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2018 年 12 月 14 日

Aggreko Events Services Japan 株式会社
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ア グ レ コ
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イ ベ ン ツ
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サ ー ビ シ ー ズ

Japan
ジ ャ パ ン

株式会社

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の

「仮設電源サービス」カテゴリーにおいて

オフィシャルサポーター契約と供給契約を締結

電力と温度制御の専門企業であるAggreko
ア グ レ コ

Events
イ ベ ン ツ

Services
サ ー ビ シ ー ズ

Japan
ジ ャ パ ン

株式会社（本社：東京都千代田区、代

表取締役：ロバート・クライブ・ウェルズ）は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に関して、公益財団

法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会（会長：森 喜朗）との間で、「仮設電源サービス」カテ

ゴリーにおいて、オフィシャルサポーター契約と同サービスの供給契約を締結いたしました。

Aggreko Events Services Japan 株式会社は、電力と温度制御が人々や地域社会、産業、経済、および社会に

機会を創生し、可能性を開くものと考えております。Aggreko は、これまで世界の約 100 カ国で移動可能なモジュ

ラー型発電・配電サービスを提供してまいりました。

仮設発電の分野では、数々の国際的なスポーツイベント等において、大会の着実な運営と放映には安定した

仮設電源サービスが不可欠であることから、アスリート、および大会運営関係者の皆さまを電力安定供給面から

支援すべく、継続的なサポートを行っております。

そのような中、弊社は 56 年ぶりに東京で開催される東京

2020 オリンピック・パラリンピック競技大会において、名誉あ

るオフィシャルサポーター契約及び同サービスの供給契約

を締結することができました。弊社は同サービスの供給契約

に基づき、仮設電源（発電・配電）システムを提供することで、

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の 43 会場と

選手村、メインプレスセンター及び国際放送センターにおけ

る放送、テクノロジー機器、競技用照明などの重要電源を供

給し、競技・式典の大会運営と世界への映像発信が着実に

行えるようにサポートをいたします。今回の締結を通じ、東

京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会をサポ

ートし、大会の成功に貢献してまいりたいと考えております。

調印式写真
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契約概要

オフィシャルサポーター契約

契約プログラム 東京 2020 スポンサーシッププログラム

契約内容

オフィシャルサポーター：「仮設電源サービス」

呼称やマークなどを使用し、オリンピック・ムーブメントおよびパラリンピック・ムーブメント

の盛り上げや、日本代表選手団の支援を行うとともに、東京 2020 オリンピック・パラリンピ

ック競技大会の成功に貢献します。

契約期間 契約締結日～2020 年 12 月 31 日

対象

＜大会＞

第32回オリンピック競技大会（2020／東京）

東京2020パラリンピック競技大会

＜日本代表選手団＞

第3回ユースオリンピック冬季競技大会（2020／ローザンヌ）

第32回オリンピック競技大会（2020／東京）

東京 2020 パラリンピック競技大会

領域 日本国内

仮設電源サービス供給契約

契約内容
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の 43 会場、選手村、メインプレスセンター

及び国際放送センターにおける放送、テクノロジー機器、競技用照明などの重要電源の

確保に資する、仮設電源システム（仮設発電・配電システム）とサービスの提供。

契約期間 契約締結日～2020 年 12 月 25 日

Aggreko Events Services Japan について

Aggreko Events Services Japan 株式会社は、モジュラー型で移動可能な発電機、暖房機、冷却機の提供にお

いて世界的なリーディングカンパニーである英国 Aggreko plc.の子会社です。日本国内の各種産業や国際的な

スポーツ大会などにおいて仮設発電・配電サービスを提供し、温室効果ガスの排出量削減やサステイナブルな

社会の実現への努力を進めています。また、2011 年には、東日本大震災発生から 3 カ月で東京電力に対して発

電総容量 200MW の緊急発電所を提供し、電力不足の解消に協力をさせていただきました。今日に至るまで日

本での事業は拡大を続け、360MW を超える発電を実現しています。
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

<Tokyo 2020.NEWS-2018-274>
2018 年 12 月 14 日

Aggreko Events Services Japan 株式会社との

東京 2020 スポンサーシップ契約について

東京 2020 組織委員会は、以下のとおり、東京 2020 スポンサーシップ契約を締結しましたので、

お知らせします。

■ 契約内容

東京 2020 オフィシャルサポーター

■ 契約の相手方

会 社 名：Aggreko Events Services Japan 株式会社

本   社：東京都千代田区

代 表 者：代表取締役 ロバート・ウェルズ

■ 契約カテゴリー

仮設電源サービス

■ ロバート・ウェルズ Aggreko Events Services Japan 株式会社 代表取締役コメント

Aggreko Events Services Japan 株式会社は、電力が人々や地域社会、産業、経済、および社会に機

会を創生し、可能性を開くものと考え、世界各国で仮設電源サービスを提供してまいりました。そ

んな中、弊社は 56 年ぶりに東京で開催される東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会に

おいて、名誉あるオフィシャルサポーター契約を締結することができました。今回の締結を通じ、

東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会をサポートし、大会の成功に貢献してまい

りたいと考えております。
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■ 森 喜朗 東京 2020 組織委員会会長コメント

このたび、Aggreko Events Services Japan 株式会社をオフィシャルサポーターとしてお迎えでき

ることとなりました。大会を運営するうえで安定した電力供給は重要課題であり、過去大会におい

ても仮設電源サービスで実績のある Aggreko 社にご協力いただけることは大変心強く思います。

■ 東京 2020 スポンサーシッププログラムについて

オリンピックのスポンサーシッププログラムは 4 つの階層からなり、最上位のものが IOC のオリン

ピックパートナープログラムです。このプログラムにより東京 2020 をご支援いただいているワー

ルドワイドオリンピックパートナーは、コカ・コーラ、アリババ、アトス、ブリヂストン、ダウ、

GE、インテル、オメガ、パナソニック、P&G、サムスン、トヨタ、ビザの各社です。その他の 3
つの階層は国内向けのスポンサープログラムになり、国内最高水準の東京 2020 ゴールドパートナ

ー、東京 2020 オフィシャルパートナー、東京 2020 オフィシャルサポーターからなります。東京

2020 が実施するマーケティングにおいて中核となる国内契約スポンサーは、東京 2020 オリンピッ

ク・パラリンピック競技大会を含む、2020 年 12 月末までのオリンピック・パラリンピックの日本

代表選手団に関するパートナーであり、呼称やマークの使用などをはじめとした権利を行使するこ

とが可能となります。東京 2020 は、本プログラムにご参加いただくスポンサー各社とともに、さ

まざまな施策を通じて、より豊かな日本と世界の未来に貢献していきます。

■ オフィシャルサポーターの主なスポンサー権利

呼称・マーク類・関連素材使用権／リコグニッションプログラム／関連事業協賛権／商品・サービ

スのサプライ機会／マーケティングサポート等
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December 14, 2018 

Aggreko Events Services Japan Ltd.

  Aggreko Events Services Japan Ltd.

Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020

Official Supporter Agreement and Supply Contract Signed

～ for the category of ”Temporary Electricity Generation”～

Aggreko Events Services Japan Ltd. (Headquarter: Chiyoda-Ku, Tokyo, Representative Director: Robert Wells)

a specialized company in Power and Temperature Control signed a Tokyo 2020 Official Supporter Agreement and 

Supply Contract in the category of ”Temporary Electricity Generation” with The Tokyo Organising Committee of 

the Olympic and Paralympic Games (President: Yoshiro Mori) for the Olympic and Paralympic Games Tokyo 

2020.

Aggreko Events Services Japan believes power & temperature control opens up opportunities and creates 

potential for individuals, communities, industries and societies. Aggreko provides mobile and modular power

generation and distribution services in over 100 countries around the world. Aggreko has, in the area of 

Temporary Electricity Generation, supported the Athletes and the Stakeholders engaged in the operation of 

international sports events, to ensure the reliable and safe supply of critical services to ensure the success 

operations and broadcasting of the Games through stable power supply. 

In line with above, we have signed an honorable Tokyo 

2020 Official Supporter Agreement and Supply Contract for 

the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020, 56 years 

since the last Games in Tokyo. With the signing of Supply 

Contract, Aggreko will provide the temporary electricity 

(generation and distribution) system to support Tokyo 2020 

Games in providing temporary power services and operations 

in support of the International Broadcasting Centre, the Main 

Press Centre, the Athlete's Village and critical functions 

such as Broadcast, Games Technology and Sport lighting 

across 43 Games venues. We wish to contribute to the 

success of the Tokyo 2020 Games by rendering our support 

to the Tokyo 2020 Organising Committee.
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Agreement Overview

Official Supporter Agreement

Agreement Program Tokyo 2020 Sponsorship Programme

Agreement Details

Official Supporter: Temporary Electricity Generation

The Partner will promote the Olympic and Paralympic Movements, support the Japan 

Olympic and Paralympic Teams, and contribute to the success of the Olympic and 

Paralympic Games Tokyo 2020 by using official designations, trademarks and 

services.

Agreement Period From the date of the agreement through December 31, 2020

Coverage

＜Games＞

The Games of the XXXII Olympiad (Tokyo 2020)

The Tokyo 2020 Paralympic Games

＜Japan Olympic and Paralympic Teams＞

The Third Winter Youth Olympic Games (Lausanne 2020)

The Games of the XXXII Olympiad (Tokyo 2020)

The Tokyo 2020 Paralympic Games

Territory Within Japan

Temporary Electricity Generation Supply Contract

Contract Content

To provide the temporary electricity (generation and distribution) system to support 

Tokyo 2020 Games in providing temporary power services and operations in support 

of the International Broadcast Centre, the Main Press Centre, the Athlete's Village 

and critical functions such as Broadcast, Games Technology and Sport lighting 

across 43 Games venues.

Contract Term Date of contract conclusion～ December 25, 2020

About Aggreko Events Services Japan

Aggreko Events Services Japan is a subsidiary of Aggreko plc, world’s leading provider of modular, mobile 

power and heating and cooling. In Japan, we have provided temporary electricity generations and distribution 

service for global sporting events, and since then we have been making efforts to reduce in greenhouse gas 

emissions and contribute to the sustainable society. Also, in 2011, we deployed 200MW temporary power 

generation capacity in 3 months to cope with serious power shortage after the earthquake in east Japan. By 

present day, we have expanded our business in Japan and deployed a cumulative power capacity of 360MW.
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Tokyo 2020 Welcomes Aggreko Events Services Japan Ltd.
as an Official Supporter

Tokyo, 14 December 2018 – The Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games 

(Tokyo 2020) today welcomed Aggreko Events Services Japan Ltd. (Aggreko) as a Tokyo 2020 Official 

Supporter, the third domestic tier of the Tokyo 2020 Sponsorship Programme.

The company has been attributed the category “Temporary Electricity Generation.” Its addition brings 

the total number of Tokyo 2020 domestic partners to 58*, including 15 Gold Partners, 30 Official

Partners, and 13 Official Supporters (including one Official Supporter which sponsors only the

Paralympic Games), all of whom will play vital roles in the successful delivery of the Games.

Tokyo 2020 President Yoshiro Mori welcomed the announcement, commenting, “It gives me great 

pleasure to welcome Aggreko as a Tokyo 2020 Official Supporter. A reliable, secure and resilient power 

supply is essential to the success of the Tokyo 2020 Games, supporting all Games Operations, and we 

are delighted that we will be able to count on the support of Aggreko, as a company with extensive 

experience in successfully delivering temporary power services.”

Mr. Robert Wells Representative Director of Aggreko commented, “Aggreko believes electric power 

opens up the opportunity and creates potential for individuals, communities, industries and societies, 

and has been providing temporary electricity generation services in the world. In line with above, we 

have signed an honorable Tokyo 2020 Official Supporter agreement for the Olympic and Paralympic 

Games Tokyo 2020, 56 years since the last Games held in Tokyo. With the signing of the Tokyo 2020 

Official Supporter agreement for the Tokyo 2020 Games, we wish to contribute to the success of the 

Tokyo 2020 Games by rendering our support to the Tokyo 2020 Organising Committee.”
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Notes to Editors:
About the Tokyo 2020 Sponsorship Programme: The Olympic sponsorship programme is divided 

into four separate categories, with the IOC’s The Olympic Partner (TOP) programme constituting the 

very highest level of Olympic sponsorship. The Worldwide TOP Partners who support the Olympic 

Games Tokyo 2020 are Coca-Cola, Alibaba, Atos, Bridgestone, Dow, GE, Intel, Omega, Panasonic, 

Procter and Gamble, Samsung, Toyota and Visa.

The three remaining categories are designated for domestic sponsors. The highest domestic tier 

comprises Gold Partners, the second tier consists of Official Partners and the third tier is made up of 

Official Supporters. Domestic sponsors will also be core components of Tokyo 2020’s Marketing 

Programme, and until 2020 they will be indispensable partners both for the successful delivery of the 

Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games and as partners of Japan’s Olympic and Paralympic 

teams. Accordingly, they will be accorded the rights to use Tokyo 2020’s Olympic and Paralympic 

designations and imagery, including emblems, mascots and slogans. In collaboration with all sponsors 

who take part in the Marketing Programme, the Tokyo 2020 Organising Committee will work to 

contribute to a brighter tomorrow for both Japan and the world. 

Please click the following link to learn more about the rights granted to the Tokyo 2020 Games' 

Sponsors: https://tokyo2020.org/en/organising-committee/marketing/sponsorship/

About Aggreko Events Services Japan Ltd.: Aggreko is a subsidiary of Aggreko plc, world’s leading 

provider of modular, mobile power and heating and cooling. In Japan, we have provided temporary 

electricity generations and distribution service for global sporting events, and since then we have been 

making efforts to reduce in greenhouse gas emissions and contribute to the sustainable society. Also, 

in 2011, we deployed 200MW temporary power generation capacity in 3 months to cope with serious 

power shortage after the earthquake in east Japan. By present day, we have expanded our business in 

Japan and deployed a cumulative power capacity of 360MW.

* In addition to these 58 Tokyo 2020 domestic partners, the Tokyo 2020 sponsorship programme also 

includes seven Worldwide Olympic Partners – Alibaba, Atos, Bridgestone, Omega, Panasonic,

Procter and Gamble and Toyota – as Tokyo 2020 Paralympic Gold Partners.


