
仮設等

有明北1丁目7番地敷地測量委託 株式会社パスコ 9,720,000

有明体操競技場　新築工事基本設計 株式会社日建設計 183,600,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場計画に係るアドバイザ
リー業務委託

ポピュラス・ジャパン株式会社 99,360,000

有明一丁目7番地敷地地盤調査委託 株式会社アクアテルス 2,160,000

有明体操競技場新築工事 DB発注図書作成等業務委託 株式会社日建設計 305,640,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場ブロックプラン設計委
託

パシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社

27,000,000

IBC・MPC整備工事基本設計業務委託 株式会社佐藤総合計画 100,155,960

海の森クロスカントリーコース樹木調査委託 アゴラ造園株式会社 9,666,000

海の森クロスカントリーコース芝コース基本計画業務委託 JRAファシリティーズ株式会社 11,664,000

選手村既存倉庫耐震診断調査業務委託 株式会社日本設計 29,700,000

海の森水上競技場ケーブルカム配置検討委託
パシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社

4,536,000

海の森クロスカントリー樹木移植準備工事 株式会社日比谷アメニス 11,988,000

海の森クロスカントリーコース測量委託 株式会社CSS技術開発 6,937,488

モデルベニューエクササイズアドバイザリー業務委託 ポピュラス・ジャパン株式会社 73,311,170

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会オーバーレイプラン作成業
務委託

パシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社

154,440,000

選手村ビレッジプラザ新築工事基本設計業務委託 株式会社日建設計 44,820,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場計画に係るアドバイザ
リー業務委託（その２）

ポピュラス・ジャパン株式会社 40,000,000

有明体操競技場新築工事 清水建設株式会社 20,520,000,000

オーバーレイ等標準仕様検討委託 株式会社電通テック 778,572

選手村仕様の設計等に関する協定書
三井不動産レジデンシャル株式会
社他10社

1,875,960,000

伊豆ベロドローム・伊豆マウンテンバイク会場整備工事基本設計業務委託 株式会社大建設計 東京事務所 65,098,080

土地利用の履歴等調査委託（青海三丁目ほか3か所） 株式会社イー・アール・エス 1,944,000

海の森クロスカントリー競技コース整備設計委託 株式会社東京ランドスケープ研究所 16,000,000

海の森クロスカントリーコースアドバイザー業務委託（その１） JRAファシリティーズ株式会社 5,721,008

海の森クロスカントリーコース樹木移植工事 株式会社日比谷アメニス 51,276,240

会場整備に係るコストマネジメント検討業務委託
株式会社サトウファシリティーズコン
サルタンツ

37,800,000

仮設オーバーレイ等に係るプロジェクトマネジメント業務委託
株式会社山下ピー・エム・コンサルタ
ンツ

162,000,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会会場計画に係るアドバイザ
リー業務委託（その3）

ポピュラス・ジャパン株式会社 121,956,300

東京2020大会に係る共同実施事業の契約案件一覧
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東京国際フォーラム ウエイトリフティング競技衝撃荷重実験業務委託 大成建設株式会社 1,998,000

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(1)海の森水上競技場ほか6会場
パシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社

205,200,000

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(2)オリンピックスタジアムほか3会場 株式会社梓設計 140,400,000

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(3)有明アリーナほか8会場 株式会社久米設計 212,025,600

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(4)幕張メッセ・Aホールほか10会場 株式会社INA新建築研究所 164,407,320

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(5)オリンピックアクアティクスセンター
ほか4会場

株式会社日総建 164,916,000

仮設オーバーレイ基本設計業務委託(6)陸上自衛隊朝霞訓練場
パシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社

67,500,000

選手村仕様の設計等に関する協定書（その2）
三井不動産レジデンシャル株式会
社他9社

208,440,000

会場整備に係るコストマネジメント検討業務委託（その2）
株式会社サトウファシリティーズコン
サルタンツ

103,248,000

海の森クロスカントリーコース測量委託（その2） 株式会社CSS技術開発 918,000

2017年度海の森クロスカントリーコース整備工事 西武造園株式会社 東日本支店 596,916,000

選手村メインダイニング新築工事基本設計業務委託 株式会社東急設計コンサルタント 23,760,000

選手村メインダイニング地盤調査委託
株式会社建設技術コンサルタント
東京営業所

2,127,600

有明BMXコース測量委託 株式会社CSS技術開発 6,800,000

選手村仕様の設計等に関する協定書（その2）の一部を変更する協定
三井不動産レジデンシャル株式会
社他9社

184,842,000

選手村仕様の基本設計に関する協定書（商業棟基本設計） 三井不動産株式会社 55,512,000

選手村ビレッジプラザ敷地測量委託 第一航業株式会社 972,000

選手村既存倉庫改修設計業務委託 株式会社大誠建築設計事務所 78,300,000

選手村ビレッジプラザの提供木材調整業務委託 株式会社日建設計 27,972,000

選手村ビレッジプラザ地盤調査委託 大和基礎設計株式会社 1,998,000

東京辰巳国際水泳場ほか測量委託 株式会社パスコ 東京支店 10,260,000

東京辰巳国際水泳場ほか地盤調査委託 関東地質株式会社 3,078,000

仮設オーバーレイ等共通標準図作成委託
パシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社

28,080,000

水供給排水処理システム検討委託 株式会社電通ライブ 5,962,059

陸上自衛隊朝霞訓練場測量調査委託 第一航業株式会社 3,888,000

陸上自衛隊朝霞訓練場地盤調査委託 関東地質株式会社 5,140,800

CADオペレーション／設計補助 株式会社パソナ 1時間あたり2,580円

エネルギー

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会エネルギー供給検討業務
委託

東電タウンプランニング株式会社地
域開発カンパニー

33,480,000

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会エネルギー供給検討業務
委託その２

東電タウンプランニング株式会社地
域開発カンパニー

23,544,000

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会エネルギー供給検討業務委
託その3

東電タウンプランニング株式会社地
域開発カンパニー

49,993,200

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会電気設備診断業務委託 東京電力パワーグリッド株式会社 25,488,000



契約件名 契約者 契約金額（円）

テクノロジー

PRIS（Paralympic Results and Information Services）契約締結 International Paralympic Committee

周波数利用に関する調整業務及び体制等係る基本調査・検討の業務委託 一般財団法人電波技術協会 17,992,800

A＆V設備 フィジビリティスタディの委託
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 首都圏部門

※２

電気通信設備の構築工事等の実施に関する協定書
東日本電信電話株式会社、西日本
電信電話株式会社

※２

無線周波数管理業務に必要な競技場の周波数特性に係る調査検討の業
務委託

株式会社エヌエイチケイアイテック 4,795,200

業務用無線サービス提供にかかる詳細設計委託 日本電気株式会社 62,920,800

通信サービス提供に係る会場内ケーブリングルート設計
東日本電信電話株式会社、西日本
電信電話株式会社

※２

Tokyo2020　プロジェクトマネジメントおよびソリューション・アーキテクティン
グに関するコンサルティング支援

シスコシステムズ合同会社 ※２

周波数利用に係る調整基準案の基本検討及び周波数調整管理実施要領
等に関する調査・検討の業務委託

一般財団法人電波技術協会 28,576,800

業務用無線及び周波数調整に係るDundas Tec Ltd.とのコンサルタント契
約実施について

Dundas Tech Ltd.

オリンピックアクアティクスセンター（仮称）オーバーレイ大型映像設備工事 株式会社大林組 東京本店 1,177,200,000

輸送

オリンピック・レーン等交通影響調査の業務委託
パシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社

43,200,000

第32回東京オリンピック競技大会及び東京2020パラリンピック競技大会に
おける大会関係者輸送用バスの調達及び運用に係る業務委託

KNT-CTホールディングス株式会社 ※２

セキュリティ

スクリーニング実証実験の計画立案分析に係る業務支援委託
セコム株式会社、綜合警備保障株
式会社

※２

警備計画策定に係るセキュリティプランニング業務委託
セコム株式会社、綜合警備保障株
式会社

※２

オペレーション等

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会専用アンチ・ドーピングラボラ
トリー運営業務委託

株式会社LSIメディエンス 1,784,911,359

厨房設計等に係る業務委託 キッチンテクノ株式会社 1,080,000

路上競技実施に伴う交通影響検討委託
パシフィックコンサルタンツ株式会社
首都圏本社

972,000

会場医療計画に関するコンサルティング契約 Emma Painter 6,000,000

トライアスロン競技実施に係る規制計画・人員配置計画実施委託 株式会社セレスポ 4,536,000

国際競走馬輸送に係るアドバイザーコンサル委託 Peden Bloodstock GmbH

東京オリンピック・パラリンピック競技大会自転車ロードレースにおける人員
配置計画等策定支援業務委託

株式会社博報堂 69,001,200

スポーツプレゼンテーションの実施の検討に向けた基本計画策定支援業
務委託

株式会社電通 19,999,999

　　　※１　外貨契約については、組織委員会が契約者に支払った際の為替レートで金額を換算

　　　※２　金額の公表について、組織委員会が契約者と調整中

　　　資料中に記載の契約金額は、契約主体である組織委員会と契約者が締結した金額です。

　　 東京都が共同実施事業として負担する金額とは異なります。

※１ 57,939,200 
（€440,000） 

 ※１  6,974,832 
（￡45,600） 

※１ 117,605,817 
（€872,900） 


