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【アー カイブ動画】２０２０年東京五輪・パラリンピックの招致について 竹田ＪＯＣ会長が会見
※ご使用のブラウ ザや回線など、利用環境により再生できない場合があります 。
※現地の回線等の状況により、配信を一時中断または中止することがあります。

２０２０年東京五輪 ・ パラリンピック の招致
を巡り、 フランス 当局が 日本オリンピック委
員会 （ＪＯＣ）の 竹田恒和 会長（７１）を汚職に
関わった疑いがあるとして訴追に向けた手続
きを始めたことについて、竹田会長は１５日、
東京都 内で記者会見を開いて汚職を否定し

PR
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た。会見は約７分間で、 フランス 当局の調査

家が480万円も高く売れた

中という理由で質問は受け付けなかった。

築25年の家でも4480万円！手数料
定額49.8万円のお得な売却術とは

竹田会長は会見で「支払ったのはコンサルタ
ント料だった」と改めて主張すると、２０１６年の
ＪＯＣの調査チームによる調査結果内容を説

海外勤務特集掲載中！
年収８００万円以上の海外求人多数
海外でキャリアを活かしませんか？

明。贈賄の疑いを否定すると、「 フランス 当局
会見する日本オリンピック委員会の竹田恒和会長＝
２０１９年１月１５日午前１１時、東京都渋谷区、嶋田達

の捜査に協力することで、潔白を証明したい」
と締めくくった。

也撮影

将来の選択にまつわるエピソードが満載
世界的なトップシェア企業をご紹介

フランス 当局によると、竹田会長は 五輪招
致 が決まる前後に、１８０万ユーロ（約２億３千

オーデマ ピゲが紡ぐ時計作りの正統
技術の継承を可能にしたその秘密とは？

万円）の贈賄に関わった疑いがあるという。竹
田会長は、仏当局が予審の手続きに入った昨

１５００点を超える応募から受賞作発表

年１２月に フランス で聴取に応じた。

東京の魅力を発信する写真コンテスト

仏検察は竹田会長が理事長だった招致委が
１３年７月と１０月、 シンガポール のコンサル
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なるほど！知って得するお正月。
学んで覚えてお正月を楽しもう！

タント会社「ブラック・タイディングズ」に計約２

映画『マスカレード・ホテル』公開記念

億３千万円を支払ったことを１５年末に把握。

東野圭吾×木村拓哉スペシャル対談

一部が 資金洗浄 などに使われた可能性があ
るとして１６年に捜査を始めた。竹田会長は会

https://www.asahi.com/articles/ASM1H3JF7M1HUEHF003.html

ＰＵＦＦＹ・大貫亜美が大韓航空常務と
「世界へ羽ばたくために」対談を実施
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見で「招致委はブラック・タイディングズ社とのコンサルタント契約に基づいた正当な対価だ」と述

築25年の家でも4480万円！

べ、贈賄を否定した。

お得に売却する方法を教えます！

ＪＯＣは１６年９月、調査チームが日本の法律や仏刑法、 国際オリンピック委員会 の倫理規定
に違反しないと結論づけている。
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性犯罪の被害者、裁判参加に高まり 「知りたい」思いは

２０２０年東京五輪・パラリ…

最愛の夫の命を奪った女 人を憎むことを覚えて苦しい
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五輪や万博、盛り上がるフリ 内田樹「共感が暴走」危惧
木村沙織、黒後愛ら輩出 バレー下北沢成徳の常勝の秘密
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あの日、閖上で起きたこと 消防の悲劇語
る出張所解体へ
元日本代表の巻誠一郎が引退 Ｗ杯ドイ
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