委託

191 平成２９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

192
平成29年度新たなアイコン等を活用した海外PRにおけるデザイン監修・管理
業務委託

190 平成29年度東京ブランドの推進に係るデザイン業務等委託

185 東京観光情報センター多摩における内外装等制作・設置業務委託

188
平成29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

181 東京観光レップ（トロント）業務の委託

187 東京観光レップ（ニューヨーク）業務の委託

173 平成29年度ビジット・ジャパン地方連携事業「東京・沖縄誘客連携事業」

175
平成２９年度屋内型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

177
訪日プロモーションにおける地方連携事業「平成29年度『FUJISAN+GREATER
TOKYO』　米国FIT誘致強化事業」

174 東京観光レップ（ミラノ）業務の委託

176 東京観光レップ（ミュンヘン）業務の委託

169
平成２９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

170
平成29年度「ツーリズムEXPOジャパン2017」イベントスペース出演に係る企画
運営業務委託

172
平成29年度新たなアイコン等を活用した海外PRにおけるアイコン事務局運営
等

171 東京観光レップ（マドリード）業務の委託

166
World Wide Office Meeting Tokyo 2017(WWOM Tokyo 2017)における
Celebratory Dinner会場設営等業務委託

167
2017　Global Summit of Womenにおけるウェルカム・ディナー会場設営等業務
委託

168
World Wide Office Meeting Tokyo 2017(WWOM Tokyo 2017)における
Executive Dinner会場設営等業務委託

178 東京観光レップ（ソウル）業務の委託

183 東京観光レップ（サンフランシスコ）業務の委託

186 東京観光レップ（パリ）業務の委託

184 東京観光レップ（ロンドン）業務の委託

180 事務所増床に伴う搬入・搬出・什器購入等の業務委託

No. 契約件名

182 東京観光レップ（シドニー）業務の委託

179 東京観光レップ（北京）業務の委託



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 bon株式会社 4,548,960

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社日通 4,647,529

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社リクルートライフスタイル 4,957,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 日本通運株式会社 5,060,478

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社コングレ 5,328,392

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 5,381,640

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル 5,389,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社ムラヤマ 5,395,140

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社JTBグローバルマーケティング&トラベル 5,400,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社ファイネックス 6,732,288

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社電通パブリックリレーションズ 7,893,180

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 植田妙子 10,289,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社電通 11,588,940

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 doq Pty LTd. 12,000,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 IXI S.R.L. 12,569,000

特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。

No. 契約件名

173 平成29年度ビジット・ジャパン地方連携事業「東京・沖縄誘客連携事業」
特命理由

　本事業は内閣府沖縄総合事務局、沖縄観光コンベンションビューロー、東京観光財団の合計3団体で行うプロモーション事業であり、沖縄総合事務局の企画競争公示により事業者を決定したため、同
社と契約締結する。

170 平成29年度「ツーリズムEXPOジャパン2017」イベントスペース出演に係る企画運営業務委託

特命理由

　ツーリズムEXPOジャパン2017ブースにおいて連動してプロモーションを実施する必要があるため、当該ブース運営業務を実施する同社と契約締結する。

No. 契約件名

No. 契約件名

171 東京観光レップ（マドリード）業務の委託

169 平成２９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

特命理由

　評価審議会を実施し、更新業務やキャンペーンにおける企画提案、運営目標の達成実績などから契約更改が認められたため、同社と契約締結する。

No. 契約件名

168 World Wide Office Meeting Tokyo 2017(WWOM Tokyo 2017)におけるExecutive Dinner会場設営等業務委託

特命理由

　同社は本業務における会場設営の全体統括業者であり、「平成29年度ユニークベニュー利用促進事業業務委託」に基づき支援対象として審査・決定した主催者が定めた指定業者であるため、同社と契
約締結する。

No. 契約件名

167 2017　Global Summit of Womenにおけるウェルカム・ディナー会場設営等業務委託

特命理由

　同社は本業務における会場設営の全体統括業者であり、「平成29年度ユニークベニュー利用促進事業業務委託」に基づき支援対象として審査・決定した主催者が定めた指定業者であるため、同社と契
約締結する。

No. 契約件名

166 World Wide Office Meeting Tokyo 2017(WWOM Tokyo 2017)におけるCelebratory Dinner会場設営等業務委託

特命理由

　同社は本業務における会場設営の全体統括業者であり、都から受託する「平成29年度ユニークベニュー利用促進事業業務委託」において審査・決定した主催者が定めた指定業者であるため、同社と
契約締結する。

No. 契約件名

165 Tokyo　Prime　Night　会場設営等業務委託
特命理由

　同社は本業務における会場設営の全体統括業者であり、「平成29年度ユニークベニュー利用促進事業業務委託」に基づき支援対象として審査・決定した主催者が定めた指定業者であるため、同社と契
約締結する。

No. 契約件名

164 世界科学館サミット2017（SCWS2017）における祝賀会　会場設営等業務委託
特命理由

　同社は本業務における会場設営の全体統括業者であり、「平成29年度ユニークベニュー利用促進事業業務委託」に基づき支援対象として審査・決定した主催者が定めた指定業者であるため、同社と契
約締結する。

No. 契約件名

163 平成29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
特命理由

　指名競争入札について、入札が不調となったため、最も低い価格で提案した業者と交渉を行い、、同社と契約締結する。

No. 契約件名

160 東京都庭園美術館「装飾は流転する」展オープニング特別企画　writtrnafterwards 10th anniversary fashion show 会場設営等業務委託

特命理由

　同社は本業務における会場設営の全体統括業者であり、「平成29年度ユニークベニュー利用促進事業業務委託」に基づき支援対象として審査・決定した主催者が定めた指定業者であるため、同社と契
約締結する。

No. 契約件名

No. 契約件名

162 平成２９年度多言語メニュー作成支援ウェブサイトの改修等業務委託

No. 契約件名

特命理由

　本システム改修を行うにあたり、平成２９年度のウェブサイト運営と並行して実施するため、ウェブサイト運営に支障が出ないよう検証とオペレーションを行うことが必須であり、同一事業者でなければ安定
的な運営の確保が難しいため、平成２９年度の保守・運営を行う同社と契約締結する。

No. 契約件名

161 平成29年度東京ブランドPRグッズの保管・配送業務委託

特命理由

　評価審議会を実施し、倉庫・管理及び国内及び海外への梱包・発送業務等の履行実績に基づき、契約更改が認められたため、同社と契約締結する。

特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。

No. 契約件名

174 東京観光レップ（ミラノ）業務の委託

172 平成29年度新たなアイコン等を活用した海外PRにおけるアイコン事務局運営等

特命理由

　競争契約に基づき決定した「&TOKYO」ロゴ管理事務局と、本契約に係る「Tokyo Tokyo Old meets New」アイコン事務局とは有機的な連携が求められるため、ロゴ管理事務局運営等業務委託事業者で
ある同社と契約締結する。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 17,333,136

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 Lieb Management & Beteiligungs GmbH 19,624,808

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社日本旅行 19,725,998

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社インターナショナルコミュニケーション 19,857,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 北京徳宝国際旅行社有限公司 20,147,048

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 20,520,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 ジャパンコミュニケーションズ 21,904,808

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 栩野勝治 22,404,808

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 小林真奈美 22,467,112

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 CROSS MEDIA LTD. 35,115,128

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社乃村工藝社 38,307,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 EXA PARTNERS 52,895,128

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 平井亜紀 53,328,392

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 60,511,104

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 61,831,285189 平成29年度東京の観光情報発信サイト運営管理業務委託
特命理由

　評価審議会を実施し、システムの管理運営やコンテンツの作成、企画提案などの実績により契約更改が認められたため、同社と契約締結する。

188 平成29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

特命理由

　評価審議会を実施し、観光案内窓口業務やコールセンターの運営、ＰＲサイトの運営等での実績に基づき、契約更改が認められたため、同社と契約締結する。

No. 契約件名

185 東京観光情報センター多摩における内外装等制作・設置業務委託
特命理由

　同社は、施行場所の安全確保を確実に実施し、限られた履行期間内に基本設計の内容を踏まえた施行ができる唯一の事業者であるため、同社と契約する。

No. 契約件名

No. 契約件名

187 東京観光レップ（ニューヨーク）業務の委託

180 事務所増床に伴う搬入・搬出・什器購入等の業務委託
特命理由

　施行場所での受注実績がある同社と契約締結する。

No. 契約件名

No. 契約件名

184 東京観光レップ（ロンドン）業務の委託

177 訪日プロモーションにおける地方連携事業「平成29年度『FUJISAN+GREATER TOKYO』　米国FIT誘致強化事業」

特命理由

　本事業は東京都、山梨県、静岡県、千葉県、神奈川県の合計5団体で行うプロモーション事業であり、幹事県と関東運輸局の企画競争公示により事業者を決定したため、同社と契約締結する。

No. 契約件名

特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。

特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。

特命理由

　迅速・正確かつ安定的にシステムを運用するため、データベースの一括管理を含むシステム全体及び筐体を熟知している唯一の事業者である同社と契約締結する。

No. 契約件名

No. 契約件名

176 東京観光レップ（ミュンヘン）業務の委託
特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。

No. 契約件名

175 平成２９年度屋内型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

No. 契約件名

179 東京観光レップ（北京）業務の委託

No. 契約件名

178 東京観光レップ（ソウル）業務の委託

特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。

No. 契約件名

183 東京観光レップ（サンフランシスコ）業務の委託
特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。

No. 契約件名

182 東京観光レップ（シドニー）業務の委託
特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。

No. 契約件名

181 東京観光レップ（トロント）業務の委託
特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。

特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。

No. 契約件名

186 東京観光レップ（パリ）業務の委託
特命理由

　業務実績審査会において同社が高い評価を得たため、継続して業務を委託することにより、現地でのプロモーション事業の企画提案力及びセールス活動に係る業務遂行力をより効率的且つ効果的に
発揮できることから、同社と契約締結する。



（様式１－１）

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 70,599,400

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 131,487,840

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 194,475,600

191 平成２９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

特命理由

　同社は、東京都で決定したアイコンのクリエイティブディレクターを有する事業者であり、監修・管理業務を実行できる唯一の事業者であるため、同社と契約を締結する。

特命理由

　正確かつ安定的にデータベースを運用するには、データベースの一括管理を含むシステム全体及びデジタルサイネージの筐体を熟知していなければ作業を行えないため、その唯一の事業者である同
社と契約を締結する。

No. 契約件名

192 平成29年度新たなアイコン等を活用した海外PRにおけるデザイン監修・管理業務委託

No. 契約件名

No. 契約件名

190 平成29年度東京ブランドの推進に係るデザイン業務等委託
特命理由

　評価審議会を実施し、公式サイトの運営管理やロゴ、商標登録関連業務の履行実績に基づき、契約更改が認められたため、同社と契約締結する。


