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2021 年 8 月 20 日 

東京都メディアセンター  

 

東京都メディアセンター、東京 2020 パラリンピック開幕に先駆けてオープンへ 

多様性・包摂性に関する体験やコンテンツを重点的に企画・発信 
 
 

東京都メディアセンター（運営：東京都、英語表記：Tokyo Media Center、以下 TMC）は、東京 2020

パラリンピック競技大会の開幕に先駆け、8 月 23 日（月）よりオンラインサービス（オンラインコンシェ

ルジュ、オンラインブリーフィング等）と東京・有楽町の取材拠点「TMC 有楽町」をオープンします。メ

ディアの皆様のご登録・ご利用をお待ちしています。 

 

★オンラインサービス★ 動画配信、メルマガ、コンシェルジュ、画像素材を総合的に（詳細は p.2–4） 

 都知事や有識者が東京にまつわる様々なテーマについて語る「TMC トーク」では、パラリンピックの基

本理念である多様性（ダイバーシティ）、包摂性（インクルージョン）をメインテーマとするオンライン・

トークセッションをほぼ毎日配信します（8 月 23 日～9 月 5 日）。 

 

★TMC 有楽町★ 東京都心の好立地、TMC メディアのための多目的活動拠点（詳細は p.5–7） 

 特に東京 2020 パラリンピック期間中は、以下 3 つの視点からメディアの皆様を支援します。 

① パラリンピック競技を知る・体感する 

競技用具を展示し、一部には直接触れていただけます。競技体験の提供も予定しています。 

② 取材活動に多面的に活用する 

快適な作業環境に加え、撮影・配信・取材スポットとしてもご利用いただけます。 

③ 東京を知る、日本を知る 

日本や東京の伝統や文化の一端に触れていただける展示や解説コーナーを設けています。 

 

TMC は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会を取材・報道する国内外メディアを支援す

るためにホストシティである東京都が提供するサービスです。ご利用には、会員登録が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

▮ メディア登録手続に関すること 

東京都メディアセンター 運営事務局 

Email: inquiry@tokyo.mediacenter.jp 

▮ その他、TMC に関すること 

東京都政策企画局政策調整部政策調整課 

オリンピック・パラリンピック開催都市メディアセンター担当  

Email: tokyo_media_center@section.metro.tokyo.jp  

TMC への登録 

STEP 1 まず、ウェブサイトのサイト利用登録で氏名、メールアドレスを登録してください。 

 URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/?modal=register 

STEP 2 サイト利用登録後、利用許可申請で身分証明書や社員証などを登録してください。 

 利用許可申請はマイページから行えます。 

 URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/login/ 

mailto:inquiry@tokyo.mediacenter.jp
mailto:tokyo_media_center@section.metro.tokyo.jp
https://tokyo.mediacenter.jp/jp/?modal=register
https://tokyo.mediacenter.jp/jp/login/
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■TMC トーク： 多様性と包摂性をテーマに都知事や有識者が語ります 

TMC では、東京 2020 パラリンピック競技大会の期間に合わせ、多様性（ダイバーシティ）、包摂性（イ

ンクルージョン）をメインテーマとするオンライン・トークセッションをほぼ毎日配信します（8 月 23 日

～9 月 5 日、原則日本時間午後 2 時から）。パラリンピックの理念である多様性・包摂性に関して、開催都

市東京における現状と課題、未来への展望を、小池百合子東京都知事のほか、各界の有識者が語ります。 

TMC 登録メディアの皆様は、登壇者に質問を投げかけることができます（テキストメッセージによる）。 

 

◇◇◇ パラリンピック期間中の「TMC トーク」講演者 ◇◇◇ 
（詳細は TMC ウェブサイトに随時掲載します） 

 

 
特別鼎談（8 月 29 日配信） 

「女性のリーダーシップとエンパワーメント～世界 120 位からの挑戦」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多様な分野からのご講演者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小池百合子 

東京都知事 

キャシー松井氏 

MPower Partners 

ゼネラル・パートナー 

 

 

為末大氏 

Deportare Partners 代表 

村上由美子氏 

MPower Partners 

ゼネラル・パートナー 

 

大橋隆哉氏 

東京都立大学 学長 

詳細 

長谷川ミラ氏 

モデル 

★TMC オンラインサービス★ 
 パラリンピック期間の注力ポイント 
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◆◆◆ オリンピック期間中の「TMC トーク」配信実績 ◆◆◆ 

TMC ウェルカム・メッセージ      小池百合子知事 

東京 2020 大会の意義と東京都の取組      小池百合子知事 

「『未来の東京』戦略」と東京ベイ eSG プロジェクト    小池百合子知事 

ゼロエミッション東京：都市の行動こそが重要    小池百合子知事 

Sustainable Transformation in Tokyo      宮坂学副知事 

知られざる東京ダイバーシティ      ロス・ローブリー氏 

グローバルな政治都市－国際問題における都市の影響力とその意思決定の舞台 ケント・カルダー氏 

1964 大会と 2020 大会 

2 度の東京オリンピック・パラリンピックの意義－包摂社会に向けて  ロイ・トミザワ氏 

東京まちづくりの潮流：これまでとこれから     岸井隆幸氏 

日本古来の文化をみなおし、未来を紡ぐ「リシンク」    舘鼻則孝氏 

Old meets New-東京の息吹を芸術文化の伝承に見る    ロバート キャンベル氏 

人類の未来のための研究       北野宏明氏 

チーム日本のリーダー・東京      星野佳路氏 

世界をリードする「国際金融都市・東京」の実現に向けて   中曽宏氏 

オリンピアンが考える東京 2020＆ビヨンド        井本直歩子氏 

 

TMC ウェブサイトに、すべてのコンテンツをアーカイブしています。 

https://tokyo.mediacenter.jp/jp/  

グリズデイル バリージョシュア氏 

アクセシブルジャパン 

ファウンダー 

筧誠一郎氏 

東京都 e スポーツ連合会長 

アブディン モハメド氏 

参天製薬企画本部 CSR 室 

杉山文野氏 

東京レインボープライド 

共同代表理事 

大原美保氏 

土木研究所 水災害・リスクマネジメント 

国際センター 主任研究員 

詳細 

マリ・クリスティーヌ氏 

異文化コミュニケーター 
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■TMC ブリーフィング： 都職員が日々の東京情報をアップデート 

 都職員が、大会や新型コロナウイルス感染症の状況に関する情報

を、８月 24 日（火）～９月５日（日）の毎日午後 0 時 30 分（日

本時間）から生配信でお伝えします。 

配信対象は TMC 登録メディア限定です。また、TMC 登録メデ

ィアの皆様から東京都への質問を常時受け付けています。 

 

 

 

◇◇◇ パラリンピック期間中の「TMC ブリーフィング」配信予定 ◇◇◇ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■資料集： 大会関連、東京関連の写真・動画を無料で提供 

 大会関連（競技以外）、東京の風景、撮影可能スポットの写真や、東京都制作動画などの素材を、無料

で提供しています。随時、アップデートしていきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

詳細 

【大会関連情報】 
 
○ 復興オリンピック・パラリンピック 
○ パラリンピック聖火リレー 
○ パラスポーツの魅力発信 
○ ダイバーシティ・アンド・インクルージョン 
○ 東京都オリンピック・パラリンピック教育 
○ 競技会場等のバリアフリー 
○ 東京 2020 大会の感染症対策 
○ 東京 2020 大会の交通対策と混雑の状況 
○ シティキャストによるトーク 
○ 東京 2020 大会関連カーボンオフセット 
○ 選手村の水素活用 
○ 東京の食材・木材等の魅力発信 
 

【東京都の施策情報】 
 
○ 開催都市東京の文化プログラム 

「Tokyo Tokyo FESTIVAL」 
○ 東京の都市の変遷を発信する 

バーチャル展示コンテンツ 
「Tokyo Time Scape」 

○ 外国企業誘致の取組 ～Invest Tokyo～ 
○ 安全でおいしい東京の水道水 
○ 東京都の防災対策 
○ 道路のバリアフリー化 
○ 東京都のオウンドメディア 

「TOKYO UPDATES」 
 

写真提供：江戸東京たてもの園 
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➀ パラリンピック競技を知る、体感する 

〇 パラリンピック競技に関するパネル展示、用具展示、体験プログラムの提供（2 階ホール） 

 東京都パラリンピック体験プログラム「NO LIMITS CHALLENGE」の取組として、東京 2020 パラリ

ンピックで実施される 22 競技の紹介パネルと、パラリンピックマラソンコースの紹介パネルを展示しま

す。また、競技体験プログラムを企画中です（詳細はウェブ、メルマガでお知らせします）。 

 

NO LIMITS CHALLENGE サイト  https://no-limits.tokyo/nlc/ 

 NO LIMITS CHALLENGE ウェブ版~パラリンピック応援スペシャルブース設置中~ 

 https://no-limits.tokyo/plaza/ 

 

 さらに、ボッチャのボール、車いすバスケットボール用の車いす、ブラインドサッカーのアイシェー

ド、ゴールボールのボールなどパラスポーツ用具を展示します。一部は、体験可能とする予定です。 

  

 ＜２階ホール＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 パラアスリートを描いた等身大漫画パネルの展示（３階） 

東京都のパラスポーツ応援プロジェクト「TEAM BEYOND」で制作したパラスポーツ普及啓発映像

「Be The HERO」と「FIND YOUR HERO」に登場するパラアスリートを、日本を代表する人気漫画家が

描き下ろした迫力ある等身大パネルです。撮影スポットとしてご利用いただけます。 

 

 ＜３階＞   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

 TEAM BEYOND サイト  https://www.para-sports.tokyo/  

「Be The HERO」    https://www.para-sports.tokyo/be_the_hero/  

「FIND YOUR HERO」  https://www.para-sports.tokyo/find_your_hero/  

 

詳細 

★TMC 有楽町（東京・有楽町の取材拠点）★ 
3 つの強化ポイント 

競技紹介パネル ボッチャ 
車いすバスケット

ボール ゴールボール 

https://no-limits.tokyo/nlc/
https://no-limits.tokyo/plaza/
https://www.para-sports.tokyo/
https://www.para-sports.tokyo/be_the_hero/
https://www.para-sports.tokyo/find_your_hero/
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② 取材活動に多面的に活用する 

〇 快適で集中できる作業環境 

TMC 有楽町では、東京都心の有楽町駅から徒歩 1 分と

いう便利な立地に、取材活動の拠点としてご利用いただけ

るワークスペースを提供しています。Wi-Fi 接続、電源、

飲料提供コーナーなどを備え、快適で集中できる環境で

す。随所に大型モニターを配置し、大会競技のテレビ放送

や TMC が発信するオンラインブリーフィングなどを上映

します。隣接するスペースには、休憩等にご利用いただけ

るラウンジを設けています。 

 

〇 撮影・ネット配信に活用できるスポット 

日本の伝統文化や伝統芸能、芸術の一端を展示品や映像とともにご紹介しています。オリンピック期間

中には、国内外のメディアに撮影・ネット配信スポットとして活用いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 ゲストを招いた対談・座談会など、ミニイベントの実施・撮影・配信スペース 

 記事・番組企画の実施・撮影スペースとしてもご使用いただけます。オリンピック期間中には、複数の

ゲストスピーカーを招いた座談会の実施・撮影・配信スペースとして、海外メディアにご利用いただきま

した。ゲストの方の入館手続きについても柔軟に対応しています。現地スタッフにご相談ください。 

 

〇 東京都における多様性・包摂性に関する情報などの収集 

 多様性を認め、誰もが個性や能力を発揮し活躍できる公正な機会が与えられるべきであるというパラリ

ンピックの理念に、東京都は賛同しています。東京都の取組について、資料・パンフレット等の配布、取

材先の紹介などを行います。 

 

 

③  東京を知る、日本を知る 
 

〇 日本の魅力ＰＲブース（3 階） 

日本政府観光局（JNTO）が運営する「JAPAN SHOWCASE」で

は、日本各地の団体が地域の魅力を発信する PR ブースを設置し、

日本各地の観光情報の提供など、日本全国の観光・文化の魅力に

ついて発信しています。 

 

 

詳細 
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〇 日本産酒類 PR ブース（3 階） 

国税庁が運営するブースです。日本産酒類の紹介や、酒類事業

者の取材窓口の案内、日本産酒類に関するメディアキットの配布

などを行っています。 

 

〇 フィジカル・トリートメント（3 階） 

日本や東京の伝統や文化の一端に触れていただける展示や解

説コーナーを設けています。柔道整復師が古来より伝わる伝統医

術でボディケアを提供します。サービス提供は、8 月 24 日（火）

～9 月 5 日（日）の午後 1 時～5 時です。無料です。 

 

〇 メディアキットの配布（２階受付） 

TMC 有楽町に来場された TMC 登録メディアの方には、メディ

アキットをお渡しします。開いたら「空」、包んだら「富士山」へ

とモチーフが変わるデザインの風呂敷、赤・青・黄色いずれかの

手ぬぐい、都指定伝統工芸品の江戸切子をイメージしたデザイン

のステンレス製ボトル（220ml）、そのほか資料等を、「Tokyo 

Tokyo」のロゴ入りトートバッグとともに。「Tokyo Tokyo」は、江

戸から続く伝統と、最先端の文化が共存する、東京の特色を表現

したものです。 

 

 

 

★シティキャスト（東京都・都市ボランティア）がサポートします 

東京都が運営する都市ボランティア「シティキャスト」が、8 月

24 日（火）～9 月 5 日（日）の毎日、午前 10 時 30 分から午後 5

時 30 分まで、TMC 登録メディアの皆様の施設利用や取材活動を

サポートします。シティキャストは、英語を含めて外国語対応が

可能です。お気軽にお声掛けください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳細 



8 

【東京都メディアセンター（Tokyo Media Center、略称 TMC）について】 
 

東京 2020 大会において取材活動を行う国内外メディアを支援するために東京都が提供するオンラインサー

ビス・取材拠点です。大会関連情報のほか、開催都市東京の情報を発信していきます。東京 2020 大会組織委

員会が東京ビッグサイトに設置するメインプレスセンター（Main Press Centre、MPC）や国際放送センター

（International Broadcast Centre、IBC）とは別の取材拠点です。 

 
■TMC オンラインサービス 

TMC ウェブ（https://tokyo.mediacenter.jp/jp/） 

 お知らせ、ホストシティ東京の情報、資料集、大会関連情報リンク集、全国自

治体情報などをまとめて掲載する情報ホームです。 

TMC ニュースレター 

 大会関連、東京都関連、都内の新型コロナ感染症関連の最新情報を朝夕 2 回配

信します。 

TMC オンラインブリーフィング 

 東京都からの情報を毎日動画でお伝えするとともに、会員の皆様からのご質問

に答えます。プログラムの詳細については随時ご案内します。（以下、日時は日本

時間） 

 ◆TMC ブリーフィング： 大会関連、東京都、新型コロナに関連する最新情

報をお伝えします 

  2021 年 7 月 23 日（金）～8 月 8 日（日）の 12:30～13:00（実施済み） 

  2021 年 8 月 24 日（火）～9 月 5 日（日）の 12:30～13:00 

◆TMC トーク： 東京の現状や未来について、都知事や有識者が語ります 

 2021 年 7 月 21 日（水）～8 月 8 日（日）の 14:00～14:40（実施済み） 

 2021 年 8 月 23 日（月）～9 月 5 日（日）の 14:00～14:40 

オンラインコンシェルジュ 

東京都に関連する取材・撮影に関する質問・相談をウェブ上で受け付け、お答

えします。 

 2021 年 7 月 21 日（水）～8 月 8 日（日）の 8:00～22:00（実施済み） 

 2021 年 8 月 23 日（月）～9 月 5 日（日）の 8:00～22:00 

 

■TMC 有楽町（東京・有楽町に設置した取材拠点） 
開館日程 

2021 年 7 月 21 日（水）～8 月 9 日（月）の 8:00～22:00（実施済み） 

2021 年 8 月 23 日（月）～9 月 5 日（日）の 8:00～22:00 

 

アクセス 

東京スポーツスクエア 2 階・3 階（東京都千代田区丸の内 3-8-3） 

JR・東京メトロ有楽町駅から徒歩 1 分 

 

サービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワークスペース、ラウンジ 

約 120 席ご用意し、取材活動のための作業

環境を整えます。また飲料提供コーナーを 

設置し、各種飲み物もご用意いたします。 

インフォメーションデスク 

施設利用に関するお問い合わせに対応しま

す。初回入館時に、メディアキット（東京都

のグッズ等）をお渡しします。 

日本の魅力 PR ブース 

日本政府観光局（JNTO）が様々な地域や 

伝統文化などの魅力を伝えます。 

日本産酒類 PR ブース 

国税庁が日本産酒類を紹介します。 

インターネット接続 

会員向け専用 Wi -Fi をご利用いただけます。 

詳細 

https://tokyo.mediacenter.jp/jp/

