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平成30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30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京成上野支所の内外装製作・設置等業務委託
(3) 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
(4) 平成30年度東京都観光ボランティア管理運営業務等委託
(5) 平成30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
(6) 平成30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
(7) 外国人旅行者向けエンターテイメント情報発信に関する調査・分析等業務委託
(8) 平成30年度東京ロケーションボックス窓口運営等業務委託
(9) 多摩・島しょ魅力発信事業業務委託
(10) 多摩・島しょ地域交通サービス事業委託
(11) 東京都観光まちづくりの支援業務委託
(12) 地域の街歩きツアー等発信業務委託
(13) 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
(14) 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
(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30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30年度観光プロモーション効果測定業務の委託
(18) 平成30年度東京ブランドの推進業務委託
(19) 平成30年度観光プロモーション等の新たな展開の委託
(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) 平成30年度東京観光レップ業務の運営委託
(22) 平成30年度海外青少年の教育旅行受入促進業務の委託
(23) 平成30年度地方連携参画型広域プロモーション業務の委託
(24) 平成30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
(25) 「ラグビーワールドカップ2019を契機とした観光ガイドブック」制作委託
(26) 平成30年度ＫＰＩによる効果測定及び戦略等の検証業務委託
(27) 平成30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
(28) 平成30年度報奨旅行等誘致・開催支援メニューの開発業務委託
(29) 平成30年度ユニークベニューの利用促進に向けた施設等状況調査業務委託
(30) 平成30年度ユニークベニューワンストップ窓口運営業務委託
(31) 平成30年度ユニークベニュー魅力発信業務委託
(32) 平成30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】
(33) ウェルカムカード作成等事業補助金
(34) 東京都観光情報発信事業補助金
(35) ムスリム旅行者受入対応に係るパンフレット作成等事業補助金
(36) 公益財団法人東京観光財団補助金
(37) ショッピング環境整備・推進事業補助金
(38) 東京都地域の街歩きツアー開発支援事業補助金
(39) 東京都地域振興事業補助金
(40) 交通インフラ整備支援事業補助金
(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) 学術系国際会議誘致促進事業費補助金
(44) 東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金
(45) MICE情報発信等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) 民間事業者と連携した旅行者誘致事業（負担金）
(51) 東京から日本の魅力新発見（負担金）
(52) 「東京圏大回廊」を活用した観光振興（負担金）
(53) 国際スポーツ大会を契機とした観光振興（負担金）
(54) 東京の魅力発信プロジェクト（アイコン等を活用した海外PR）（負担金）
(55) 東京ブランドの推進事業（負担金）
(56) ＭＩＣＥ専門人材育成事業（負担金）
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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) 東京観光情報センター京成上野支所の内外装等の製作や設置を行う。
(3) 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。
(4) 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。
(5) 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。
(6) 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。
(7) エンターテインメント情報を掲載したポータルサイトの構築、チケット購入拠点等の仕組みづくりに向けた調査・分析等を行う。
(8) 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。
(9) 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。
(10) 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。
(11) 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。
(12) 観光協会等が実施する街歩きツアーを取りまとめ、東京全体で街歩きツアーイベントを実施する。
(13) 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。
(14) 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。
(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、22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。
(17) 平成29年度観光プロモーションを実施した成長開拓市場において、効果検証をする。
(18) 東京ブランドを確立していくため、アイコン等を活用し、情報発信及びブランドの浸透を図る。
(19) パリにおいて、商談会や観光セミナーを実施する。また、インド、ロシア、UAEにおいて、現地旅行博への出展、観光セミナーを実施するほか、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前の機会を捉え、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) 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。
(24) 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。
(25) 比較的に富裕層が多い国からの観戦者が多く訪れるラグビーワールドカップ2019を契機として、東京及び開催都市の魅力を伝える観光ガイドブックを制作する。
(26) 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。
(27) 東京で開催される大規模国際会議に対し、参加者が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、他国で開催される前回大会に参加し東京の魅力をPRする。また、観光ボランティアを対象とした国際会議向けの研修を実施する。
(28) 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。
(29) 都内のユニークべニュー施設の現況調査等を行い、ユニークベニューとして利用可能な施設を開発する。
(30) 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。
(31) ユニークベニューとして利用可能な施設を広くPRするため、専用ウェブサイトを開設し、施設概要や利用できるスペース等を紹介するパンフレットを作成する。
(32) 旅券交付に伴う東京都手数料の徴収業務を行う。

【都から交付を受けた補助金等に係る事業の概要】
(33) 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。
(34) 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。
(35) ムスリム対応の飲食店やホテル、礼拝所情報を紹介したムスリム観光客向け冊子の英語版を製作し、配布する。
(36) 東京観光財団の管理・運営経費。
(37) 都内免税店を増やすため、ポータルサイトを作成・公開し、免税店情報の発信等を実施する。また、免税店相談窓口を立ち上げ、免税店のトータル支援を実施する。
(38) 観光協会等が商店街やNPO団体等と連携し、街歩きツアーを開発する事業を支援する。
(39) 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。
(40) 多摩・島しょ地域内の観光客に対する自転車を活用した二次交通拡充の取組を支援する。
(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) 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。
(45) ビジネスイベンツ専門誌への広告掲載、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) 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。
(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) 様々な関係主体間における情報共有や課題整理を行うなど、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) 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。
(51) 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、共同招聘旅行などにより、効果的なＰＲを実施する。
(52) 広域観光周遊ルート「東京圏大回廊」を活用し、ウェブサイト制作や商品造成等を行う。
(53) ラグビーワールドカップ2019の開催を契機とし、東京と他の開催地等への周遊を促すためのプロモーションを実施する。
(54) 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。
(55) 民間事業者等からの連携事業の提案を受け、東京ブランドロゴ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。
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うち東京都受託等事業

当期経常増減額 21,168 0

経常収益 7,830,773 6,891,653

4,660,273 4,660,273

3,170,500 2,231,380

7,809,605 6,891,653
7,805,045 6,891,272

うち人件費 726,960 628,497
4,560 381

うち管理費 3,458 -
当期経常外増減額 △ 88 -

108 -
196 -
320 -

20,760 0
69,808 69,808

16,007,612 10,429,470

当期増加額 5,093,036 4,159,565
4,159,565 4,159,565

当期減少額 △ 2,264,973 △ 2,122,943
18,835,676 12,466,092

契約方法 契約種別 契約相手方 契約金額（円）

競争契約 貸借 日立キャピタル株式会社/株式会社大塚商会 2,664,576

競争契約 委託 株式会社ファイネックス 3,195,936

競争契約 委託 株式会社グリーンエコ　東京事務所 3,294,000

競争契約 委託 アデコ株式会社 3,717,252

競争契約 委託 アデコ株式会社 3,841,992

競争契約 委託 株式会社TOKI 3,879,075

競争契約 委託 株式会社ファイネックス 3,996,000

競争契約 委託 株式会社シグマスタッフ 4,120,779

競争契約 委託 株式会社プリプレス・センター 4,245,674

競争契約 委託 株式会社シモジマ 4,341,535

競争契約 委託 株式会社日本旅行 4,858,510

競争契約 委託 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 4,971,281

競争契約 委託 株式会社JTB 5,437,800

競争契約 委託 株式会社KITABA 5,497,200

競争契約 委託 株式会社JTB 5,499,360

競争契約 委託 公益財団法人日本交通公社 5,838,400

競争契約 委託 まちづくりラボ・サルベージ株式会社 5,880,000

競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 5,900,000

競争契約 委託 株式会社JTB 5,916,240

競争契約 委託 株式会社サーベイリサーチセンター 5,940,000

競争契約 委託 まちづくりラボ・サルベージ株式会社 5,966,400

競争契約 委託 株式会社石田大成社 5,980,000

競争契約 委託 株式会社オリコム 5,983,300

競争契約 委託 まちづくりラボ・サルベージ株式会社 6,075,000

競争契約 委託 株式会社サーベイリサーチセンター 6,242,400

競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 6,399,756

24 「稲城クロス〜シクロクロスから始まる自転車のまちづくり〜」実施委託

25 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

26 平成30年度　海外ミーティングプランナー（APAC）ファムトリップに係る旅行手配等業務委託

21 「青梅宿・猫町プロジェクト」実施委託

22 「吉祥寺　酒場札所めぐり事業」実施委託

23 平成30年度アラブ首長国連邦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

18 第16回東京シティガイド検定試験運営業務委託

19 「武蔵野シティECOツーリズム」実施委託

20 平成30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

15 「小笠原村の観光資源の遠隔体験イベント」実施委託

16 観光人材育成支援事業実施委託

17 「町田ゆかりの作家の目線で巡るアートレッスン体験ツアー」実施委託

12 「三宅島の巨樹探索ツアー」実施委託

13 「世田谷くらしツーリズム～商店街インバウンドツアー・イベント造成～」事業実施

14 「向島遊びで春を満喫～”桜”と”踊”と”旨いもの”～」事業実施委託

9 平成30年度MICE拠点育成エリアの情報発信業務委託

10 平成30年度東京ブランドの推進業務におけるPRグッズ制作業務委託

11 平成30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委託

6 平成30年度報奨旅行等誘致・開催支援メニューの開発業務委託

7 平成30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

8 平成30年度労働者派遣（MICE情報発信等事務補助）に係る契約（2年目）

資産（期末残高）

3 2018年国際会議統計調査業務委託

4 平成30年度労働者派遣（観光情報事務補助)（複数単価契約）に係る労働者派遣契約

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

資産（期首残高）

うち 都からの補助金等

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

経常外収益
経常外費用

事業費

管理費

うち 都からの委託料

【特命随意契約等案件】　※単位：千円
(1) 566,940　　(2) 28,344 　　(3) 5,216 　　(4) 475,970 　　(5) 252,739　　(6) 46,956　　(7) 21,634　　(8) 101,961　　(9) 290,085　　(10) 43,567
(11) 39,290　　(12) 23,498　　(13) 24,891　　(14) 1,682　　(15) 2,295　　(16) 107,435　　(17) 3,811　　(18) 500,000　　(19) 117,261　　(20)
1,353,744
(21) 76,344　　(22) 19,658　　(23) 11,520　　(24) 284,232　　(25) 8,668　　(26) 6,840　　(27) 32,113　　(28) 4,250　　(29) 21,384　　(30) 32,341
(31) 100,810　　(32) 54,795

うち 都からの補助金等

【補助金等】　※単位：千円
(33) 114,489　　(34) 418,538　　(35) 17,215　　(36) 189,386　　(37) 9,993　　 (38) 19,235　　(39) 11,496　　(40) 5,225
(41) 7,039　　(42) 17,181　　(43) 19,389　　(44) 49,505　　(45) 103,829　　(46) 22,941　　(47) 36,811　　(48) 921　　(49) 6,067　　(50) 322,587
(51) 553,280　　(52) 31,520　　(53) 127,374　　(54) 87,766　　(55) 27,873　　(56) 31,722

経常費用

３　収支状況（単位：千円）

項目
収支

備考
団体　計

1 平成30年度　機器等リースの契約

2 平成30年TCVBニュースレター製作・印刷・発送業務委託

5
平成30年度労働者派遣（被災地応援ツアー及び島しょ地域誘客促進事業の
事務補助）（複数単価契約）に係る労働者派遣契約



（様式１－１）

競争契約 委託 株式会社KITABA 6,480,000

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 6,497,172

競争契約 委託 公益財団法人日本交通公社 6,949,095

競争契約 委託 株式会社コングレ 6,964,056

競争契約 委託 株式会社プランニングネットワーク 6,976,800

競争契約 委託 株式会社JTB総合研究所 6,976,972

競争契約 委託 凸版印刷株式会社 7,484,400

競争契約 委託 和テンション株式会社 7,499,952

競争契約 委託 株式会社プリプレス・センター 7,560,000

競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 8,497,440

競争契約 委託 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 8,758,530

競争契約 委託 株式会社USPジャパン 9,040,000

競争契約 委託 楽天株式会社 9,258,000

競争契約 委託 株式会社ジュピターテレコム東京メディアセンター 9,596,070

競争契約 委託 株式会社JTB 9,838,020

競争契約 委託 株式会社ＪＴＢ総合研究所 9,936,000

競争契約 委託 株式会社電通テック 9,996,964

競争契約 委託 株式会社電通テック 9,999,990

競争契約 委託 株式会社ぐるなび 10,000,000

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 10,798,220

競争契約 委託 和テンション株式会社 10,999,800

競争契約 委託 株式会社ゼロイン 11,982,600

競争契約 委託 株式会社AAB 11,997,000

競争契約 委託 株式会社AAB 11,999,965

競争契約 委託 株式会社電通パブリックリレーションズ 12,500,000

競争契約 委託 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 12,550,804

競争契約 委託 株式会社KNT-CTグローバルトラベル 12,595,065

競争契約 委託 日本通運株式会社 12,644,050

競争契約 委託 株式会社ファイネックス 12,977,058

競争契約 委託 株式会社博報堂 12,999,799

競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 13,596,248

競争契約 委託 株式会社日本旅行 13,727,168

競争契約 委託 東武トップツアーズ株式会社 13,964,128

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 13,998,600

競争契約 委託 日本経営システム株式会社 14,806,800

競争契約 委託 株式会社博報堂 14,998,500

競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 14,999,040

競争契約 委託 株式会社KNT－CTグローバルトラベル 15,267,096

競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 15,500,160

競争契約 委託 株式会社インフォネット 16,683,274

競争契約 委託 有限会社リラックス 16,853,508

66 東京ロケーションボックスオフィシャルサイトの改修及び管理・運営等委託

67 平成30年度　東京トラベルガイド等の保管・配送業務委託

63 平成30年度「ツーリズムEXPOジャパン2018」ブース出展等に係る企画運営業務委託

64
平成30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（9月～1月開催分）実施業務委託

65
平成30年度　東京観光情報センターの広報業務及び外国人旅行者に対する
サービス向上に資する事業に関する業務委託

60 平成30年度台湾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

61 平成30年度ユニークべニューの利用促進に向けた施設等状況調査業務委託

62 平成30年度ロシア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

57 平成30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

58 平成30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＆石川）

59 平成30年度アラブ首長国連邦・インド・ロシア旅行会社ファムに係る旅行手配等業務委託

54 H30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）

55 平成30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

56 平成30年度ニューヨーク市との相互PRに伴う運営業務委託

51 平成30年度東京観光財団コーポレートサイト構築及び運営管理等業務委託

52 多摩地域交通サービス事業委託

53 平成30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契約の締結（札幌／名古屋）

48 平成30年度　東京観光ボランティアのPR業務委託

49 平成30年度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

50 平成30年度シンガポールにおける現地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

45 平成３０年度民間企業とのジョイントプロモーション事業

46 平成30年度ファムトリップにおけるユニークベニュー（都立施設）でのレセプション実施に係る業務委託契約

47 平成30年度観光パンフレット（欧米豪）制作業務委託

42 平成30年度国際会議実務マニュアル制作業務委託

43 平成30年度インドにおける旅行博出展等現地プロモ―ション及びファムトリップに係る企画運営業務委託

44 「竹芝ふ頭インフォメーションレストラン事業」実施委託

39
「世界的スポーツイベントに向けて　外国人目線による外国人のための
体験型着地造成～ノーサイドのおもてなし～」実施委託

40 『「遊ぶ」「食べる」「学ぶ」５感で楽しむ多摩北部農業体験ツアーとイベント告知ツール制作』事業実施

41 「武蔵野の森発　サスティナブル観光（仮称）事業委託

36 平成30年度観光ボランティアを対象とした研修及び国際会議ボランティア派遣委託

37 観光活性化フォーラム運営業務委託

38
渋谷・新宿ナイトタイムエンターティメントコンテンツ発掘/
訪日外国人向け消費喚起事業～TOKYO  Night Time Passport～実施委託

33 平成30年度「ラグビーワールドカップ2019と契機とした観光ガイドブック」制作業務委託

34 平成30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

35 平成30年度MICE開催における環境配慮等ガイドライン制作業務委託

30 平成30年度MIC専門人材育成講座（実践）（国際会議）運営業務委託

31 「明治日本の近代化産業遺産を活用したヘリテージツーリズム推進事業」実施委託

32 平成30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

27 新しい回遊スキーム「ひがしむらやま観光御朱印帳」～飲み喰い！編～

28 「TOKYOMeetingPlanner'sGuide2019-2020」制作業務委託

29 地域における観光まちづくりアドバイザー登録制度の構築事業実施委託



（様式１－１）

競争契約 貸借 株式会社大塚商会 17,400,000

競争契約 委託 株式会社オリコム 17,496,000

競争契約 委託 株式会社ライトパブリシティ 17,985,000

競争契約 委託 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社 18,992,880

競争契約 委託 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 19,726,740

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 19,911,264

競争契約 委託 株式会社三菱総合研究所 19,996,200

競争契約 委託 株式会社AAB 19,999,980

競争契約 委託 株式会社朝日新聞社 20,000,000

競争契約 委託 アウンコンサルティング株式会社 20,000,000

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 共同印刷株式会社 20,366,640

競争契約 委託 株式会社AAB 20,999,756

競争契約 委託 株式会社ムラヤマ 21,381,861

競争契約 委託 株式会社アドフロンテ 21,595,140

競争契約 委託 株式会社KNT-CT グローバルトラベル 21,997,462

競争契約 委託 株式会社インソース 23,662,800

競争契約 委託 株式会社ゼロイン 24,848,100

競争契約 委託 株式会社乃村工藝社 26,244,000

競争契約 委託 株式会社博報堂 27,496,498

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 27,998,800

競争契約 委託 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 28,644,840

競争契約 委託 富士電機ITソリューション株式会社 28,998,000

競争契約 委託 スターツ出版株式会社 29,800,000

競争契約 委託 ACCORD株式会社 29,999,860

競争契約 委託 株式会社ゼロイン 35,788,500

競争契約 委託 株式会社オリコム 35,868,150

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 37,999,960

競争契約 委託 株式会社博報堂 39,976,200

競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 40,981,000

競争契約 委託 株式会社ファイネックス 47,899,620

競争契約 委託 株式会社博報堂 49,990,824

競争契約 委託 アウンコンサルティング株式会社 52,920,000

競争契約 委託 Happy Triangle NY, Inc. 53,418,500

競争契約 委託 株式会社マイナビ 57,446,226

競争契約 委託 株式会社アイネット 58,111,128

競争契約 委託 株式会社電通ライブ 59,999,940

競争契約 委託 株式会社電通 72,000,000

競争契約 委託 株式会社電通 84,000,000

競争契約 委託 凸版印刷株式会社 84,970,080

競争契約 委託 株式会社三菱総合研究所 86,992,920

競争契約 委託 株式会社アサツーディ・ケイ 109,995,248109 平成30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作成業務委託

105 平成30年度東京ブランド管理事務局運営業務等委託

106 平成30年度ラグビーワールドカップ2019TM日本大会を契機とした観光振興のための記事広告出稿業務委託

108 平成30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

107 平成30年度ユニークベニュープロモーション展開に係るパンフレット及びウェブサイト制作業務委託

102 平成30年度「おもてなし親善大使」育成塾等管理運営業務委託

103 平成30年度ウェルカムカード「東京トラベルガイド」の印刷

104 平成30年度東京おみやげ管理運営事務局の設置及びポップアップストアの開設・管理運営等業務委託

99 平成30年度アイコンを活用した東京ブランドに係る空港内広告掲出等委託

100 平成30年度東京の観光公式サイト「GO TOKYO」オンライン広告（東アジア圏及びフランス国内ユーザー向け）運営業務委託

101 平成30年度東京観光レップ（ニューヨーク）業務の委託

96 平成30年度　東京観光PR映像の制作委託

97 平成30年度ｲｷﾞﾘｽ、ｽﾍﾟｲﾝ、ﾄﾞ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

98 平成30年度「東京トラベルガイド」の原版(地図部分含む)制作委託

93 平成30年度ラグビーワールドカップ2019TM日本大会を契機とした観光振興のためのウェブサイト制作業務委託

94 平成30年度ILTM　Cannes　2018出展等現地プロモーションに係る企画運営業務委託

95 平成30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

90 平成30年度東京都観光ボランティアポータルサイトの構築・運営業務等委託

91 島しょ地域縁結び観光に係る魅力開発事業業務委託

92 平成30年度観光プロモーション（フランス）に係るイベント企画運営業務委託

87 新たなツーリズム開発支援事業に関する業務委託（単価契約含む）

88 平成30年度韓国、香港、中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

89 平成30年度 東京圏大回廊を活用した観光振興事業の委託

84 平成30年度東京都観光ボランティア研修業務等委託

85 平成30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

86 東京観光情報センター京成上野支所の内外装制作・設置等業務委託

81 平成30年度ユニークベニューワンストップ窓口運営業務委託

82 平成30年度地域の街歩きツアー等発信事業業務委託

83
平成30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（４月～８月開催分）実施業務委託契約

78 平成30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

79 都内アンテナショップ情報の提供とアンテナショップを周遊するイベント事業に関する業務委託

80 平成30年度タイ・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

75 平成30年度ベトナム、インドネ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

76 平成３０年度民間企業とのジョイントプロモーション事業

77 平成30年度東京観光公式サイト「GO　TOKYO」オンライン広告（東アジア圏ユーザー向け）運営管理業務委託

72 島しょ地域交通サービス事業委託

73
平成30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

74 外国人旅行者向けエンターテイメント情報発信に関する調査・分析等業務委託

69 平成30年度パリ市における観光PRに伴う運営業務委託

70 平成30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

71 平成３０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

68 平成30年度機器保守（パフォーマンスチャージ）契約



（様式１－１）

競争契約 委託 株式会社電通 123,000,000

競争契約 委託 株式会社アサツーディ・ケイ 129,993,109

競争契約 委託 株式会社博報堂 131,369,818

競争契約 委託 株式会社電通パブリックリレーションズ 145,000,000

競争契約 委託 株式会社電通 200,000,000

競争契約 委託 グローバルデザイン株式会社 235,810,440

競争契約 委託 株式会社電通 262,000,000

競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 269,890,920

競争契約 委託 株式会社アサツーディ・ケイ 349,990,465

競争契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 426,600,000

競争契約 委託 株式会社電通 470,000,000

独占契約 委託 東日本電信電話株式会社 2,536,459

独占契約 委託 公益財団法人ユニジャパン 2,566,080

独占契約 委託 株式会社ＪＲ東日本リテールネット 2,640,000

独占契約 委託 TTG Asia Media Pte Ltd., 2,755,863

独占契約 委託 株式会社フジアール 3,110,400

独占契約 委託 Reed Exhibitions Limited 3,162,802

独占契約 委託 東日本電信電話株式会社 3,744,000

独占契約 委託 Traveller Made 6,294,500

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 32,400,000

特定契約 貸借 株式会社ヴァル研究所 108,864

特定契約 委託 武蔵一族合同会社 300,000

特定契約 委託 武蔵一族合同会社 300,000

特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 317,790

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 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 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 株式会社太鼓センター 324,000

特定契約 委託 株式会社太鼓センター 324,000

特定契約 委託 株式会社太鼓センター 324,000

特定契約 委託 株式会社太鼓センター 324,000

特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 349,920

特定契約 委託 観光汽船興業株式会社 356,400

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 364,150

特定契約 委託 富士電機ITソリューション株式会社 368,280

特定契約 貸借 そくりょう＆デザイン企業年金基金 380,000

特定契約 委託 株式会社Way お相撲さんドットコム 388,800

特定契約 委託 株式会社ヴァル研究所 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平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係るに係る相撲イベントの派遣150

平成３０年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る和太鼓奏者派遣

「東京ロケたび」データ抽出委託

142

143

平成30年度観光ガイドサービス申込受付システムのGDPR対応改修業務等委託

平成30年度　測量年金会館（倉庫）②

144 平成30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

145 平成30年度エージェント招聘（ロサンゼルス）都内視察手配業務委託

平成３０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派遣の委託

平成３０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派遣

134

135

平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業阿波おどりの派遣委託

平成３０年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る和太鼓奏者派遣

136 平成30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の派遣委託

137 アトラクションの提供に係る業務委託（阿波踊り派遣）

127 平成30年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の通信費

128
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伴う
加盟コンソーシアム(Traveller Made）主催イベントでのプロモーション（スペイン マルベリャ）

129 平成３０年度東京観光情報センター（新宿南支所）施設管理に係る経費の継続支出

124 平成30年度東京都MICE情報発信の展開事業に係る広告掲載申込(TTG MICE11月号）

125
企画展「映画を活用したフィルムコミッションＰＲ展～ＦＣと映画「翔んで埼玉」が
コラボ～」（仮）における美術製作業務委託

126 平成30年度英国における旅行博出展等現地プロモーションに伴うブース出展申込

121
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（31年1月分）

122 「香港フィルマート」出展に係る出展業務委託契約

123 平成３０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出

118 平成30年度東京2020オリンピック・パラリンピックを契機にした東京観光PR業務（オンライン広告等の提出）

119 平成30年度　東京観光情報センター管理運営業務等委託

120 平成30年度東京2020オリンピック・パラリンピックを契機にした東京観光PR業務（海外におけるテレビCM放送）

115 平成３０年度東京の観光公式サイト「GO TOKYO」の新規構築（英語版は移管）及び運営管理業務委託

116 多摩・島しょ魅力発信事業業務委託

117 平成30年度東京都観光ボランティア活動管理運営業務等委託

112 平成30年度　東京と各地域の連携による外国人旅行客誘致事業に係る交通広告及びオンライン広告委託

113 平成30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

114 平成30年度ワールドカップロシア大会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

110 平成30年度欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーション業務

111
平成30年度「東京・九州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

交通費精算サービスの利用契約

131 平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る忍者パフォーマンス派遣の委託

132 平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る忍者パフォーマンス派遣の委託

133 東京観光情報センター京成上野支所改修に係る移転作業等業務委託

130

138

139

140 平成３０年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る和太鼓奏者派遣

141 平成３０年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る和太鼓奏者派遣

146

147

148 平成30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

149 交通費精算サービスの利用契約



（様式１－１）

特定契約 委託 渋谷ストリームエクセルホテル東急 400,000

特定契約 委託 太陽グラントソントン税理士法人 400,000

特定契約 委託 坂本法律事務所 420,000

特定契約 委託 雅屋JAPAN Entertainment 430,000

特定契約 委託 株式会社ハリマビステム 432,000

特定契約 委託 株式会社東京ヒューマニアエンタプライズ 438,048

特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 454,680

特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 455,000

特定契約 委託 株式会社一星企画 468,018

特定契約 委託 株式会社JR西日本コミュニケーションズ北陸支店 470,000

特定契約 委託 リコージャパン株式会社 493,560

特定契約 委託 凸版印刷株式会社 496,800

特定契約 委託 東京国際フォーラム 500,000

特定契約 委託 株式会社ＪＴＢ 仙台支店 500,000

特定契約 委託 株式会社石田大成社 500,000

特定契約 委託 東京和晒株式会社 501,120

特定契約 委託 日本政府観光局（JNTO） 540,000

特定契約 委託 株式会社 AUN CREATIVE 540,000

特定契約 委託 株式会社LAST TRAIN GETTER 540,000

特定契約 委託 富士電機ITソリューション株式会社 551,880

特定契約 委託 アデコ株式会社 558,144

特定契約 委託 株式会社ホテル小田急 586,120

特定契約 委託 株式会社大塚商会 591,840

特定契約 貸借 株式会社大塚商会/リコーリース株式会社 597,456

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 622,637

特定契約 委託 凸版印刷株式会社 640,620

特定契約 委託 株式会社オリコム 645,284

特定契約 委託 株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン 648,000

特定契約 委託 NOBU NEWPORT BEACH 651,407

特定契約 委託 有限会社アートウィル 679,500

特定契約 委託 医療法人社団　同友会 720,000

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 730,500

特定契約 委託 白日居 734,400

特定契約 委託 株式会社人材バンク 735,840

特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 777,600

特定契約 委託 有限会社東京エイドセンター 787,960

特定契約 委託 Dyandra Promosindo 789,881

特定契約 委託 株式会社近畿日本ツーリスト首都圏 799,316

特定契約 委託 株式会社石田大成社 800,000

特定契約 委託 株式会社博報堂 803,088

特定契約 委託 武蔵一族合同会社 810,000

特定契約 委託 NOBU DALLAS 812,484

平成30年度海外エージェント招聘（サンフランシスコ）宿泊手配業務委託151

平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る
歌舞伎レクチャー＆パフォーマンスの実施

152 顧問税理士の選任及び業務委託契約

153 法律顧問契約

154

155 平成30年度　専用部清掃業務委託

156 IWA世界会議・展示会へのアトラクションの提供に係る業務委託（鏡割りオペレーション）

157 社内における無線LANシステムの導入

158 平成30年度　office365のセキュリティ強化に伴うウィルス対策ソフトの購入

159 平成30年度デジタルパンフレット作成・登録等業務委託（その②）

160
H30年度「地方連携参画型広域プロモーション」事業における訪日プロモーション
地方連携事業「新たなゴールデンルート海外情報発信事業」

161 平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係るロボットプログラミング体験の実施

162 平成30年度大学教授向けセミナーの実施(会場手配）

163 ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン2018における臨時観光案内所の出展

164 平成30年度訪日プロモーション地方連携事業「中国広域連携商談会及び招請事業」の実施及び契約

165 H30年度訪日プロモーション地方連携事業「アジア誘客事業」

166 平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係るギブアウェイ（Tokyo半纏手ぬぐい）の購入

173 平成30年度「観光ボランティア管理システム」の保守・管理業務委託

167 ibtm world 2018出展

168 IWA世界会議・展示会へのアトラクションの提供に係る業務委託（和楽器演奏）

169 平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係るBLUE TOKYO男子新体操パフォーマンスの派遣

170 平成30年度観光ガイドサービス申込受付システムの保守・運営業務等委託

171 平成３０年度労働者派遣（観光情報事務補助）（単価契約）

172 平成30年度エージェント招聘（ロサンゼルス）宿泊手配業務委託

177
ILTM Cannes 2018出展等現地プロモーションに係る企画運営業務委託に伴う
出展者バッジの追加手配

174 平成30年度　5階執務室複合機リース契約

175 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

176 ユニークベニューPRパンフレットの倉庫保管および配送業務委託

181 産業医委嘱契約

182 平成30年度エージェント招聘（フランス）手配業務委託

178
企画展「映画を活用したフィルムコミッションＰＲ展～ＦＣと映画
「翔んで埼玉」がコラボ～」（仮）開催における会場の借り上げ

179
平成30年度東京都MICE情報発信の展開事業の実施に係る北米ロードショーの
ネットワーキング会場の手配（オレンジカウンティ）

180
2018年度第11回国際水協会（IWA）世界会議・展示会へのアトラクションの
提供に係る業務委託（和太鼓奏者派遣）

183 平成３０年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る書道パフォーマンス派遣の委託

184 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①

185 財団本部および東京観光情報センター都庁本部における共有ネットワークの構築（VPN）

186 法定外労災保険の契約更改

187 平成30年度インドネシア旅行博（GATF2018)出展申込書提出と出展料支払

188 訪日プロモーションにおける地方連携事業における「公共交通等を活用した米国FIT誘客拡大事業」

189 H30年度訪日プロモーション地方連携事業「欧米豪誘客事業」

190 東京観光情報センターにおけるipadのプロビジョニングファイル更新作業等業務委託

191 平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る忍者パフォーマンスの派遣委託

192
平成30年度東京都MICE情報発信の展開事業の実施に係る北米ロードショーの
ネットワーキング会場の手配（ダラス）



（様式１－１）

特定契約 貸借 有限会社エクティエルシステム 826,000

特定契約 貸借 ストレージプラス株式会社 839,808

特定契約 委託 NPO法人　東京高円寺阿波おどり振興協会 856,000

特定契約 委託 NPO法人　東京高円寺阿波おどり振興協会 856,000

特定契約 委託 株式会社ダイヤモンド・ビッグ社 857,388

特定契約 委託 株式会社日本旅行横浜支店 860,736

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 860,796

特定契約 委託 株式会社ハリマビステム 864,000

特定契約 委託 株式会社人材バンク 868,354

特定契約 委託 株式会社太鼓センター 870,000

特定契約 貸借 株式会社NTTドコモ 900,000

特定契約 委託 グローバルデザイン株式会社 912,600

特定契約 委託 公益財団法人ユニジャパン 913,680

特定契約 委託 株式会社やまとごころ 918,000

特定契約 委託 NTT東日本 939,600

特定契約 委託 株式会社人材バンク 948,536

特定契約 委託 株式会社人材バンク 948,536

特定契約 貸借 富士ゼロックス東京株式会社 972,000

特定契約 貸借 株式会社博報堂 974,160

特定契約 委託 株式会社リクルートキャリア 985,710

特定契約 委託 株式会社博報堂 997,920

特定契約 委託 EXA Partners SAS 1,000,000

特定契約 委託 株式会社JTB 1,141,999

特定契約 委託 アデコ株式会社 1,143,072

特定契約 委託 株式会社そごう・西武 1,177,200

特定契約 委託 株式会社アミューズ 1,188,000

特定契約 委託 株式会社Wayお相撲さんドットコム 1,198,800

特定契約 貸借 原田ビル貸主 1,210,500

特定契約 委託 株式会社一星企画 1,248,372

特定契約 委託 株式会社アミューズ 1,296,000

特定契約 貸借 Phocuswright Inc. 1,330,440

特定契約 委託 OZUMO 1,346,693

特定契約 委託 株式会社博報堂 1,394,712

特定契約 委託 株式会社電通 1,475,496

特定契約 委託 株式会社アミューズ 1,566,000

特定契約 委託 アマノ株式会社新宿支店 1,580,688

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 株式会社中央経済社グループパブリッシング 1,722,373

特定契約 貸借 リコージャパン株式会社 1,800,000

特定契約 貸借 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 有限会社リラックス 1,869,145

193 平成30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

194 荷物保管にかかる「ストレージプラス文京関口」との契約

195 平成30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派遣

196 平成30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派遣費用の支出

197
平成30年度「地方連携参画型広域プロモーション」事業における「2019ラグビーW杯出場国からの
訪日誘客促進のための関東域内観光プロモーション事業～誘客促進用パンフレット及び映像作成事業～」

198
平成30年度「地方連携参画型広域プロモーション」事業における
「FUJISAN×TOKYO×OSAKA」米国FIT誘致強化事業

199 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②

200 平成30年度　専用部清掃業務委託

201 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④

202 平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る太鼓レッスンの実施

203 平成30年度「東京ロケーションボックス窓口運営等業務委託」に係る携帯電話の追加契約

204
平成30年度観光デジタルサイネージと東京の観光公式サイトGO TOKYOの連携
（外部連携機能カスタマイズ）等に関する業務委託

205 「TIFFCOM/Japan Content Showcase(JCS)2018」出展に係る出展業務委託

206 新規採用職員募集に係る求人情報サイトの利用（複数単価契約）について

207 平成30年度　事務所増床に伴う新規電話増設及び回線接続工事に関する業務委託

208 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②

209 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③

213 平成30年度 観光マーケティングに係る現地旅行会社対象アンケート調査業務委託

214 平成30年度観光プロモーション（フランス）に係る集客業務委託

210 サイボウズofficeスタンダードの契約

211
平成３０年度東京観光情報センター（東京都庁・バスタ新宿・多摩）における
タブレットコンテンツ等の保守管理業務委託

212 採用選考に係る人材紹介会社のコンサルティング利用料

215
平成30年度「地方連携参画型広域プロモーション」事業における「2019ラグビーＷ杯出場国からの
訪日誘客促進のための関東域内観光プロモーション事業～国際旅行博及びイベント出展によるPR事業～」

216 平成30年度労働者派遣（総務事務補助）

217 平成30年度東京都観光ボランティア管理運営業務におけるユニフォームの追加制作・購入について

218 平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係るアトラクション派遣(白Ａテクノパフォーマンス）の委託

219 平成30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

220 外部会議室の賃貸契約

221 平成30年度「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

222 平成３０年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る白Aテクノパフォーマンス派遣

223 Phocuswright 購読申込

224
平成30年度東京都MICE情報発信の展開事業の実施に係る北米ロードショーの
ネットワーキング会場の手配（サンフランシスコ）

225
東京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

226 東京ブランド発信に係るワールドプレスブリーフィングへのアーティスト派遣

227 平成30年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る白Ａテクノパフォーマンスの派遣

228 勤怠管理システムの導入及び月次サポート等業務委託契約

229 会計監査人契約

230 採用選考に係る求人システムの利用

231 平成30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

232
東京観光情報センターにおけるFAX/コピー複合機に係る機器保守契約の
継続及び消耗品の購入

233
平成３０年度東京観光情報センター管理運営に係る複合機
（ファクシミリ・コピー）用消耗品の購入

234 平成30年度「東京トラベルガイド」の配送業務委託（要望調査分）



（様式１－１）

特定契約 貸借 そくりょう＆デザイン企業年金基金 1,900,000

特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 1,918,080

特定契約 委託 Facebook, Inc. 2,000,000

特定契約 委託 株式会社アミューズ 2,073,600

特定契約 委託 太陽有限責任監査法人 2,100,000

特定契約 委託 株式会社電通 2,125,440

特定契約 委託 株式会社JPロジサービス 2,311,200

特定契約 委託 株式会社ファースト商事 2,332,800

特定契約 委託 アデコ株式会社 2,415,600

特定契約 委託 アデコ株式会社 2,493,680

特定契約 委託 株式会社AAB 2,494,800

特定契約 委託 日本マイクロソフト株式会社 2,687,256

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MDS 2,994,840

特定契約 委託 Facebook, Inc. 3,000,000

特定契約 委託 株式会社アサツーディ・ケイ 3,537,000

特定契約 委託 有限会社エクティエルシステム 3,735,720

特定契約 委託 公益財団法人ユニジャパン 3,749,328

特定契約 委託 doq Pty Ltd 3,800,000

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 株式会社Relation 4,492,142

特定契約 委託 アデコ株式会社 4,495,176

特定契約 委託 New Solution Holdings Pty. Ltd. 4,500,000

特定契約 委託 teamtravel international GmbH 4,500,000

特定契約 委託 株式会社大塚商会 4,503,340

特定契約 委託 アデコ株式会社 4,604,600

特定契約 委託 株式会社JTB 4,693,788

特定契約 委託 日本通運株式会社 4,805,706

特定契約 委託 東京電力エナジーパートナー株式会社 4,896,000

特定契約 委託 Reed Exhibitions Limited 5,032,607

特定契約 委託 株式会社インクルード 5,119,200

特定契約 委託 株式会社クロスシー 5,224,500

特定契約 委託 New Solution Holdings Pty. Ltd. 5,400,000

特定契約 委託 株式会社ファイネックス 6,731,208

特定契約 委託 株式会社IMAGICAイメージワークス 7,295,400

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 8,054,640

特定契約 委託 Virtuoso,LTD 8,835,033

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 9,990,000

特定契約 委託 マドリードレップ 10,360,440

特定契約 委託 IXI S.R.L. 12,640,000

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 12,700,800

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 12,718,080

235 平成30年度　測量年金会館（倉庫）①

236
平成３０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

237 平成30年度Facebook広告（2回目）

238 平成３０年度東京都報奨旅行等誘致・開催支援事業に係る白Aテクノパフォーマンス派遣の委託

239 会計及び経理業務に関するアドバイザリー委託

240 自然公園を活用した観光振興ホームページ作成委託

241 平成30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

242 平成30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

243 平成30年度労働者派遣（観光事業事務補助）（単価契約）

244 平成30年度労働者派遣（観光事業事務補助）

245 平成30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

246 平成30年度　メール接続に関する契約

247 平成30年度SNSアカウント(繁体字によるFacebook)運営業務委託

248 給与計算業務委託契約

249 平成30年度Facebook広告

250 平成30年度都市間連携に係るPRツール（Web）改訂業務

251 平成30年度　ネットワーク管理及びハードメンテナンス保証委託契約

252 「カンヌ・フィルム・マーケット」出展に係る出展業務委託

253
平成30年度「地方連携参画型広域プロモーション」事業における
ビジットジャパン地方連携事業「東京・沖縄誘客連携事業」

254 平成30年度SNSアカウント（韓国語Facebook及びNAVERブログ）運営業務委託

255 平成30年度SNSアカウント(タイ語によるFacebook)運営業務委託

256 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

257 平成30年度BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（APAC）

258 平成30年度BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（欧州）

259 平成30年度東京観光案内窓口用業務管理システムの運営に関する業務委託

260 平成30年度労働者派遣（国際会議誘致・開催支援事業等事務補助）

261 第23回ANOC総会への都内観光ツアー提供にかかる業務の委託

262 平成30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

263 平成30年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の電気料金

264 ILTM Cannes 2018 出展申込

265 平成30年度BUSINESS EVENTS TOKYOウェブサイト管理運営業務委託

266 平成30年度SNSアカウント(Weibo/新浪微博・WeChat/微信)運営業務委託

267 平成30年度BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（北米）

268 平成30年度SNSアカウント(英語・欧州言語によるFacebook)運営業務委託

269 平成30年度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

270
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（追加契約）

271 平成30年度欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーション事業Virtuoso契約

272 免税店向けトータル支援等業務委託

273 平成30年度東京観光レップ（マドリード）業務の委託

274 平成30年度東京観光レップ（ミラノ）業務の委託

275 平成30年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の設置準備に関する業務委託

276 平成30年度屋内型観光案内デジタルサイネージの災害時情報発信機能追加に関する業務委託



（様式１－１）

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 16,684,056

特定契約 委託 有限会社ファンキーコープ 16,892,172

特定契約 委託 Lieb Management ＆ Beteiligungs GmbH 19,701,144

特定契約 委託 株式会社電通 19,809,900

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 19,943,000

特定契約 委託 北京徳宝国際旅行社有限公司 20,236,280

特定契約 委託 ジャパンコミュニケーションズ 21,981,144

特定契約 委託 シドニーレップ 22,481,144

特定契約 委託 サンフランシスコレップ 22,544,800

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 25,444,800

特定契約 委託 株式会社大塚商会 26,463,266

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 27,216,000

特定契約 委託 株式会社リクルートライフスタイル 29,685,744

特定契約 委託 株式会社エム・エス・ビルサポート　　　 47,728,500

特定契約 委託 CROSS MEDIA LTD. 50,194,584

特定契約 委託 EXA Partners, S.A.S. 52,974,584

特定契約 委託 Project M Inc. 53,318,560

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 57,699,000

特定契約 委託 株式会社JTBコミュニケーションデザイン 84,449,044

特定契約 委託 株式会社JTB 109,222,560

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 114,264,000

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 137,681,208

特定契約 委託 株式会社博報堂 140,599,800

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 150,120,000

277 平成30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

278 平成30年度東京の観光公式サイト「GO TOKYO」英語版の運営管理業務委託

279 平成30年度東京観光レップ（ミュンヘン）業務の委託

280 平成30年度　海外発信に向けた商標登録及び中間対応業務委託

281 平成30年度東京観光レップ（ソウル）業務の委託

282 平成30年度東京観光レップ（北京）業務の委託

283 平成30年度東京観光レップ（トロント）業務の委託

284 平成30年度東京観光レップ（シドニー）業務の委託

285 平成30年度東京観光レップ（サンフランシスコ）業務の委託

286 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追加に関する業務委託

287 平成30年度東京の観光情報発信サイト運営管理業務委託

288 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

289 平成30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

290 日新ビル賃貸借契約

291 平成30年度東京観光レップ（ロンドン）業務の委託

292 平成30年度東京観光レップ（パリ）業務の委託

293 平成30年度東京観光レップ（ロサンゼルス）業務の委託

294 平成30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

295 平成30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

296 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

297 高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の設置工事に関する業務委託

298 平成30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

299 平成30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

300 平成30年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の製作及び設置準備に関する業務委託



（様式１－１）

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 日本マイクロソフト株式会社 2,687,256

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MDS 2,994,840

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 Facebook, Inc. 3,000,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社アサツーディ・ケイ 3,537,000

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 3,735,720

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 公益財団法人ユニジャパン 3,749,328

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 doq Pty Ltd 3,800,000

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

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社Relation 4,492,142

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 アデコ株式会社 4,495,176

254 平成30年度SNSアカウント（韓国語Facebook及びNAVERブログ）運営業務委託

No. 契約件名

非公表案件
〇個人情報を含む案件

253
平成30年度「地方連携参画型広域プロモーション」事業における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決定した事業者と契約を行
う必要があるため。

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
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〕

246 平成30年度　メール接続に関する契約

特命理由

平成26年度に契約した本件について、メールソフトの機能や利便性が優れておりこれまでのメールデータも継続して活用できることから、同ソフトを提供する日本マイクロソフト株式会社と平成30年度も
引き続き契約する。

No. 契約件名

247 平成30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

平成30年度Facebook広告

特命理由

評価審査会を実施し、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

248 給与計算業務委託契約

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

世界的に訴求力の高いFacebookに広告を掲載するにあたり、Facebook社に直接広告出稿することで、代理店への手数料等の余分な経費を省くため。

No. 契約件名

250 平成30年度都市間連携に係るPRツール（Web）改訂業務

特命理由

評価審査会を実施し、同業務委託継続に資する評価を得たため、当該事業者と契約する。

No. 契約件名

特命理由

当財団では①社会保険業務②マイナンバーサポートサービス③労働保険業務を社会保険労務士東京労務に委託している。
給与計算については①～③の手続業務と連携する必要があり、当該事業者は社会保険労務士 東京労務が出資しており、一体的に業務を行えるため、当該事業者と契約する。

No. 契約件名

249

No. 契約件名

251 平成30年度　ネットワーク管理及びハードメンテナンス保証委託契約

特命理由

（公財）ユニジャパン・JETROによる「ジャパンブース」での出展を行うにあたっては、運営事務局である（公財）ユニジャパンとの委託契約を行う必要があるため。

252 「カンヌ・フィルム・マーケット」出展に係る出展業務委託

255 平成30年度SNSアカウント(タイ語によるFacebook)運営業務委託

特命理由

評価審査会を実施し、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。

特命理由

評価審査会を実施し、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

No. 契約件名

256 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

特命理由

経理業務が増え、7月以降も派遣労働者が必要になった。現派遣労働者は、３ヵ月経理事務に携わっており、的確に業務を遂行していることから、現派遣労働者の派遣元との契約を継続するため特定
契約とする。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 New Solution Holdings Pty. Ltd. 4,500,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 teamtravel international GmbH 4,500,000

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 4,503,340

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 アデコ株式会社 4,604,600

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社JTB 4,693,788

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 4,805,706

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 東京電力エナジーパートナー株式会社 4,896,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 Reed Exhibitions Limited 5,032,607

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社インクルード 5,119,200

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社クロスシー 5,224,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 New Solution Holdings Pty. Ltd. 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 6,731,208

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 7,295,400

No. 契約件名

257 平成30年度BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（APAC）

特命理由

評価審査会を実施し、同業務委託継続に資する評価を得たため。

No. 契約件名

258 平成30年度BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（欧州）

特命理由

評価審査会を実施し、同業務委託継続に資する評価を得たため。

No. 契約件名

259 平成30年度東京観光案内窓口用業務管理システムの運営に関する業務委託

特命理由

当事業者が平成28年度に制作した当該システムの運用について、継続して安定的に運用するには、仕様を熟知した同社への業務委託が必須である。加えて、他の事業者に本業務を委託することと
なった場合、システムの再構築や利用者アカウントの再登録等の初期費用が発生し、同社が提示する見積額よりも高額になり、作業量も大幅に増えることが明らかなため、本件に係る業務を同社に委託
する。

No. 契約件名

260 平成30年度労働者派遣（国際会議誘致・開催支援事業等事務補助）

特命理由

労働者派遣の委託業者の募集をし入札を行ったところ、２社の応募があったが不調となったため、２社のうちより低い入札金額を提示した1社との価格交渉による特定契約を締結する。

No. 契約件名

261 第23回ANOC総会への都内観光ツアー提供にかかる業務の委託

特命理由

当該会議における文化プログラム（都内観光ツアー全４日間実施）のうち、当財団は総会が開催される後半２日間の都内観光ツアーを開催支援として提供する。これに関し、開催ホストである公益財団
法人日本オリンピック委員会より、株式会社ＪＴＢを選定するよう依頼を受けた。業務効率や安全性の確保等を考慮した結果、依頼の通り株式会社ＪＴＢに委託するものとする。

No. 契約件名

262 平成30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

評価審査会を実施し、次年度同業務委託継続に資する評価を得たため。

No. 契約件名

263 平成30年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の電気料金

特命理由

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の電気料金については、平成28年度より東京電力エナジーパートナー株式会社と特別契約を締結している。電力会社に変更が生じると、切替工事等の
費用の発生、稼働停止の期間等が発生し、安定的な稼働を維持することができない。
当該事業者との契約・電力供給を通じこれまで問題なく安定的な稼働をしており、この状況を維持するために、平成30年度においても引き続き同社と契約する必要がある。

No. 契約件名

264 ILTM Cannes 2018 出展申込

特命理由

東京都からの受託事業である「平成30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」において、ILTM Cannesへの出展が委託内容に指定されており、出展についてはReed Exhibitionsを
通じてのみ可能なため。

No. 契約件名

265 平成30年度BUSINESS EVENTS TOKYOウェブサイト管理運営業務委託

特命理由

評価審査会を実施し、次年度同業務委託継続に資する評価を得たため。

No. 契約件名

266 平成30年度SNSアカウント(Weibo/新浪微博・WeChat/微信)運営業務委託

特命理由

評価審査会を実施し、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

267 平成30年度BUSINESS EVENTS TOKYO海外拠点業務（北米）

特命理由

評価審査会を実施し、同業務委託継続に資する評価を得たため。

No. 契約件名

268 平成30年度SNSアカウント(英語・欧州言語によるFacebook)運営業務委託

特命理由

評価審査会を実施し、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

269 平成30年度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

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。



（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 8,054,640

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 Virtuoso,LTD 8,835,033

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会 9,990,000

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 マドリードレップ 10,360,440

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 IXI S.R.L. 12,640,000

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 12,700,800

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 12,718,080

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 16,684,056

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 有限会社ファンキーコープ 16,892,172

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 Lieb Management ＆ Beteiligungs GmbH 19,701,144

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社電通 19,809,900

No. 契約件名

270
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（追加契約）

特命理由
デジタルサイネージの設置計画地を試掘したところ、地中に既設の配管があることが確認されたため、当該エリア内の代替地にて再度現場調査及び試掘を行う必要が生じた。
また別地にデジタルサイネージを設置するにあたって、電力引込調査をする必要が生じた。本契約は、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と締結した「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」契約に付随するものであり、人件費等も他社に比べて低額であることから、事業継続性の観点から同社に追加契約することがふさわし
い。

No. 契約件名

271 平成30年度欧米豪を中心とした富裕層向けプロモーション事業Virtuoso契約

特命理由

東京都からの受託事業である「平成30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」において、Virtuosoをはじめとする富裕層向け旅行会社等が加盟する団体におけるプロモーションが
委託内容に含まれており、当社はその代表格であるため。

No. 契約件名

272 免税店向けトータル支援等業務委託

特命理由
本事業の遂行にあたっては、免税制度に関する深い知識と経験、事業者への迅速な情報提供のほか、関係省庁と連携するノウハウ等が必要である。
当協会は①国内で唯一の各種免税制度の紹介サイトや観光庁の免税店申請ガイドサイトの作成を受託するなど、本事業に必要な知識と経験を有する　②国税庁、観光庁、全国免税店協会とも意見交
換を随時行っているため、関係省庁・機関と連携し迅速・正確な情報収集が可能　③多言語対応協議会小売プロジェクトチームとして東京都とも一体となり小売における多言語対応の統一ルールの策
定やツールづくりを行っている。
以上より、当協会は本事業を的確に実施し事業目的を十分に達成することのできる唯一の団体であると判断し、特定契約を締結する。

No. 契約件名

273 平成30年度東京観光レップ（マドリード）業務の委託

特命理由

評価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

274 平成30年度東京観光レップ（ミラノ）業務の委託

特命理由

評価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

275 平成30年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の設置準備に関する業務委託

特命理由

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の製作・運用については、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と特別契約を締結している。同社は本デジタルサイネージの開発者であ
り、専門的かつ技術的な地域に精通する唯一の業者である。
今回の業務委託に関しても、筐体及びシステムの一貫性を持たせ、安定的な稼働を実現するためには、筐体設計及びシステム全体の知識を有する同社が行う必要があるため。

No. 契約件名

276 平成30年度屋内型観光案内デジタルサイネージの災害時情報発信機能追加に関する業務委託

特命理由

当事業者は平成27年度製作の「高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）」及び平成28年度製作の「屋内型観光案内デジタルサイネージ」に表示するコンテンツをデータベースに蓄積し、一括管
理を行っている。既存システムにおいて専門的かつ技術的な知見を有している唯一の業者であり、システムの一貫性及び安定的な稼働を実現するために本件についても同社が行う必要があるため。

No. 契約件名

277 平成30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

特命理由

当事業者が制作した「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作業について、迅速・正確かつ安定的にシステムを運用するには、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る同社にしか作業を行えないため。

No. 契約件名

278 平成30年度東京の観光公式サイト「GO TOKYO」英語版の運営管理業務委託

特命理由

東京の観光公式サイトGOTOKYOは平成30年度に英語サイトを元に全9言語10種類を一括して運営管理する事業者を新たに公募予定であり、本サイトがリニューアルオープンするまでの移行期間の運
営管理業務を円滑に推進するため。

No. 契約件名

279 平成30年度東京観光レップ（ミュンヘン）業務の委託

特命理由

評価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

280 平成30年度　海外発信に向けた商標登録及び中間対応業務委託

特命理由

平成29年度は東京都にてアイコン等の商標登録業務を行っていたが、平成30年度より「東京ブランドの推進事業委託」の一部として当該業務を財団に委託することとなった。海外各国における商標登
録の完了には複数年を要するため、平成29年度から東京都が委託している当事業者と契約することが妥当なため。



（様式１－１）

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社インターナショナルコミュニケーション 19,943,000

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 20,236,280

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 21,981,144

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 シドニーレップ 22,481,144

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 サンフランシスコレップ 22,544,800

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 25,444,800

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 26,463,266

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 27,216,000

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 29,685,744

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社エム・エス・ビルサポート　　　 47,728,500

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 CROSS MEDIA LTD. 50,194,584

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 EXA Partners, S.A.S. 52,974,584

No. 契約件名

281 平成30年度東京観光レップ（ソウル）業務の委託

特命理由

評価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

282 平成30年度東京観光レップ（北京）業務の委託

特命理由

評価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

283 平成30年度東京観光レップ（トロント）業務の委託

特命理由

評価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

284 平成30年度東京観光レップ（シドニー）業務の委託

特命理由

評価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

285 平成30年度東京観光レップ（サンフランシスコ）業務の委託

特命理由

評価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

286 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追加に関する業務委託

特命理由

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追加に関する業務委託については、平成29年度に東京都総務局総合防災部長及び産業労働局観光部長からの協力依頼によ
り、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と特別契約を締結し、一部のデジタルサイネージに於いて実証実験を行った。
今回の業務委託は実証実験に基づく全デジタルサイネージへの本格導入である。同社はシステム全体における専門的かつ技術的な知識に精通する唯一の業者であり、システムの一貫性を持たせ、安
定的な稼働を実現するためには同社と契約する必要があるため。

No. 契約件名

287 平成30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

東京の観光公式サイトGOTOKYOは平成30年度に英語サイトを元に全9言語10種類を一括して運営管理する事業者を新たに公募予定であり、本サイトがリニューアルオープンするまでの移行期間の運
営管理業務を円滑に推進するため。

No. 契約件名

288 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

特命理由

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は、平成27年度より高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の制作・運用に関する業務及び設置工事を受託し、開発から運用、本工事に渡
り、開発全体の調整及び支援を行ってきた。
今回の契約は本工事に先立つ事前の現場調査及び工事設計であり、本工事につなげるための適正な業務の履行を確保し、設計意図に合致せしめるためには、管理業務の執行者は業務の性質上設
計内容に精通し、あわせて全体の計画を理解していることが不可欠であるため。

No. 契約件名

289 平成30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

特命理由

評価審査会を実施し、同業務委託継続に資する評価を得たため。

No. 契約件名

290 日新ビル賃貸借契約

特命理由

株式会社エム・エス・ビルサポートは、当財団の本部オフィスが入居する日新ビルのプロパティ・マネジメント事業を手掛ける企業から指定された企業である。そのため、当財団オフィスに係る賃料、共益
費、廃棄物処理費、光熱水費については同社へ支払う必要があることから、同社と引続き契約を継続する。

No. 契約件名

291 平成30年度東京観光レップ（ロンドン）業務の委託

特命理由

評価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

292 平成30年度東京観光レップ（パリ）業務の委託

特命理由

評価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 Project M Inc. 53,318,560

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 57,699,000

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 84,449,044

契約種別 契約相手方 契約金額（円）

特定契約 株式会社JTB 109,222,560

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 114,264,000

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 137,681,208

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 140,599,800

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 150,120,000

No. 契約件名

293 平成30年度東京観光レップ（ロサンゼルス）業務の委託

特命理由

評価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

294 平成30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

特命理由

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の保守については、平成28年度よりパナソニックシステムソリューションズジャパン㈱と特別契約を締結している。同社は、高機能型観光案内標識（デジタ
ルサイネージ）の開発者であり、システム内容を熟知し、専門的かつ技術的な知識を有する唯一の業者である。
安定的な稼働を実現するためには、引き続き平成30年度も契約する必要があるため。

No. 契約件名

No. 契約件名

295 平成30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

評価審査会を実施し、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

296 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

特命理由

評価審査会を実施し、同業務委託継続に資する評価を得たため。

297 高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の設置工事に関する業務委託

特命理由

本契約は、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と特別契約を締結した「高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の製作及び設置準備に関する業務委託・設置のための現場調
査及び工事設計業務委託」契約に付随する本体の設置工事である。
本事業を安全に、滞りなく進めていくためには、製作から試掘、そして設置工事まで一体的に行うことが不可欠であり、同社は履行可能な唯一の事業者であるため。

298 平成30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

No. 契約件名

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。

300 平成30年度高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の製作及び設置準備に関する業務委託

No. 契約件名

特命理由

高機能型観光案内標識（デジタルサイネージ）の製作・運用については、平成28年度より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と特別契約を締結している。同社は本デジタルサイネー
ジの開発者であり、専門的かつ技術的な地域に精通する唯一の業者である。
今回の業務委託に関しても、筐体及びシステムの一貫性を持たせ、安定的な稼働を実現するためには、筐体設計及びシステム全体の知識を有する同社が行う必要があるため。

299 平成30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

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。

No. 契約件名


