
海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2016 3 英のみ 東京都の都市外交
東京都の都市外交政策の概要についてコン
パクトにまとめたもの。

政策企画局外務部 ¥0
観音開き４つ折リーフレッ
ト（Ａ３よりやや大きい）

政策企画局外務部
管理課事務担当
内線21-420（又は外
線03-5388-2222）

2016 3 英のみ
Tokyo　City　Profile
and　Government
（都政概要）

東京都全体の組織・歴史・概況等をまとめた
冊子で２年に１回作成。

政策企画局外務部 ¥0
Ａ４カラー５３ページ

政策企画局外務部
管理課海外情報担
当　内線21-414（又
は外線03-5388-
2223）

2018 7 英のみ
Tokyo　City　Profile
and　Government
（都政概要）

東京都全体の組織・歴史・概況等をまとめた
冊子で２年に１回作成。

政策企画局外務部 ¥0 Ａ４カラー５３ページ

政策企画局外務部
管理課海外情報担
当　内線21-414（又
は外線03-5388-
2223）

2017 1 18 英のみ
Tokyo
Winter/Spring2017

都政や東京の魅力を紹介する読み物タイプ
のＰＲ冊子

（配布先）
各国駐日大使館・領事館、
海外メディア、国際イベン
ト、都内ホテル、空港ラウン
ジ（ANA、JAL国際線等）
（掲載先）
・東京都英語HP
・Tokyo talkサイト

¥0 A4版、36ページ
政策企画局政策調
整部政策調整課
(21-339)

2017 8 英のみ
Tokyo
Autumn/Winter2017

都政や東京の魅力を紹介する読み物タイプ
のＰＲ冊子

（配布先）
各国駐日大使館・領事館、
海外メディア、国際イベン
ト、都内ホテル、空港ラウン
ジ（ANA、JAL国際線等）
（掲載先）
・東京都英語HP
・Tokyo talkサイト

¥0 A4版、36ページ
政策企画局政策調
整部政策調整課
(21-339)

2018 3 英のみ
Tokyo
Spring/Summer2018

都政や東京の魅力を紹介する読み物タイプ
のＰＲ冊子

（配布先）
各国駐日大使館・領事館、
海外メディア、国際イベン
ト、都内ホテル、空港ラウン
ジ（ANA、JAL国際線等）
（掲載先）
・東京都英語HP
・Tokyo talkサイト

¥0 A4版、36ページ
政策企画局政策調
整部政策調整課
(21-339)
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2018 9 英のみ
Tokyo
Autumn/Winter2018

都政や東京の魅力を紹介する読み物タイプ
のＰＲ冊子

（配布先）
各国駐日大使館・領事館、
海外メディア、国際イベン
ト、都内ホテル、空港ラウン
ジ（ANA、JAL国際線等）
（掲載先）
・東京都英語HP
・Tokyo talkサイト

¥0 A4版、36ページ
政策企画局政策調
整部政策調整課
(21-339)

2019 3 英のみ
Tokyo
Spring/Summer2019

都政や東京の魅力を紹介する読み物タイプ
のＰＲ冊子

（配布先）
各国駐日大使館・領事館、
海外メディア、国際イベン
ト、都内ホテル、空港ラウン
ジ（ANA、JAL国際線等）
（掲載先）
・東京都英語HP
・Tokyo talkサイト

¥0 A4版、36ページ
政策企画局政策調
整部政策調整課
(21-339)

2017 6 英のみ

New Tokyo.
New Tomorrow.
The Actionn plan for
2020【Simplified
Version】

平成28年12月に策定した、「都民ファースト
でつくる『新しい東京』～2020年に向けた実
行プラン～」をより身近に感じてもらえるよ
う、内容をわかりやすく紹介したポケット版
（英語）を作成

http://www.seisakukikak
u.metro.tokyo.jp/actionpl
an_for_2020/index.html

¥0 英語版冊子本体：B6サイ
ズ、54ページ

政策企画局計画部
計画課
21-169

2019 3 日・英
春の全国交通安全運
動の推進要領

春の交通安全運動の運動の基本・重点を紹
介し、日本の交通ルール・マナーを説明する
リーフレットを作成。

警察署、自治体等関係
機関への配布

¥0 A4判　両面
都民安全推進本部
総合推進部交通安
全課（内線21-796）

2019 3 日・英

自転車安全利用啓発
用リーフレット
Ride your bicycle
safety

日本での自転車等の交通ルール（左側通
行・夜間の無灯火禁止等）を解説したもの

・区市町村
・警察署
・都内日本語学校

¥0 A4判カラー両面刷
都民安全推進本部
総合推進部交通安
全課（内線21-785）

2018 4 1 日・英・他 中国語
TOKYO LEADIND THE
WORLD IN BUSINESS

知事からのメッセージ、東京の強み、アジア
ヘッドクォーター特区及び東京圏国家戦略
特区の事業概要、特区進出の主なメリット、
特区エリアの魅力的な産業と進出企業、東
京の魅力等について紹介

セミナーや面談等の際
に外国企業や大使館関
係者等に配布、特区ウェ
ブサイトに掲載

¥0
20ページ

戦略政策情報推進
本部 戦略事業部
特区・戦略事業推進
課（外国企業誘致推
進担当）
22－212
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2018 4 1 日・英・他 中国語
TOKYO LEADIND THE
WORLD IN BUSINESS

東京の都市力、アジアヘッドクォーター特区
及び国家戦略特区の事業概要、東京進出
の主なメリット、特区エリアの魅力的な産業
等について紹介

セミナーや面談等の際
に外国企業や大使館関
係者等に配布、特区ウェ
ブサイトに掲載

¥0
20ページ

戦略政策情報推進
本部 戦略事業部
特区・戦略事業推進
課（外国企業誘致推
進担当）
22－212

日・英

東京開業ワンストップセ
ンター
東京での開業手続きをま
とめてスピーディーに

東京開業ワンストップセンターのサービスや
利用者の声等を紹介

利用者や相談体験会・
セミナー参加者に配布
（日本企業、外国企業、
日本人・外国人起業家）

¥0 Ａ３二つ折り

戦略政策情報推進
本部 戦略事業部
特区・戦略事業推進
課（外国企業誘致推
進担当）
22－212

日・英

BUSINESS
DEVELOPMENT
CENTER TOKYO
ビジネスコンシェルジュ東
京

ビジネスコンシェルジュ東京のサービスや支
援事例等を紹介

利用者やセミナー参加
者に配布（外国企業、外
国人起業家、商工会議
所等）

¥0
Ａ３二つ折り

戦略政策情報推進
本部 戦略事業部
特区・戦略事業推進
課（外国企業誘致推
進担当）
22－212

2018 6 日・英

UNIVERSITY GUIDE
BOOK2019
GRADUATE SCHOOL
INFORMATION 2019

本学の特色や教育内容、魅力等を外国人
学生へ効果的に発信する。

各キャンパス ¥0 68ページ

首都大学東京管理
部企画広報課広報
係
042-677-1806

2018 3 日・英・他

日・英・韓・インドネ
シア・ベトナム・タイ・
簡体字（中国）・繁体
字（台湾・香港）

海外広報用（多言語）
リーフレット

本学の概要および留学生支援制度を簡潔
にまとめている。

各種海外プロモーション
および海外からの訪問
者に配布。

¥0 A4両面印刷

首都大学東京管理
部国際課留学生交
流係
042-677-2030

2017 5 日・英

首都大学東京　総合研究推
進機構
Tokyo Metropolitan
University Organization for
Research Promotion

企業や一般のユーザーに総合研究推進機
構、URA室の組織、活動を紹介

国内外の企業・研究者 ¥0
冊子：日本語版、英語版と
もにA3見開き

首都大学東京管理
部
研究推進課
042-677-2728

2018 7 日・英
首都大学東京 研究センター
パンフレット
Research Center Brochure

一般のユーザーにも分かりやすく各研究セ
ンターの研究活動情報を紹介。

国内外の企業・研究者
各イベント時の配布 ¥0

冊子：日本語版、英語版とも
にA3見開き

首都大学東京管理
部
研究推進課
042-677-2728
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2014 7 英のみ
学校案内
COLLEGE Ｇｕｉｄｅ

東京都立産業技術高等専門学校の教育組
織や取組、また各コースについて写真と文
章で紹介
また、高専という特色ある教育の魅力につ
いても紹介

海外からの視察及び学
生の国際交流のための
海外調査等の際に配布
する

¥0 冊子：A4　24ページ

東京都立産業技術
高等専門学校管理
部高専品川キャン
パス管理課企画調
査係
03-3471-6331

2018 2 日・英 AIIT PBL Method
本学のPBL型教員における方法論について
の紹介。

海外からの視察及び海
外の教育機関等への訪
問時に配布する。

¥0 冊子：A4 54ページ

産業技術大学院大
学管理部管理課国
際・企画係
03-3472-7840

2018 3 日・英・他 中・韓
東京都防災ガイドブッ
ク

日本語版、英語版、音声ガイド版（日本語の
み）、中国語版及び韓国語版を作成し、災害
への備え、都の防災対策、防災関連知識等
を紹介。

都民情報ルーム
東京都防災ＨＰ（電子書
籍は中・韓を除く）

¥0

冊子：Ａ４判６３ページ（日
本語）
冊子：Ａ４判６３ページ（英
語）
冊子：Ａ４判６３ページ（音
声）
冊子：Ａ４判６３ページ（中
国語簡・繁）
冊子：Ａ４判６３ページ（韓
国語）

総務局総合防災部
防災管理課防災普
及担当（03-5388-
2453)

2015 9 日・英 東京防災

東京の地域特性や都市構造、都民のライフ
スタイルなどを考慮し、災害に対する事前の
備えや発災時の対処法など、今すぐ活用で
き、いざというときにも役立つ情報を分かり
やすくまとめた完全東京仕様の防災ブック。

日本語：都内各家庭に１
冊無料配布。１冊140円
で販売も行っている。
英語：東京都国際交流
委員会及び各国際交流
協会で無料配布

¥140
冊子：Ｂ６判340ページ（日
本語）
冊子：Ａ４判340ページ（英
語）

総務局総合防災部
防災管理課防災普
及担当（03-5388-
2453)

2017 3 他のみ 中(簡・繁)・韓 東京防災

東京の地域特性や都市構造、都民のライフ
スタイルなどを考慮し、災害に対する事前の
備えや発災時の対処法など、今すぐ活用で
き、いざというときにも役立つ情報を分かり
やすくまとめた完全東京仕様の防災ブック。

中国語、韓国語：東京都
国際交流委員会及び各
国際交流協会で無料配
布

¥0 冊子：Ｂ６判340ページ（中
韓）

総務局総合防災部
防災管理課防災普
及担当（03-5388-
2453)
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2018 3 日・英・他 中・韓
防災ポケットガイド～
首都直下地震への備
え～

耐水性がありコンパクトなサイズで、首都直
下地震等への事前の備えや発災時の行動
についてまとめたリーフレット・

東京都防災ＨＰ（ＰＤＦ
版） ¥0 A5変型判16ページ

総務局総合防災部
防災管理課防災普
及担当（03-5388-
2453)

2016 8 日・英
日常備蓄を進めましょ
う

家庭における備蓄の重要性や、都が提案す
る「日常備蓄」の考え方、備蓄品目例につい
て簡潔にまとめたリーフレット

第一本庁舎案内コー
ナー
都民情報ルーム
都庁展望室
各区市町村窓口
東京都防災ＨＰ（ＰＤＦ
版）

¥0 Ａ５判二つ折り

総務局総合防災部
防災管理課防災普
及担当（03-5388-
2453)

2019 3 日・英

東京都統計年鑑（平成
29年）
TOKYO STATISTICAL
YEARBOOK

原則として平成29年の統計を収録し、他の
年のものは比較対照のため掲載

都民情報ルーム
¥2,180

・冊子内に日・英両方の表
記
・冊子本体：Ａ４版約400
ページ
有償頒布は75冊

都民情報ルーム
03-5388-2276

2012 7 日・英・他
英語、韓国語、中
国語（繁体、簡体）

都庁見学のご案内
Tokyo Metropolitan
Government Visitor's
Guide

都庁舎の立体図面により、展望室の場所や
「都庁見学」のルート、庁舎の全体像を紹介
する。

第一本庁舎1階等 ¥0 Ａ４カラー、３つ折り
財務局建築保全部
庁舎管理課(内線
27-721)

2018 9 日・英・他
中国語、ハングル
語

ガイドブック都税

Guide to Metropolitan
Taxes

東京に暮らす外国人のために税金の概略
について都税を中心に解説（毎年発行）

都民情報ルーム、都税
事務所等
http://www.tax.metro.to
kyo.jp/book/guidebookg
aigo/index.html

¥0
A4版
日本語版96ページ
英・中・韓：96ページ

主税局総務部総務
課相談広報班
内線　28-138
外線　03-5388-
2924

2014 12 日・英・他
中国語、ハングル
語

宿泊税のごあんない

Information on
Accommodation Tax

宿泊税の制度の説明

都民情報ルーム、都税
事務所、宿泊施設、観光
案内書等
http://www.tax.metro.to
kyo.jp/kazei/pdf/accom
modationtax_leaflet.pdf

¥0 A4版三つ折り

主税局課税部課税
指導課個人事業税
班
内線　28-231
外線　03-5388-
2956
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2018 6 15 日・英・他

中国語、韓国語、
英語、ベトナム
語、タイ語、ネ
パール語、インド
ネシア語

「日本留学生活の予備
知識」
「WHAT YOU NEED
TO KNOW ABOUT
STUDYING IN
JAPAN」

日本の留学制度、入国管理関係手続き、日
本の生活習慣・文化、禁止事項等を紹介す
るマニュアル（冊子）

１ 中国語、韓国語版
　 中国、台湾の日本語
科を設置している教育機
関や留学フェアの来場
者
２ 英語・ベトナム語版
 　在外公館（一部を除
く）。
３ 中国語、韓国語、英
語、ベトナム語、タイ語、
ネパール語版、インドネ
シア語
http://www.tsk.or.jp

¥0 Ａ４冊子：１５ページ

生活文化局私学部
私学行政課専修各
種学校担当
03-5388-3192

日・英・他
英語・中国語
（簡）・韓国語

外国人相談
Foreign Residents'
Advisory Center

外国人相談の利用案内。相談曜日・時間、
電話番号等紹介。

都・区市町村・国関係窓
口、在京大使館、日本語
学校等で配布。
東京都HP

¥0 A4両面刷3つ折り
生活文化局広報広
聴部都民の声課
２９－３４１

2017 5 23 日・英・他
日本語版、英語
版、中国語版、韓
国語版

「Life in Tokyo：Your
Guide」

最低限知っておかなくてはならない文化・慣
習・ルールに加えて、外国人に対するビジネ
ス支援情報や、外国人世帯に対する医療・
防災・教育・労働等の支援メニューを掲載
し、世帯をトータルにサポートできる内容

ビジネスコンシェルジュ
等都の関係施設に都が
印刷した冊子を提供。そ
の他、区市町村にも提
供する。

¥0

東京都生活文化局
都民生活部地域活
動推進課　国際交
流担当
29-554

2010 3 16 日・英・他
①中国語、韓国・
朝鮮語、英語

外国人向けハンドマ
ニュアル（ヘルプカー
ド）①

災害・急病・怪我など緊急時の対応を記載
し、外国人の安全を確保

区市町村窓口・日本語
学校・外国人支援団体・
在京大使館等

¥0 16折りして定期券サイズ

東京都生活文化局
都民生活部地域活
動推進課　国際交
流担当
29-554

2016 7 30 日・他

②タガログ語とベ
トナム語
③ネパール語とタ
イ語
④ミャンマー語と
フランス語
⑤スペイン語とポ
ルトガル語

外国人向けハンドマ
ニュアル（ヘルプカー
ド）②

災害・急病・怪我など緊急時の対応を記載
し、外国人の安全を確保

区市町村窓口・日本語
学校・外国人支援団体・
在京大使館等

¥0 16折りして定期券サイズ

東京都生活文化局
都民生活部地域活
動推進課　国際交
流担当
29-554
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2017 2 28 英のみ
多文化共生推進指針
（英語版）

外国人の方も住みやすく、活躍できるまちづ
くりを進めるために、多様性を都市づくりに
活かし、すべての都民が東京の発展に向け
て参加・活躍でき、安心して暮らせる社会の
実現の基礎となる考え方として、東京都多
文化共生推進指針を策定

区市町村、外国人支援
団体、在京大使館等 ¥0 A4冊子：64ページ

東京都生活文化局
都民生活部地域活
動推進課　国際交
流担当
29-553

2015 3 31 日・英
東京文化ビジョン
TOKYO VISION FOR
ARTS AND CULTURE

東京文化ビジョンを日本語と英語で発行。美
術・文化関係機関や、プレス、在京大使館等
に向け情報発信する。

日本語：生活文化局
HP、都民情報ルーム
在京大使館等へ直接送
付

¥1,080 日本語冊子：84ページ

生活文化局文化振
興部企画調整課
S0000572@section.
metro.tokyo.jp
03-5388-3151

2015 3 31 日・英
東京文化ビジョン（概
要版）

東京文化ビジョンを日本語と英語で発行。美
術・文化関係機関や、プレス、在京大使館等
に向け情報発信する。

日本語：生活文化局
HP、都民情報ルーム
英語：生活文化局HP
在京大使館等へ直接送
付

¥570
日本語冊子（概要版）：36
ページ
英語：52ページ（販売はし
ていない）

生活文化局文化振
興部企画調整課
S0000572@section.
metro.tokyo.jp
03-5388-3151

2016 8 日・英 日／一部英語

「TURNフェスドキュメン
トブック2015」
TURN FESTIVAL
Document Book 2015

平成28年8月発行。
平成28年（2016年）3月に東京都美術館で開
催された「TURNフェス」でのエキシビジョン
の様子やカンファレンスの記録をつづった一
冊。

郵送等で配布 ¥0
横25.7cm×縦18.1cm
カラー120P

生活文化局文化振
興部企画調整課
S0000572@section.
metro.tokyo.jp
03-5320-7736

2017 3 日・英
日・英（バイリンガ
ル仕様）

「TURN NOTE～
『TURN』を考えた時の
言葉2016～」
「TURN NOTE Words
on TURN 2016」

平成29年3月発行。
平成28年度におけるTURN事業の取り組み
の中で、監修者や交流先施設の職員、アー
ティストなどプロジェクトメンバーが感じ、発し
てきた言葉の記録集。

郵送等で配布 ¥0 A5版
単色122P(日英61Pずつ）

生活文化局文化振
興部企画調整課
S0000572@section.
metro.tokyo.jp
03-5320-7736

2018 3 日・英
日・英（バイリンガ
ル仕様）

「TURN NOTE～
『TURN』を考えた時の
言葉2017～」
「TURN NOTE Words
on TURN 2017」

平成30年3月発行。平成29年度における
TURN事業の取り組みの中で、監修者や交
流施設の職員、アーティストなど事業関係者
が感じ、発してきた言葉の記録集。

郵送等で配布 ¥0 A5版
単色120P(日英60Pずつ）

生活文化局文化振
興部企画調整課
S0000572@section.
metro.tokyo.jp
03-5320-7736
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2019 2 日・英
日・英（バイリンガ
ル仕様）

「TURN NOTE TURNと
つながったときの言葉
2018」
「TURN NOTE Words
with TURN 2018」

平成30年度2月発行。平成30年度における
TURN事業の取り組みの中で、監修者や交
流施設の職員、アーティストなど事業関係者
が感じ、発してきた言葉の記録集。

郵送等で配布 ¥0 A5版
単色124P(日英62Pずつ）

生活文化局文化振
興部企画調整課
S0000572@section.
metro.tokyo.jp
03-5320-7736

2017 3 日・他
日／一部ポルトガ
ル語

「TURN in BRAZIL2016
ドキュメントブック～日
比野克彦とブラジルで
TURNした39日間～」

平成29年3月発行。
平成28年6月から9月にかけて実施した
TURN in BRAZILの活動報告。
サンパウロ市にある４施設×日本人アー
ティスト4名との交流や作品作成の過程、リ
オ市での展示やカンファレンスの様子をつ
づった一冊。

郵送等で配布 ¥0 縦横19cm正方形
カラー191P

生活文化局文化振
興部企画調整課
S0000572@section.
metro.tokyo.jp
03-5320-7736

2018 3 日・他
日／一部ポルトガ
ル語

「TURN in BIENALSUR
DOCUMENT BOOK
2017」

平成30年3月発行。
平成29年7月から10月にかけて実施した
TURN in BIENALSURの活動報告。
ブエノスアイレスやリマの施設、学校、団体
との交流や作品作成の過程、交流から生ま
れた言葉等をつづった一冊。

郵送等で配布 ¥0
縦24cm横18.2cm
カラー87P

生活文化局文化振
興部企画調整課
S0000572@section.
metro.tokyo.jp
03-5320-7736

2018 5 日・英
日・英（バイリンガ
ル仕様）

TURN2018リーフレット
TURN 2018 Leaflet

TURN事業の概要について、平成30年度の
計画も踏まえて周知するリーフレット

TURNイベント時に配
布、郵送等 ¥0

縦30.5cm横21.7cm
差し込み表紙

生活文化局文化振
興部企画調整課
S0000572@section.
metro.tokyo.jp
03-5320-7736

2019 1 日・英
日・英（バイリンガ
ル仕様）

オペラ夏の祭典2019-
20 Japan⇔Tokyo⇔
Worldリーフレット
Summer Festival
Opera 2019-20 Japan
↔Tokyo↔World Leaflet

オペラ夏の祭典事業の概要や公演情報、出
演者プロフィール等を紹介するリーフレット

郵送等で配布 ¥0 A4版
表紙カラー25P

生活文化局文化振
興部企画調整課
S0000572@section.
metro.tokyo.jp
03-5320-7736
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2017 12 日・英 2018 season program
東京都交響楽団のコンサート情報、組織概
要、活動概要等

定期公演等で、お客様
に配布。 ¥0 A5変形判、4色　80ページ

都響ガイド
0570-056-057

2018 3 日・英・他
中（簡）・中（繁）・
ハングル

Tokyo to Go
（東京都歴史文化財団
外国語人向け施設紹
介冊子）

東京都歴史文化財団事務局が管理運営す
る施設等の概要

東京都歴史文化財団関
連施設、都内主要ホテ
ル等宿泊施設、観光案
内所、都庁（観光情報セ
ンター）、空港　他

¥0
全言語共通：A4版二つ折
り中綴じ　４色　52ページ
無料配布

東京都歴史文化財
団事務局総務課企
画広報係
03-5610-3503

2017 日・英

Art News Tokyo
アート・ニュース・トー
キョー（東京都歴史文
化財団イベント広報
誌）

東京都歴史文化財団事務局の事業および
財団が管理運営する施設等の事業を紹介

東京都歴史文化財団関
連施設、都内主要ホテ
ル等宿泊施設、観光案
内所、都庁（観光情報セ
ンター）、空港　他

¥0
日英併記：A５版　４色　44
ページ　無料配布
年４回発行

東京都歴史文化財
団事務局総務課企
画広報係
03-5610-3503

日・英

東京都歴史文化財団
事業のご案内
TOKYO
METROPOLITAN
FOUNDATION FOR
HISTORY AND
CULURTRE

東京都歴史文化財団事務局の事業および
財団が管理運営する施設等の概要等を紹
介

¥0 日英併記：A4版　4色　28
ページ

東京都歴史文化財
団事務局総務課企
画広報係
03-5610-3503

2018 3 日・英
東京都庭園美術館　ご
案内

主に来館した外国人の方に、美術館施設全
体のご案内と開館時間、休館日、ウェブのＵ
ＲＬなどの基本情報を掲載

東京都庭園美術館券売
所・東京都庭園美術館
受付付近

¥0 Ａ４両面刷４つ折り
東京都庭園美術館
広報担当
03-3443-0201

2018 5 日・英
東京都庭園美術館
展覧会カレンダー・庭
園のご案内

主に来館した外国人の方に、展覧会を中心
とした年間スケジュールの告知。裏面には
各庭園と日本庭園内の茶室のご案内を掲
載

東京都庭園美術館券売
所・東京都庭園美術館
受付付近

¥0 Ａ４変形両面４つ折り
東京都庭園美術館
広報担当
03-3443-0201
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2014 11 21 日・英

旧朝香宮邸のアール・
デコ　※東京都庭園美
術館発行
Art Deco in the
Former Prince Asaka
Residence

文化財にも指定されている旧朝香宮邸意匠
の特徴や各部屋の概要をテキストと写真で
コンパクトに解説したもの

東京都庭園美術館
ミュージアムショップ及び
ウェブでの販売

¥1,000 Ａ５版冊子　６４ページ　４
色　￥1,000（税別）

東京都庭園美術館
広報担当
03-3443-0201

2014 9 日・英
東京都庭園美術館
施設概要改訂版

東京都庭園美術館の本館、新館、各庭園、
飲食施設、ショップの写真、朝香宮邸と美術
館の沿革、平面図及び面積、機械や空調等
の設備等を包括的に掲載。国内外の視察者
やプレス等に配布

東京都庭園美術館事務
室 ¥0

Ａ４　２４ページ　４色　非
売品

東京都庭園美術館
広報担当
03-3443-0201

2015 11 18 日・英

重要文化財　旧朝香
宮邸
Former Residence of
Prince Asaka

重要文化財となった旧朝香宮邸の歴史、主
な部屋の見所などをコンパクトに解説

東京都庭園美術館券売
所・東京都庭園美術館
受付付近

¥0 B5変形　観音開き
東京都庭園美術館
広報担当
03-3443-0201

2017 6 日・英・他
中（簡・繁）・韓・
独・仏・西

江戸東京博物館の施
設案内リーフレット
EDO TOKYO MUSEUM

来館者への施設案内

江戸東京博物館内、近
隣施設、都内の観光案
内所（東京都観光情報
センター、浅草文化観光
センター、墨田区観光協
会等）

¥0
いずれも縦210mm×横10
㎝（蛇腹折り仕上がり寸
法)2015年３月のリニュー
アルの情報を反映

江戸東京博物館広
報担当　03-3626-
9974

2010 日・英・他 中・韓・仏
みてみよう江戸東京博
物館

来館者への常設展示室案内
江戸東京博物館ミュージ
アムショップ（販売）

日本語版 206円　　　　　　　　中国語・韓国語・フランス語 411円　　　 Ｂ５縦判 ６２ページ
江戸東京博物館広
報担当　03-3626-
9974

2016 日・英
江戸東京博物館　江
戸東京たてもの園　20
年のあゆみ

江戸東京博物館の20年の活動報告
江戸東京博物館関係者
への配布 ¥0 Ａ4版冊子

江戸東京博物館広
報担当　03-3626-
9974

2016 日・英 江戸東京博物館要覧 江戸東京博物館の紹介
江戸東京博物館施設概
要 ¥0 Ａ4版冊子

江戸東京博物館広
報担当　03-3626-
9974
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2017 日・英
江戸東京博物館
ニュース

江戸東京博物館の展覧会や所蔵資料など
の紹介

江戸東京博物館内、財
団の他施設、近隣施設 ¥0

Ａ４縦判 ９～１２ページ
英語版　Ａ３縦判両面

江戸東京博物館広
報担当　03-3626-
9974

2016 10 28 日・英・他
韓国語・中（簡）・
中（繁）

江戸東京たてもの園施
設概要紹介
EDO-TOKYO Open air
Architectural Museum

江戸東京たてもの園の施設概要案内を、来
園者等に対して配布説明

江戸東京たてもの園 ¥0 冊子２３ページ、無料配布
江戸東京たてもの
園
042-388-3300

日・英・他 韓国語・中（簡）
江戸東京たてもの園案
内

都内観光案内所・空港
へ配布 ¥0 A4両面

江戸東京たてもの
園
042-388-3300

英・他
韓国語・中（簡）・
中（繁）

江戸東京たてもの園催
事案内

江戸東京たてもの園で実施するイベントの
スケジュール案内

江戸東京たてもの園 ¥0 A4
江戸東京たてもの
園
042-388-3300

英のみ

江戸東京たてもの園解
説シート
Museum Exhibit
Explanation Sheet

江戸東京たてもの園で公開している復元建
造物の解説

江戸東京たてもの園 ¥0 A4両面
江戸東京たてもの
園
042-388-3300

日・英
東京都写真美術館概
要

国内外の美術館関係者へ当館の基本要旨
を伝えるための小冊子。

東京都写真美術館図書
室閲覧、職員による手渡
し

¥0
B5変形、カラー、全28
ページ

東京都写真美術館
03-3280-0099

日・英
東京都写真美術館フ
ロアマップ

美術館内のフロアを紹介するマップ。
東京都写真美術館図書
室閲覧、職員による手渡
し

¥0
B5変形、カラー、日英併
記

東京都写真美術館
03-3280-0099

日・英
東京都写真美術館図
書室利用案内

図書室の利用案内。国内外の研究者や一
般利用者への情報を提供する。

東京都写真美術館図書
室で配架 ¥0

B5変形、カラー、日英併
記

東京都写真美術館
03-3280-0099
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2016 4 日・英

地域連携事業「あ・ら・
かるちゃー文化施設連
絡協議会」さんぽ地図
※東京都写真美術館

渋谷・恵比寿・原宿周辺の文化施設の地域
連携団体が共同制作した文化施設を紹介
するエリアマップ。

加盟施設(23施設)での
配架、都内観光所 ¥0

B4変形、カラー、日英別
刷り

東京都写真美術館
03-3280-0099

日・英
東京都写真美術館
駅直結ルートマップ

恵比寿駅東口からの直結型美術館の地の
利を活かし、天候に左右されない屋内ルート
と車椅子やベビーカー連れの方に向けたエ
レベータールートを推奨したルートマップ。

館内配架台および、受
付での配布 ¥0 B5変形　表1色裏3色

東京都写真美術館
03-3280-0099

2010 3 日・英

東京都現代美術館美
術館概要紹介（共催
者、スポンサー向け）
MUSEUM OF
CONTEMPORARY
ART TOKYO

美術館基本方針や活動領域を紹介するほ
か過去の活動例や施設を図版入りで紹介す
る。

面会時に手渡しまたは
郵送 ¥0 中綴じ冊子

東京都現代美術館・
リニューアル準備室
03-5633-5860(代
表）

2019 3 日・英

東京都現代美術館美
術館概要紹介（共催
者、スポンサー向け）
MUSEUM OF
CONTEMPORARY
ART TOKYO

美術館基本方針や活動領域を紹介するほ
か過去の活動例や施設を図版入りで紹介す
る。

面会時に手渡しまたは
郵送 ¥0 中綴じ冊子

東京都現代美術館・
リニューアル準備室
03-5633-5860(代
表）

2019 3 日・英
東京都現代美術館 展
覧会カレンダー

展覧会情報等 東京都現代美術館内等 ¥0
東京都現代美術館・
リニューアル準備室
03-5633-5860(代
表）

2019 3 日・英・他
中（簡）・中（繁）、
ハングル

東京都現代美術館 概
要

館概要

全国美術館、博物館等
主な図書館、文化施設
等
都内観光案内所　等

¥0
東京都現代美術館・
リニューアル準備室
03-5633-5860(代
表）
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2019 3 日・英
東京都現代美術館 フ
ロアマップ

館内のフロア情報 東京都現代美術館内等 ¥0
東京都現代美術館・
リニューアル準備室
03-5633-5860(代
表）

2017 10 日・英
事業チラシ（MOTサテ
ライト）

事業情報等

全国美術館、博物館等
主な図書館、文化施設
等
都内観光案内所　等

¥0
東京都現代美術館・
リニューアル準備室
03-5633-5860(代
表）

2018 10 日・英
事業チラシ（MOTサテ
ライト）

事業情報等

全国美術館、博物館等
主な図書館、文化施設
等
都内観光案内所　等

¥0
東京都現代美術館・
リニューアル準備室
03-5633-5860(代
表）

2019 3 日・英
東京都現代美術館図
書室利用案内

図書室の利用案内。国内外の研究者や一
般利用者への情報を提供する。

東京都現代美術館図書
室で配架 ¥0

東京都現代美術館・
リニューアル準備室
03-5633-5860(代
表）

2018 3 31 日・英・他
中（簡）・中（繁）、
ハングル

東京都美術館 ガイド
リーフレット

館の概要、展覧会情報、フロアガイドなど

全国美術館、博物館等
主な図書館、文化施設
等
都内観光案内所　等

¥0 18×14.7ｃｍ
東京都美術館広報
担当　03-3821-
3728

2018 3 日・英
東京文化会館主催公
演年間スケジュール

東京文化会館主催公演の年間スケジュー
ル。(日英併記)

東京文化会館、観光案
内所(都庁本部、京成上
野支所、羽田空港支
所）、上野周辺各施設他

¥0
4つ折りのA5版リーフレッ
ト

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-1598

2017 日・英
東京文化会館 Music
Program TOKYO
各公演 チラシ

「Music ProgramTOKYO」に関連する公演チ
ラシ。(曲目、出演者等を日英併記)

東京文化会館、都内文
化施設、コンサートでの
配布他

¥0 A4版チラシ

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-1598

2017 日・英
東京文化会館
東京音楽コンクール
各チラシ

「東京音楽コンクール」に関連するチラシ。
（日英併記）

東京文化会館、都内文
化施設、コンサートでの
配布他

¥0 A4版チラシ

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-1598
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2018 3 日・英 東京文化会館
東京文化会館の施設概要を記した冊子。
（日英併記）

東京文化会館紹介・館
内等で配布 ¥0 三つ折りリーフレット

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-1598

2018 3 日・英
図解・東京文化会館施
設概要紹介パンフレッ
ト

東京文化会館の施設及び概要紹介（主に子
ども向け）。（日英併記）

東京文化会館紹介・館
内等で配布（主に子ども
向け）

¥0 二つ折り

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-1598

2018 3 日・英
東京文化会館アニュア
ルレポート

東京文化会館の2017年度主催事業を紹
介。Webにもアップ。（日英併記）

関係者等に配布 ¥0 冊子

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-1598

2013 3 31 日・英

東京芸術劇場施設パ
ンフレット
TOKYO
METROPOLITAN
THEATRE

施設紹介 東京芸術劇場館内 ¥0 18Pフルカラー冊子
東京芸術劇場
03-5391-2111

2012 11 日・英

東京芸術劇場施設
リーフレット
TOKYO
METROPOLITAN
THEATRE

施設紹介（簡易版） 東京芸術劇場館内 ¥0 三つ折り＋１P差し込み冊
子

東京芸術劇場
03-5391-2111

2015 6 日・英
東京芸術劇場アーカイ
ブブック（冊子版）

東京芸術劇場の設立趣旨や目途、事業紹
介。（日英併記）

舞台芸術業界関係者な
どに配布。また、国内外
の芸術見本市などでも
配布予定。

¥0 64P フルカラー冊子
東京芸術劇場
03-5391-2111

2018 10 1 日・英
トーキョーアーツアンド
スペース事業チラシ

事業(美術、音楽)の会期前、会期中に配布
する広報物

トーキョーアーツアンドス
ペース各館、国内の美
術館等文化施設、大学
等教育施設

¥0
A4版リーフレット（両面又
は片面）

トーキョーアーツア
ンドスペース　広報
担当
03-5633-6373

2018 2 21 日・英
トーキョーアーツアンド
スペースパンフレット

TOKASのミッション、事業概要、施設情報
を、日英併記で記載。国内だけでなく、海外
に向けて発信。

無料で配布、館内配架、
視察等で配布 ¥0 B5変形12P蛇腹折り

トーキョーアーツア
ンドスペース　広報
担当
03-5633-6373
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2018 2 21 日・英
トーキョーアーツアンド
スペースレジデンシー
パンフレット

TOKASのレジデンスプログラムの概要やＴ
ＯＫＡＳレジデンシーの施設情報を日英併記
で記載。国内だけでなく、海外に向けて発
信。

無料で配布、館内配架、
視察等で配布 ¥0 Ｂ５変形8P両観音折り

トーキョーアーツア
ンドスペース　広報
担当
03-5633-6373

2018 5 24 日・英
トーキョーアーツアンド
スペース　アニュアル
2017

TOKASの事業、公募情報、各事業の前年度
の活動、プログラム参加作家からの声、ゲス
トによるレビューを報告書として作成。国内
だけでなく、海外の関係者に向けても発信。

郵送で配布
トーキョーアーツアンドス
ペースウェブサイトへの
PDFのアップロード

¥0 A5168頁

トーキョーアーツア
ンドスペース　広報
担当
03-5633-6373

2015 6 日・英
アーツカウンシル東京
事業案内

アーツカウンシル東京の設立趣旨をはじ
め、事業等を紹介

アーツカウンシル東京の
事務所や都立文化施設
等に配架。海外のフェス
ティバル等でも設置予
定。

¥0
観音折A4、8ページ。5000
部

アーツカウンシル東
京
03-6256-8430

2017 7 日・英
アーツカウンシル東京
事業案内

アーツカウンシル東京の設立趣旨をはじ
め、事業等を紹介

アーツカウンシル東京の
事務所や都立文化施設
等に配架。海外のフェス
ティバル等でも設置予
定。

¥0
観音折A4、40ページ。
5000部

アーツカウンシル東
京
03-6256-8430

2019 Q1 日・英
アーツカウンシル東京
事業案内

「伝統文化事業」を一括してまとめた全体チ
ラシの配布

アーツカウンシル他財団
の都文化施設、パート
ナーシップ校や日本語
学校、都内の観光協会
などに配架予定

¥0
アーツカウンシル東
京
03-6256-8431

2016 4 20 日・英

アーツカウンシル東京
「外国人向け伝統文
化・芸能体験プログラ
ム」チラシ

「外国人向け伝統文化・芸能体験プログラ
ム」の開催情報

アーツカウンシル東京の
事務所や都立文化施設
をはじめ観光案内所等
に配架。江戸博や浅草
観光センター来場者等
へ直接配布

¥0 A4両面
アーツカウンシル東
京
03-6256-8430

2016 7 29 日・英

アーツカウンシル東京
「外国人向け伝統文
化・芸能体験プログラ
ム」全体チラシ

「外国人向け伝統文化・芸能体験プログラ
ム」の開催情報

アーツカウンシル東京の
事務所や都立文化施設
をはじめ観光案内所、ホ
テル等に配架。

¥0
アーツカウンシル東
京
03-6256-8430
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2018 3 日・英
アーツカウンシル東京
ハンディガイド

アーツカウンシル東京の活動趣旨や実施事
業等を紹介

アーツカウンシル東京の
事務所や都立文化施設
等に配架。海外のフェス
ティバル等でも設置予
定。

¥0
天地210mm×左右
113mm。8000部

アーツカウンシル東
京
03-6256-8430

2018 6 日・英
アーツカウンシル東京
事業案内

アーツカウンシル東京の設立趣旨をはじ
め、事業等を紹介

アーツカウンシル東京の
事務所や都立文化施設
等に配架。海外のフェス
ティバル等でも設置予
定。

¥0 B5変型。3000部
アーツカウンシル東
京
03-6256-8430

2019 5 日・英
2019東京国際ユース
（U-14）サッカー大会プ
ログラム

ユースサッカー大会の概要を外国人に分か
りやすく説明したプログラム。事業開始時
（H20年度）より実施。

大会会場にて無料配布 ¥0
冊子本体：28ページ、日
英対訳

　スポーツ推進部事
業推進課競技ス
ポーツ担当内線：
38-296

2018 1 日・英・他
日・英・仏・西・中・
韓・亜

東京2020大会ガイド
ブック

東京2020大会の開催概要や競技会場、関
連事業、スケジュールや会場計画等をまと
め、広く配布を行うことにより、大会開催に
向けた気運醸成と興味関心の喚起を図る。

組織委員会、内閣官房、
スポーツ庁、JOC、
JPC、NF、スポンサー、
都内区市町村、全国自
治体、都議会、在外大使
館、国内大使館、及び各
種イベント

¥0 A４判（タテ）28ページ（表
紙を含む。）

　計画推進部調整
課情報発信担当内
線：38-831

2018 1 日・英・他 日・英・韓
東京2020大会PRブ
ローシャ

東京2020大会の開催概要や競技会場、関
連事業、スケジュールや会場計画等をまと
め、広く配布を行うことにより、大会開催に
向けた気運醸成と興味関心の喚起を図る。

組織委員会、内閣官房、
スポーツ庁、JOC、
JPC、NF、スポンサー、
都内区市町村、全国自
治体、都議会、及び各種
イベント

¥0 75.25㎜×210㎜（展開サ
イズ297㎜×210㎜）

　計画推進部調整
課情報発信担当内
線：38-831

2018 10 日・英 日・英・仏

「2020年に向けた東京
都の取組－大会後の
レガシーを見据えて
－」PR版(増刷版)

東京2020大会後のレガシーを見据えた2020
年までの東京都の取組をまとめた冊子

・国外関係者が来
訪した際等に配布
・局内HPに掲載
http://www.2020ga
mes.metro.tokyo.jp/
taikaijyunbi/torikumi
/legacy/index.html

¥0 縦182mm　横128mm
　計画推進部調整
課参画推進担当内
線：38-721
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2017 9 29 日・英 Tokyo Tech Book

・海外要人との面会に際し、都市外交の
ツールとして都庁の先端技術をアピール
・「インフラ」「防災」「環境」「保健・産業」の４
分野で構成

・在京大使館等に配布
・海外要人との面会時に
配布

¥0

・冊子本体：まちづくりや
道路、港湾、上下水道、
消防救助、環境対策から
トウキョウXに至るまで、
各局が持つ技術を幅広く
収録（６９項目）　全144
ページ

都市整備局総務部
企画技術課企画担
当
03-5388-3268
（内線30-182）

2017 9 29 英のみ Tokyo Tech Book
・海外要人との面会に際し、都市外交の
ツールとして都庁の先端技術をアピール
・冊子の概要版

・在京大使館等に配布
・海外要人との面会時に
配布

¥0 ・巻三つ折り、６ページ

都市整備局総務部
企画技術課企画担
当
03-5388-3268
（内線30-182）

2016 6 22 日・他

英語、ポルトガル
語、中国語、韓国
語、フランス語、ド
イツ語、スペイン
語

東京都市白書 CITY
VIEW TOKYO

東京の都市づくりを取り巻く現状や課題につ
いてビジュアルに紹介

・海外都市との意見交換
時や国際イベント時等で
配布
・都庁HPで公開
・都民情報ルームでの販
売

¥400 冊子本体：Ｂ5判（横）、全
60頁。

都市整備局都市づ
くり政策部広域調整
課都市政策担当（内
線：30-221）

2018 2 日・英

あなたのまちの地域危
険度　地震に関する地
域危険度測定調査[第
８回]

平成30年２月に公表した、地震に関する地
域危険度測定調査（第８回）の調査結果に
ついて、その概要を取りまとめたもの。

所管部署等にて、無償
配布 ¥0 A4判（縦）、全24貢

都市整備局市街地
整備部防災都市づ
くり課防災計画担当
（内線：31-248（又は
外線：5320-5003）

2018 6 日・英・他 中・韓
震災時火災における
避難場所・避難道路の
あらまし（区部）

平成30年６月に公表した震災時火災におけ
る避難場所等について、その概要を取りまと
めたもの。

所管部署等にて、無償
配布
http://www.toshiseibi.m
etro.tokyo.jp/bosai/hina
n/index.htm#panphlet

¥0
A4判（縦）、全10頁、付録
A1判地図あり

都市整備局市街地
整備部防災都市づ
くり課防災計画担当
（内線：31-297（又は
外線：5320-5003）

2015 3 日・英・他 英語、中国語 環境白書外国語版

環境局事業紹介（概要版）
（名称）
　・Ｔｏｋｙｏ Ｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌ Ｏｕｔｌｏｏｋ（英）
　・東京環境的展望（中）

http://www.kankyo.metr
o.tokyo.jp/attachement/
Tokyo%20Environmental
%20Outlook%202014.pdf

¥0 Ａ4縦40ページ
環境局総務部環境
政策課企画担当
（42-163）

2016 3 英のみ
Tokyo Environmental
Master Plan

２０１６年３月に改定した環境基本計画の英
語概要版（ＰＲ版）

・環境局担当者から広く
海外関係者等に配布
・局HPに掲載(英)

¥0 Ａ４縦８ページ（観音開き）
環境局総務部環境
政策課企画担当
（42-163）
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2014 6 日・英

東京の低炭素ビル
2014
Low Emission Buildings
2014

東京都が導入した都市型キャップ＆トレード
制度と建築物環境計画制度で高い評価を得
た先進的な東京の低炭素建築物の紹介

環境局担当者から広く海外
関係者等に配布
・局HPに掲載（日英）
http://www.kankyo.metro.to
kyo.jp/en/int/attachement/
EN_TOP30_2014.pdf

¥0 A4縦14ページ
環境局総務部環境
政策課国際環境協
力担当（42-16７）

2012 3 英のみ
On the Path to a Low
Carbon City

東京都の気候変動対策を紹介

環境局担当者から広く海外
関係者等に配布
・局HPに掲載(英)
http://www.kankyo.metro.to
kyo.jp/en/attachement/On
%20the%20path%20%20to%20
a%20Low%20Carbon%20City.
pdf

¥0 A4縦8ページ
環境局総務部環境
政策課国際環境協
力担当（42-16７）

2015 11 日・英・他
日・英・仏
※仏は概要版の
み

TOKYO GREEN
BUILDING REPORT
2015
東京グリーンビルレ
ポート

東京都のグリーンビルディング施策とその
結果のとりまとめ

・環境局担当者から広く海
外関係者等に配布
・局HPに掲載（日英）
【英語全文】
http://www.kankyo.metro.to
kyo.jp/en/climate/files/Tok
yo_GB_eng.pdf
【英語概要版】
http://www.kankyo.metro.to
kyo.jp/en/climate/attache
ment/Tokyo%20Green%20B
uilding%20Report%202015.pd
f

¥0 A4縦47ページ
環境局総務部環境
政策課国際環境協
力担当（42-16７）

2016 7 英・他 英語、フランス語
CREATING A
SUSTAINABLE CITY
2016

環境局における施策の紹介
環境局担当者から広く
海外関係者等に配布 ¥0

Ａ４縦３２ページ

http://www.kankyo.metro.
tokyo.jp/en/about_us/vid
eos_documents/document
s_1.html

環境局総務部環境
政策課企画担当
(42-163)

2017 8 日・英・他 英語、フランス語
CREATING A
SUSTAINABLE CITY
2017

環境局における施策の紹介
環境局担当者から広く
海外関係者等に配布 ¥0

Ａ４縦３２ページ

http://www.kankyo.metro.
tokyo.jp/en/about_us/vid
eos_documents/document
s_1.html

環境局総務部環境
政策課企画担当
(42-163)
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2018 Q3 日・英・他 英語、フランス語
CREATING A
SUSTAINABLE CITY
2018

環境局における施策の紹介
環境局担当者から広く
海外関係者等に配布 ¥0

Ａ４縦３２ページ

http://www.kankyo.metro.
tokyo.jp/en/about_us/vid
eos_documents/document
s_1.html

環境局総務部環境
政策課企画担当
(42-163)

2017 4 26 日・英
排出量取引入門
Emissions Trading
Introduction

東京都におけるキャップアンドトレード制度
の紹介

環境局担当者から広く
海外関係者等に配布 ¥0 A4

環境局地球環境エ
ネルギー部総量削
減課排出量取引担
当（42-783）

2018 9 日・英

2018東京の福祉保健
英語版、2018Social
Welfare and Public
Hearth inTokyo

海外等からの視察の際に、福祉・保健・医療
分野の基本方針や福祉保健局の施策の概
要

局内各部、国際交流館
等、局外国訪問・視察団 ¥0

冊子本体78ページ（2017
年度版実績）

福祉保健局総務部
総務課広報担当（直
通：03-5320-4032
内線：32-141）

2018 Q2 日・英・他 中国語、韓国語

介護保険制度パンフ
レット
Long term Care
Insurance System

3年に1回、最新の介護保険制度に更新し、
都内在住及び訪日の外国人等に周知する。

東京都福祉保健局高齢
社会対策部介護保険課
外６６か所

¥0
Ａ４縦中綴じリーフレット
22P

福祉保健局高齢社
会対策部介護保険
課介護保険担当
内線33-652

2012 3 日・英・他
タイ語、ポルトガ
ル語

外国人向けエイズ知識
普及啓発用パンフレッ
ト（たんぽぽ）
ＴＡＮＰＯＰＯ

HIV陽性告知後に必要な治療や生活に関す
る情報について

保健所、医療機関、支援
団体等 ¥0

Ａ５／42ページ（英語、タ
イ語）、Ａ５／39ページ（ポ
ルトガル語）

健康安全部感染症
対策課　34-335

日・英・他

ポルトガル語、ス
ペイン語、フランス
語、中国語、韓国
語、タイ語、タガロ
グ語

外国人向けエイズ知識
普及啓発用パンフレッ
ト（エイズって何？）
What is AIDS?

HIV／エイズについて、基本的な知識や予
防方法を伝えるとともに、検査・相談につい
ての情報について

保健所、医療機関、支援
団体等 ¥0 Ａ５／28ページ、各言語３

ページ
健康安全部感染症
対策課　34-335

2014 1 日・英・他

中国語(簡体字)、
中国語(繁体字）、
韓国語、タイ語、
スペイン語

新型インフルエンザの
発生に備えて
(Preparing Against a
Novel Influenza
Pandemic)

新型インフルエンザの予防及びまん延防止
並びに発生時の対応について

【作成時】都内大学、イ
ンターナショナルスクー
ル、日本語学校、外資系
企業等に配布
【現在】ホームページ掲
載
http://www.fukushihoke
n.metro.tokyo.jp/iryo/ka
nsen/shingatainflu/keih
atsu.html

¥0 冊子本体：Ａ５版、各言語
３ページ

健康安全部感染症
対策課　34-317
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2016 3 31 英のみ
英語版リーフレット
TOKYO FOOD
HYGIENE MEISTER

国際的に認められた食品衛生管理の方式
である「HACCP（ハサップ）」の考え方に基づ
き、食品関係施設の自主的な衛生管理を積
極的に評価する東京都独自の制度「東京都
食品衛生自主管理認証制度」について、英
語で紹介

食品監視課、認証取得
施設、ホームページから
のダウンロード

¥0 Ａ４版両面１枚

福祉保健局健康安
全部食品監視課自
主管理認証制度担
当（内34-857）

2018 2 28 英のみ
英語版リーフレット
Have you seen this
mark?

食品関係施設の自主的な衛生管理を積極
的に評価する東京都独自の制度「東京都食
品衛生自主管理認証制度」の「認証マーク」
について、英語で紹介

食品監視課、認証取得
施設、東京都観光情報
センター等

¥0 Ａ４版両面１枚

福祉保健局健康安
全部食品監視課自
主管理認証制度担
当（内34-857）

2018 3 英・他

中国語（簡体字）、
ネパール語、ベト
ナム語、ミャン
マー語、タガログ
語、韓国語

外国人向け結核に関
するリーフレット

【作成時】都内の日本語学校、大学、医療機
関､保健所､入国管理局、外国人総合相談
支援センター　等
【現在】ホームページ掲載
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/iry
o/kansen/kekkaku/tagenngo.html

都内の日本語学校、大
学、医療機関､保健所､
入国管理局、外国人総
合相談支援センター　等

¥0
リーフレット：A4判
インターネット（PDF）

福祉保健局
健康安全部
感染症対策課
結核担当
34-331

2018 7 23 日・英
「知って安心認知症」
パンフレット

認知症の人やその家族等が認知症の症状
に気付き、自分自身で医療機関等へ援助を
求める行動につなげられるよう、各関係機関
等にパンフレットを配布し、普及啓発を行う。

東京都福祉保健局高齢
社会対策部認知症支援
担当他、区市町村、関係
機関

¥0 Ａ４縦中綴じリーフレット
12P

福祉保健局
高齢社会対策部
在宅支援課
認知症支援担当
内線：33-569

2019 6 日・英・他
中国語(簡体字)、
中国語(繁体字）、
韓国語

蚊をなくして安全・安
心！
～感染症を媒介する
蚊の発生防止対策～

蚊の発生防止対策や蚊に刺されないための
ポイント等、家庭でできる対策を広く都民向
けに作成

区市町村、公園、保育
園、幼稚園、学校、都立
公園、保健所等

¥0 両面A3見開き

福祉保健局健康安
全部環境保健衛生
課指導担当（内34-
221)

2017 6 英のみ

食肉衛生検査業務概
況
Sanitary Inspection
Overviewのリーフレット

芝浦食肉衛生検査所の業務について概況
を説明

芝浦食肉衛生検査所の
見学者 ¥0 Ａ３二つ折り

福祉保健局芝浦食
肉衛生検査所管理
課業務担当（3472-
5175）

2017 9 日・英・他
中国語（簡体、繁
体）、韓国語

避難所ですぐに使える
食中毒予防ブック

災害発生時に、避難所で使用することを想
定した食中毒予防に関するポスター等（避
難所で管理者が使用することを想定した冊
子。避難者向けの情報提供資料のみ多言
語対応）

ホームページ
http://www.fukushihoke
n.metro.tokyo.jp/shokuhi
n/saigai/saigai.html

¥0 冊子本体：A4

福祉保健局健康安
全研究センター企
画調整部健康危機
管理情報課　食品
医薬品情報担当
（3363-3472）
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

2015 11 日・英
GUIDE TO TOKYO
METROPOLITAN
HOSPITALS

国際化対応のため、外国人向けに、都立病
院の医療機能を紹介する。平成２６年度か
ら作成。

都立病院窓口＋２４階
本部窓口

¥0
両観音折りのA４版リーフ
レット
全７ページ

病院経営本部経営
企画部総務課文書
広報担当50-131

2017 3 他のみ 中国語・韓国語
各病院の医療機能を
紹介

・中国及び韓国籍の患者が一定数おり、都
立病院に関する情報提供ツールが必要であ
るため、都立病院の概要を説明する中国語
及び韓国語のリーフレットを整備する。平成
２８年度から作成。

都立病院窓口＋２４階
本部窓口

¥0
両観音折りのA４版リーフ
レット
全７ページ

病院経営本部経営
企画部総務課文書
広報担当50-131

2018 日・英
TOKYO FASHION
AWARD

事業及びデザイナーの紹介
ショールーム、凱旋イベ
ント等での配布 ¥0

A3両面,20面に折りたたみ
ピケットサイズでの配布。
日英併記、パリショールー
ムなどの地図、事業概要・
受賞デザイナー、審査員
などの情報を記載。

産業労働局商工部
経営支援課クール
ジャパン推進担当
（36-661）

2018 Q2 日・英

展示会公式ガイドブッ
ク
東京パビリオンガイド
ブックへの出展者説明
文

東京の技術力、ブランド力のＰＲ ・展示会会場配布 ¥0

・展示会公式ガイドブック
（１社につきＡ4サイズ１
ページ程度）
・東京パビリオンガイド
ブックへの出展者説明文
（１企業につきＡ4サイズ2
ページ）の記載

産業労働局商工部
経営支援課海外展
開担当（36-671）

2010 7 日・英
東京の伝統工芸品
（Traditional Crafts of
Tokyo）

東京の伝統工芸品の紹介パンフレット 　観光情報センター等 ¥0 A４、７ページ

産業労働局商工部
経営支援課クール
ジャパン推進担当
（36-661）

2015 4 日・英・他
フランス語、ドイツ
語、中国語

パンフレット
国内外展示会等において、東京都伝統工芸
品を海外向けにＰＲするためのパンフレット
を作成し、販路開拓を推進

国内外展示会等 ¥0 冊子：各品目１ページ

産業労働局商工部
経営支援課クール
ジャパン推進担当
（36-661）

2018 Q3 日・英
世界発信コンペティ
ション

都内中小企業の販路拡大 ¥0 A4版冊子
東京都産業労働局
商工部創業支援課
（36-574）
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海外広報事業調査(事業リスト）
政策企画局

海外広報担当

実施時期（年） 実施時期（月） 実施時期（日） 言語分類 言語詳細 事業本体・媒体名(日本語名、英語名） 内容 配布先・伝達方法 頒布価格 媒体仕様・規格 問い合わせ先

日・英

Tokyo's Innovative
Technologies～
Winners of the Tokyo
Venture Technology
Award～2017

過去に受賞した製品・技術、及びその企業
の紹介

都内及び海外主要各国
のJETRO事務所等 ¥0 冊子：日・英各163ページ

産業労働局商工部
創業支援課創業支
援担当（36-574）

英・他

仏・独・伊・西・中
国語（簡体字・繁
体字）・韓国語・タ
イ語

民間事業者と連携した
旅行者誘致事業
パンフレットの作成

各市場に適したパンフレットを作成し東京の
魅力を訴求することで、訪都旅行者誘致を
図る。

現地旅行博での配布等 ¥0
産業労働局観光部
企画課シティセール
ス担当（内線36-
941）

英のみ
欧米豪を中心とした富
裕層向けＰＲ

パンフレットを制作し、海外の旅行事業者等
を対象に富裕層向けの観光資源や体験を
効果的に発信し、富裕層旅行者の誘致を図
る。

現地商談会での配布等 ¥0
産業労働局観光部
企画課アジアキャン
ペーン担当（内線
36-933）

2017 日・英・他 中国語（繁）
多摩島しょ魅力発信事
業
「TAMA」「SHIMA」

多摩島しょ地域の魅力的な観光情報をエリ
ア別、テーマ別、モデルコース（多摩４コー
ス、島３コース）にまとめたリーフレットを配
布する。

観光情報センター等で
配布。 ¥0

B5変型、28ページ（表紙
含む、両A面）

産業労働局観光部
振興課多摩島しょ観
光振興担当（内線
36-961)

2016 10 日・英・他
韓、中（繁、簡）、
独、仏、伊、西、泰

Tokyo Travel Guide
東京の観光に関するガイドブック（エリア施
設案内、観光名所案内、緊急時の連絡等）

東京観光情報センター、
宿泊施設等 ¥0

210㎜×130㎜　ページ数
＜言語により異なる。英
は81ページ＞

産業労働局観光部
受入環境課情報広
報担当（36-952）

2016 3 日・英
バリアフリー観光の推
進

東京都内の魅力的なコース３０コースを紹介
するとともに、そのコースにおけるバリア及
びバリアフリーの情報を発信する。ＷＥＢ媒
体デジタルコンテンツ（デジタルパンフレット）
および紙媒体により発信する。

東京観光情報センター、
一部の区市町村 ¥0 Ａ4版

産業労働局観光部
振興課　地域振興
担当（内線36-965）

2019 3 日・英・他
中国語（簡・繁）
韓国語

TOKYO NIGHT
STORY

東京都内の夜景のビューポイント、ライトアッ
プ場所に加え、夜に営業しているアミューズ
メントパーク、ナイトクルーズなどの東京の
夜の魅力や情報を発信。

東京観光情報センター、
一部の都内観光案内
所、一部の区市町村

¥0 Ａ5版
産業労働局観光部
振興課　地域振興
担当（内線36-965）
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2018 3 28 日・英 英語

とうきょう特産食材使
用店ガイド・東京島じま
ん食材使用店・Tokyo's
Locavore Restaurants
& Locavore Dining in
the Tokyo Islans

「とうきょう特産食材使用店」「東京島じまん
食材使用店」の店舗情報、主なメニュー、価
格等を紹介。英語版ガイドブックは、英語版
のメニューを有する店舗を１冊にまとめて紹
介。

都内観光情報センター・
観光案内所・竹芝客船
ターミナル・調布飛行場
等

¥0

Ａ5,204ページ（とうきょう特
産食材使用店：日本語
版）
Ａ5,184ページ（東京島じま
ん食材使用店：日本語
版）
A5、184ページ(英語版）

産業労働局農林水
産部食料安全課食
品情報担当（03－
5320－4883）

2018 2 日・英・他
中国語（繁・簡）・
韓国語

るるぶ特別編集　東京
の農林水産業

東京の農林水産業に関する情報をを広くPR
するための情報誌を作成

東京観光情報センター、
観光案内窓口、農林水
産業関係団体、区市町
村等に配布

¥0 16ページ

産業労働局農林水
産部農業振興課企
画調整担当（37-
121）

2019 3 31 日・英
TOKYO CAREER GUIDE
東京で働こう。

①海外（主にアジア諸国）の高度外国
人材向けに、働く場所としての東京の魅
力を発信
②グローバル人材向け人材紹介機関
等の情報提供

都内観光情報セン
ター、ベトナム、台湾、
インドネシア等の大
学・日本語学校

¥0 A5、4ページ

産業労働局雇用
就業部就業推進
課人材確保支援
担当（37-717）

2019 3 31 日・英・他
英語又は中国語の
横ページに日本語
を記載

日本で働く外国人労働者
のハンドブック
For Foreign Workers in
Japan  The Foreign
Worker's Handbook
（中国語版）

外国人が日本で働く上で必要な法制度
等を解説（英語版と中国語版を毎年交
互に発行）

労働相談に訪れた外
国人労働者　等

¥0
A5、255ページ(英語
版）、213ページ（中国
語版）

産業労働局労働
相談情報センター
相談調査課労働
相談担当（03-
3265-6110）

2018 3 日・英・他

英語、ロシア語、
中国語、韓国語、
フランス語、スペイ
ン語

市場のしおり
Market Guide

市場の仕組みについての解説を6か国語で
紹介

本庁広報、各場 ¥0 小冊子８ページA4版

中央卸売市場管理
部総務課広報担当
内線：44-135（又は
外線：5320-5720）

2018 11 日・英・他
英語・中国語・韓
国語

ようこそ！豊洲市場
豊洲市場の概要や見学案内を3か国語で紹
介

本庁広報、豊洲市場 ¥0 Ａ４三つ折り

中央卸売市場管理
部総務課広報担当
内線：44-135（又は
外線：5320-5720）
中央卸売市場豊洲
市場　外線：3520-
8205
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2019 日・英

東京都建設局概要
2019、Bureau of
Construction Overview
2019

建設局事業全般 来都外国人等 ¥0 冊子A４版 全２９ページ
建設局総務部総務
課広報担当
内線：４０－０２４

2017 4 1 日・英・他

日本語
英語
韓国語
中国語

東京の河川事業
River Projects in
Tokyo

都の河川事業に関する総合的な内容を英
語、韓国語で提供

来都外国人等 ¥0 ４つ折りB5版リーフレット
建設局河川部計画
課企画担当
内線：４１－４５４

2017 4 1 日・英

東京の土砂災害対策
事業
Tokyo Sediment
Disaster Privention
Project

土砂災害対策事業に関する内容を英語で
提供

来都外国人等 ¥0 ４つ折りB5版リーフレット
建設局河川部計画
課企画担当
内線：４１－４５４

2018 日・英・他

日本語
英語
中国語（繁・簡）
韓国語

東京の日本庭園
Japanese Gardens in
Tokyo

東京の日本庭園おもてなし協議会に参加す
る、都立・国公立・民間等の庭園について情
報提供

来都外国人等 ¥0 冊子Ａ５版　全56ページ

建設局公園緑地部
公園課利用促進担
当
内線：４１－２71

2018 6 日・英

東京都土木技術支援・
人材育成センター、
Civl Engineering
Support & Training
Center Tokyo
Metropolitan
Government

センターの事業紹介・説明 来都外国人等 ¥0 ３つ折りＡ４版リーフレット

土木技術支援・人材
育成センター技術
支援課管理担当
03-5683-1512

2019 3 日・英
PORT OF TOKYO
2019

港湾局事業全般（東京港、埋立地開発・臨
海副都心、防災対策、島しょ施設等）の概要
について紹介

都民情報ルーム、
http://www.kouwan.metro.t
okyo.jp/pamphlet/
http://www.kouwan.metro.t
okyo.jp/en/pamphlet/index.
html

¥200
冊子本体：Ａ４、５５頁、日
英併記、200円

港湾局総務部総務
課広報・国際担当
43-144

2019 3 日・英
東京港便覧　2019
Port of Tokyo Map
2019

港湾局事業全般（東京港、埋立地開発・臨
海副都心、防災対策、島しょ施設等）の概要
について紹介

局窓口、
http://www.kouwan.metro.t
okyo.jp/pamphlet/
http://www.kouwan.metro.t
okyo.jp/en/pamphlet/index.
html

¥350
リーフレット本体：四六半
裁判、経本六つ折り後、
長二つ折り、日本語版、
英語版、350円

港湾局総務部総務
課広報・国際担当
43-144
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2019 2 日・英・他 中国語、韓国語

臨海副都心のまちづく
り
Creating the
Waterfront City

臨海副都心まちづくりの概要を紹介

局窓口、
http://www.kouwan.metro.t
okyo.jp/pamphlet/
http://www.kouwan.metro.t
okyo.jp/en/pamphlet/index.
html
http://www.kouwan.metro.t

¥0
リーフレット本体：Ａ４観音
開き、８頁、日英中韓併
記、無料

港湾局臨海開発部
開発企画課企画調
整担当　43-322

2019 3 日・英
海上公園ガイド
Marine Parks Guide

都立海上公園の概要を紹介

局窓口、都民情報ルーム、
http://www.kouwan.metro.t
okyo.jp/pamphlet/
http://www.kouwan.metro.t
okyo.jp/en/pamphlet/index.
html

¥0
冊子本体：Ａ５、日本語版
（36ページ）、英語版（24
ページ）、無料

港湾局臨海開発部
海上公園課管理運
営計画担当43-383

2019 3 日・英

海の森公園パンフレッ
ト
UMI-NO-MORI
(Sea Forest)

海の森の概要を紹介

局窓口、都民情報ルー
ム、
https://www.kouwan.me
tro.tokyo.lg.jp/kanko/um
inomori/

¥0
リーフレット本体：A4見開
き（4ページ）、日本語版、
英語版、無料

港湾局臨海開発部
海上公園課協働推
進担当43-440

2018 12 日・英

開発の進むまち、臨海
副都心
Tokyo Waterfront City
Map

未処分地、事業者の進出状況を紹介した臨
海副都心の全体図を掲載

局窓口、
http://www.kouwan.metro.t
okyo.jp/pamphlet/
http://www.kouwan.metro.t
okyo.jp/en/pamphlet/index.
html

¥0
リーフレット本体：Ａ３二つ
折り、４頁、日本語版、英
語版

港湾局　臨海開発
部　誘致促進課　誘
致担当　43-421

2018 3 日・英・他 中国語・韓国語
Tokyo International
Cruise Terminal

新客船ターミナルの知名度向上と寄港実績
増を目的としてPRを実施

局窓口 ¥0

リーフレット本体：Ａ4、カ
ラー、両面
・ファクトブック本体：Ａ４，
カラー、８頁

港湾局港湾経営部
振興課誘致促進担
当　43-258

2018 12 日・英
都営交通のあらまし
Outline of Toei
Transportation2018

都営交通のあらましを英語に翻訳して発
行。（隔年）

交通局への視察対応時
に配布 ¥0 Ａ４判、４０ページ

交通局総務部お客
様サービス課広報
担当（内線46-150）

2018 4 日・英・他
中国語（繁体字・
簡体字）・韓国語

都営バス路線図(
TOEI Bus　Route
Guide　for Foreigners)

都営バスの路線図、停留所を案内

都内ホテル、大使館、都
営地下鉄駅、観光情報
センター（都庁）、羽田空
港、京成上野駅、ＴＩＣ

¥0 Ａ1サイズ（折りたたみ）
交通局自動車部営
業課営業推進担当
（内線46-675）

2018 3 31 日・英・他
中国語（簡体・繁
体）、韓国語

駅ナンバリング対応地
下鉄路線図（Tokyo
Subway Route Map）

都内地下鉄路線図

都営線各駅（荒川線及
び日暮里・舎人ライナー
含む）　※都内ホテルか
らの依頼があれば残部
を配送

¥0 A４サイズ（両面）
交通局電車部営業
課営業推進担当（内
線46-535）
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2018 12 20 日・英・他
中国語（簡体・繁
体）、韓国語、タイ
語

荒川線インバウンド向
け冊子

沿線地図、沿線の観光スポット、乗車方法に
ついて外国語で案内し、外国人観光客誘致
を図る。

都営線各駅（荒川線及
び日暮里・舎人ライナー
含む）

¥0 展開A3　両観音加工
交通局電車部営業
課営業推進担当（内
線46-535）

2018 12 15 日・英・他
中国語（簡体・繁
体）、韓国語、タイ
語

日暮里舎人ライナーイ
ンバウンド向け冊子

沿線地図、沿線の観光スポット、乗車方法に
ついて外国語で案内し、外国人観光客誘致
を図る。

都営線各駅（荒川線及
び日暮里・舎人ライナー
含む）

¥0 展開A3　両観音加工
交通局電車部営業
課営業推進担当（内
線46-535）

2018 3 英・他
中国語（繁体字）、
韓国語

都営交通ガイド（多言
語併記版）

都営交通の利用方法、運賃、お得な乗車券
等を紹介。

HPに掲載するほか都営
地下鉄各駅や観光情報
センター等で配布。

¥0 A５判、２０ページ
交通局総務部お客
様サービス課広報
担当（内線46-143）

2018 9 英・他
韓国語、中国語
（繁体字・簡体
字）、タイ語

言語別都営交通観光
リーフレット

都営交通沿線の観光スポットやお得な乗車
券、都営交通の主要ネットワーク等を紹介。

HPに掲載するほか都営
地下鉄各駅や観光情報
センター等で配布。

¥0 A３蛇腹３つ折り
交通局総務部お客
様サービス課広報
担当（内線46-143）

2018 3 英・他
中国語（繁体字）、
韓国語

都営交通で東京観光
Go with Toei
Transportation One-
Day Tokyo Sightseeing

訪日外国人向けフリーマガジン「GOOD
LUCK TRIP 東京」に広告出稿した記事を抜
き刷りし、小冊子として発行。都営交通沿線
の観光スポットや都営交通の利用方法を紹
介。

HPに掲載するほか都営
地下鉄各駅や観光情報
センター等で配布。

¥0 Ｂ５判、１６ページ
交通局総務部お客
様サービス課広報
担当（内線46-143）

2017 8 日・英・他
中国語（繁体字）、
韓国語

タイムアウト東京
THE INSIDER'S GUIDE
TO TOKYO

都営交通で訪れることができるモデルルート
及び利用方法、TIPS等を紹介。

HPに掲載するほか都営
地下鉄各駅や観光情報
センター等で配布。

¥0 A５判、１２ページ
交通局総務部お客
様サービス課広報
担当（内線46-143）

2018 8 日・英 英語版事業概要
東京水道の事業のあらましや、当面の課題
と今後の取組、これまで継承されてきた技術
力と新たに開発した技術などを記載

局ホームページに掲載
展示会等で適宜配布 ¥0

冊子本体：日本語・英語
併記（Ａ4）

水道局総務部企画
調整課国際施策担
当
48-228

2018 8 英のみ 英語版事業概要
東京水道の事業のあらましや、当面の課題
と今後の取組、これまで継承されてきた技術
力と新たに開発した技術などを記載

展示会等で適宜配布 ¥0
観音開き四つ折りのA4
リーフレット

水道局総務部企画
調整課国際施策担
当
48-228
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2018 9 日・英
東京水道国際展開プ
ログラム

東京水道が進める国際展開を総合的・体系
的にまとめたもの

局ホームページに掲載
展示会等で適宜配布 ¥0

冊子本体：日本語版、英
語版を別々に出版　（Ａ4）

水道局総務部企画
調整課国際施策担
当
48-228

2008 日・英
アジア水道事業体人
材育成ネットワーク（A
１－HRD）

アジア諸都市の水道事業体が人材育成に
関する知識やノウハウについて情報交換を
行い、アジア全体の水道事業のレベルアッ
プに寄与する、アジア水道事業体人材育成
ネットワークの紹介

研修・開発センター、
https://www.waterprofe
ssionals.metro.tokyo.jp/
network-1.html

¥0
冊子本体：日本語版、英
語版を別々に出版（２つ折
りA4判）

研修・開発センター
研修課03-5483-
3507

2017 3 英のみ

水道水源林　みんなで
つくる　豊かな水源の
森
The Water
Conservation Forest-
Lush Water Resources
Forests created by
everyone-

水道水源林の働きや管理、水道水源林に関
する事業などを紹介

東京都水道局水源管理
事務所
視察者、研修生及びイ
ベント会場にて配布

¥0 A4版 16ページ

水道局水源管理事
務所技術課企画調
整担当℡0428-21-
3543

2017 10 日・英

水道局環境報告書
2017概要版
Environmental Report
2017 Digest version

水道事業と環境との関わりや環境施策の取
組状況をまとめた環境報告書の概要版。

東京都水道局ホーム
ページに掲載
http://www.waterprofes
sionals.metro.tokyo.jp/e
nergy-1.html

¥0
日本語版、英語版別々
（A4,8ページ）

水道局総務部企画
調整課環境・エネル
ギー施策担当
48-216

2018 10 日・英

水道局環境報告書
2018概要版
Environmental Report
2018 Digest version

水道事業と環境との関わりや環境施策の取
組状況をまとめた環境報告書の概要版。

東京都水道局ホーム
ページに掲載
http://www.waterprofes
sionals.metro.tokyo.jp/e
nergy-1.html

¥0
日本語版、英語版別々
（A4,8ページ）

水道局総務部企画
調整課環境・エネル
ギー施策担当
48-216

2018 3 日・英
施設概要（東京都水道
歴史館）

水道歴史館の展示設備を、来館者等に対し
て解説。

東京都水道歴史館 ¥0
用紙サイズ縦210mm×横
396mmを観音折りし、縦
210mm×横99mm程度に
仕上げる。

水道局サービス推
進部サービス推進
課広報担当　48-
187

2018 3 日・英
施設概要（東京都水の
科学館）

水の科学館の展示設備を、来館者等に対し
て解説。

東京都水の科学館 ¥0 Ａ４判、縦サイズ３つ折り

水道局サービス推
進部サービス推進
課広報担当　48-
187
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海外広報担当
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2013 3 英のみ
施設概要（小河内貯水
池）

施設案内を来所者等に対して説明。
施設の設備だけでなく、小河内ダムの歴史
などを冊子にまとめている。

小河内貯水池管理事務
所 ¥0 小冊子:14ページ

小河内貯水池管理
事務所事務担当
Tel0428-86-2211

2014 3 日・英・他 中・韓
施設概要（奥多摩水と
緑のふれあい館）

ふれあい館の展示設備を、来館者等に対し
て解説。

奥多摩 水と緑のふれあ
い館 ¥0 Ａ４判、縦サイズ３つ折り

水道局浄水部管理
課企画総括担当
Tel03-5320-6437

2018 日・英
施設概要（研修・開発
センター）

研修・開発センターの施設概要及び人材育
成・研究開発に係る取組について紹介

研修・開発センター ¥0
日本語版、英語版別々
（A4判、8ページ）

研修・開発センター
研修課03-5483-
3507

2016 3 英のみ

KANAMACHI
PURIFICATION
PLANT
(金町浄水場概要）

浄水場のあらましや、浄水処理の仕組みに
ついて説明。

金町浄水管理事務所 ¥0 Ａ４版冊子：２５ページ

水道局金町浄水管
理事務所庶務課庶
務担当Tel03-5660-
1161

2016 3 英のみ

KANAMACHI
PURIFICATION
PLANT　Leaflet
（金町浄水場概要リーフ
レット）

浄水場のあらましや、浄水処理の仕組みに
ついて説明。

金町浄水管理事務所 ¥0 Ａ４判、縦サイズ３つ折り

水道局金町浄水管
理事務所庶務課庶
務担当Tel03-5660-
1161

2017 3 英のみ
施設概要（朝霞浄水
場）

浄水場のあらましや、浄水処理の仕組みに
ついて説明。

朝霞浄水管理事務所 ¥0 A４版、縦サイズ三つ折り
水道局朝霞浄水管
理事務所庶務担当
℡048-475-3212

2016 12 英のみ
施設概要（三園浄水
場）

浄水場のあらましや、浄水処理の仕組みに
ついて説明。

三園浄水場 ¥0
冊子：英語版
Ａ４：20ページ（表・裏表紙
を含む。）

水道局朝霞浄水管
理事務所三園浄水
場事務担当　5383-
8704
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2018 5 日・英
行ってみよう！！
東京水道名所

東京水道名所の紹介
水道局PR館やイベント
等で適宜配布 ¥0 A５版サイズ：20ページ

水道局経理部管理
課企画担当　48-
422

2010 9 日・英・他 中国語・韓国語

下水道なんでもガイド
～下水道と暮らしの便
利帳～
Sewrage Everything
Guide

下水道の使用方法等の解説書
都庁ほか各下水道事務
所及び水再生センター ¥0 小冊子：30ページ

下水道局総務部広
報サービス課広報
担当　電話5320-
6515　内線51-051

2019 3 日・英
東京都の下水道 2018
Sewerage in Tokyo
2018

東京都下水道局事業の紹介・解説
都庁ほか各下水道事務
所及び水再生センター ¥0 A4版40ページ

下水道局総務部広
報サービス課広報
担当　電話5320-
6515　内線51-051

2018 6 日・英
東京都の教育2018
(Public Education in
Tokyo)

東京都教育委員会の概要、主要事業、教育
課程、児童・生徒・学校等についての統計
データを簡潔にまとめ、東京都の公教育を
紹介

外国からの視察、また外
国へ出張等の際に配布 ¥0

A４判　16ページ
（東京都教育委員会ホー
ムページにも掲載）

教育庁総務部教育
情報課出版担当
内線53-177

2018 9 日・英・他 中国語・韓国語

「平成31年度東京都立高等
学校に入学を希望する皆さ
んへ」

Tokyo Metropolitan High
Schools Guide to
Admissions 2019 Academic
Year

中学３年生とその保護者に都立高等学校の
種類や入試の日程、方法を周知するために
作成し、配布

教育庁都立高校入試相
談コーナー
東京都教育相談セン
ター

¥0

冊子：英語（88ページ）、
中国語（64ページ）、韓国
語（72ページ）
（東京都教育委員会ホー
ムページにも掲載）

教育庁都立学校教
育部高等学校教育
課入学選抜担当
内線53-241
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日・英

①八重洲を歩いてみませんか
Let's take a stroll around Yaesu
②旧江戸城を歩いてみません
か
Let's take a stroll about the
former Edo Castle
③浅草を歩いてみませんか
Let's take a stroll around
Asakusa!
④府中・国分寺を歩いてみませ
んか
Let's take a stroll around Fuchū
&　Kokubunji!
⑤白金高輪を歩いてみません
か
Let's take a stroll around
Shirokane-Takanawa!
⑥新選組ゆかりの地を歩いて
みませんか
Let's take a stroll around the
places associated with
Shinsengumi!
⑦千駄木谷中界隈を歩いてみ
ませんか
Let's take a stroll around
Yanaka-Sendagi!
⑧中世の多摩を歩いてみませ
んか
Let's take a stroll around
Medieval Tama region!
⑨北多摩を歩いてみませんか
Let's take a stroll around North
Tama!
⑩小石川・雑司が谷を歩いてみ
ませんか
Let's take a stroll around
Koishikawa and Zoshigaya!

外国人に対して、東京の文化財の魅力をエ
リアごとに冊子で発信

観光情報センター、都民
情報ルーム、ホテルほ
か

¥0 縦210mm×横100mm

教育庁地域教育支
援部管理課文化財
保護担当　内線53-
832
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2018 5 日・英・他
中国語、韓国・朝
鮮語

外国人児童・生徒相談
案内リーフレット
Counseling and
consultation service
for foreign school
children

都内に在住、在勤、在学する子供の教育に
関わる通訳を介した電話相談及び来所相談
の案内

都内各公立学校、区市
町村教育委員会、教育
庁、子供家庭支援セン
ター、外国人相談機関
等

¥0 ３つ折りのA4版リーフレッ
ト

東京都教育相談セ
ンター
03-3360-4181

2018 10 27 日・英・他
中国語、韓国・朝
鮮語

「東京都立図書館総合
案内」
Tokyo Metropoitan
Library

都立図書館の役割、組織、サービス内容、
施設概要、基本データ等　（毎年度発行）

外国からの視察者、外
国人利用者に配布 ¥0 小冊子：　A4判8ページ

都立中央図書館管
理部企画経営課
03-3442-8451

2018 10 27 日・英・他
中国語、韓国・朝
鮮語

「東京都立中央図書館
利用案内」
Tokyo Metropolitan
Central Library

東京都立中央図書館の利用方法、フロア案
内等　（毎年度発行）

外国人利用者に配布 ¥0
A3判両面　4つ折り

都立中央図書館管
理部企画経営課
03-3442-8451

2018 10 27 日・英・他
中国語、韓国・朝
鮮語

「東京都立多摩図書館
利用案内」
Tokyo Metropolitan
Tama Library

東京都立多摩図書館の利用方法、フロア案
内等　（毎年度発行）

外国人利用者に配布 ¥0 A3判両面　4つ折り
都立中央図書館管
理部企画経営課
03-3442-8451

2015 7 日・英・他 中国語

「東京都立中央図書
館」
TOKYO
METROPOLITAN
CENTRAL LIBRARY

施設概要（写真）、サービス概要、交通アク
セス等

イベント等に来場した外
国人に配布 ¥0 B5判　4ページ

都立中央図書館管
理部企画経営課
03-3442-8451
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2015 2 日・英

大津波からよみがえっ
た郷土の宝ｰ陸前高田
市立図書館郷土資料
の修復展-
被災資料の修復工程
説明資料
Exhibition on Restored
Local Documents of
Rikuzentakata City
Library
Local Treasures
Restored From a Giant
Tsunami

来館する外国人に対して、展示パネル（日
本語）の内容（震災後の資料の救済、修復
工程等）を英語で説明する。

外国からの来館者、外
国人利用者に配布（中
央図書館）

¥0 リーフレット：A３判両名２
つ折り

都立中央図書館
サービス部資料管
理課収書担当　03-
3442-8451（内6112）

2016 12 日・英
おもしろい江戸あたら
しい東京

江戸・東京に関する資料について、館内の
都市・東京情報コーナー及び特別文庫室の
紹介、また、ホームページで江戸・東京デジ
タルミュージアム等の紹介を行う。

外国からの来館者、外
国人利用者に配布（中
央図書館）

¥0

都立中央図書館
サービス部情報
サービス課都市・東
京情報担当　03-
3442-8451（内1301）
042-359-4034

2019 3 21 日・英 日・英併記

東京都立埋蔵文化財
調査センター常設展示
解説冊子、企画展示
解説冊子

常設展示（多摩ニュータウン遺跡の遺物の
展示を主とした通史展示）と企画展示(2019
年度、「ひと×いきもの」）を解説した冊子
(日・英併記）

利用者に配布（館
内）
企画展示解説は、
地域教育支援部管
理課を通じて、都庁
内及び観光案内所
でも配布
WEBページからダ
ウンロード
http://www.tef.or.jp
/maibun/books.jsp

¥0
常設展（A4判16頁及び
PDF）
企画展（A5判16頁及び
PDF）

公益財団法人東京
都スポーツ文化事
業団 東京都埋蔵文
化財センター 広報
学芸担当 042-373-
5296
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2017 3 日・英・他
中国語
韓国語

「労働委員会のてび
き」
「ＧＵＩＤＯ　ＴＯ　ＴＨＥ
ＬＡＢＯＵＲ　ＲＥＬＡＴＩＯ
ＮＳ　ＣＯＭＭＩＳＳＩＯＮ
Ｓ」

労働委員会の制度紹介、申請・申立て方
法、審査の流れ等、手続きを含む制度の詳
細についての説明

窓口 ¥0
Ａ５版
40ページ程度

労働委員会事務局
総務課
55-407

2017 3 日・英・他
中国語
韓国語

「労働組合と使用者と
の紛争の解決をお手
伝いします！」
「We Help to Resolve
Disputes between
Labor Unions and
Employers！」

労働委員会制度の概要を説明 窓口 ¥0 Ａ３　三つ折り
労働委員会事務局
総務課
55-407

2018 3 日・英・他
英語、中国語（簡
体字）、中国語（繁
体字）、韓国語

都議会のはなし
（Outline of the Tokyo
Metropolitan
Assembly）

日本における地方自治制度の概要、都議会
の機能（議案決定のプロセス等）等の紹介

・海外からの来客、海外
出張の際に配付
・都議会議事堂２階PR
コーナーに設置

¥0 Ａ５版、３２ページ
議会局調査部調査
情報課
56-352

2018 10 英・他
英、中、韓、スペイ
ン

犯罪・トラブルから身を
守る術

訪日外国人旅行者等が都内で犯罪被害に
遭わない心構えのほか、母国との文化や習
慣の違いから犯罪者と鳴らないための留意
点について情報発信を行うもの。

各警察署、羽田空港、ホ
テル・旅館等 ¥0

平成３０年度１２万部印
刷、平成３１年度１２万部
印刷予定
Ａ３、観音折り

警視庁生活安全部
生活安全総務課生
活安全対策第二係
03-3581-4321

2019 3 日・英・他 英・中・韓
被害にあわれた方へ
(To the Victims of
Crimes)

身体犯用被害者の手引き 各警察署等 ¥0
毎年実施しているもの。
A5、52ページ（英語版）、
48ページ（中国語版、韓
国語版）

警視庁総務部企画
課犯罪被害者支援
室
03-3581-4321

2019 3 日・英・他 英・中・韓

交通事故にあわれた
方へ
(To the Victims of
Traffic Accidennts)

交通事故用被害者の手引き 各警察署等 ¥0
毎年実施しているもの。
A5、56ページ（英語版）、
52ページ（中国語版、韓
国語版）

警視庁総務部企画
課犯罪被害者支援
室
03-3581-4321
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2017 12 1 日・英・他 英・中・韓

地震の時はこうしよう
(HOW TO PREPARE AND
RESPOND TO A MAJOR
EARTHQUAKE!)

震災に対する備え、発生時の対処方法、連
絡先等の手引き

各種訓練や講演会等で
配布 ¥0

毎年実施しているもの。
A4、24ページ

警視庁警備部災害
対策課
03-3581-4321

2018 2 日・英
グラフ警視庁
(TOKYO Metropolitan
Police Department）

「グラフ警視庁２０１７」を作成し、警視庁の
活動全般について写真を多用し紹介

警視庁（広報課） ¥0
毎年継続している事業
A4、36ページ
2,500部発行

警視庁総務部広報
課広報第三係
03-3581-4321

2018 日・英
警視庁交通管制セン
ター（TRAFFIC
CONTROL CENTER)

見学者に対し、説明の参考資料として配布 見学時に配布 ¥0
毎年作成している。
A5、観音開き

警視庁交通部交通
管制課
03-3581-4321

2018 日・英
東京の消防
FIRE SERVICE IN
TOKYO

都民生活の安全・安心の確保と高度防災都
市の実現に向けた消防行政を展開するため
に、東京消防庁重点施策を始め、当庁の組
織や業務内容について紹介

東京消防庁本部庁舎、
消防署所 ¥0 冊子本体：A4 38ページ

東京消防庁企画調
整部広報課広報係
(03-3212-2111 内
線2306)

2018 9 日・英・他
中国語、ハング
ル、タイ語、フィリ
ピノ語

消防１１９
Emergency
Preparedness

都内在住外国人が安心して日常生活を営
めるように、119番通報要領、初期消火要領
及び応急手当要領などについて、英語を始
めとする5言語で紹介

東京消防庁本部庁舎、
消防署所 ¥0 冊子本体：A4 １８ページ

東京消防庁企画調
整部広報課広報係
(03-3212-2111 内
線2306)

2018 1 英のみ Annual Report 2018
東京消防庁の組織、業務概要について写
真、統計資料も使って紹介

総務課国際業務係、都
民情報ルーム
http://www.tfd.metro.to
kyo.jp/eng/index.html

¥0
東京消防庁総務部
総務課国際業務係
(03-3212-2111 内
線2587)

2018 9 日・英
消防技術安全所
Fire Technology and
Safety Laboratory

消防技術安全所の事業概要を冊子にまとめ
たもの。

消防技術安全所で配布 ¥0
Ａ４、６ページ、日本語に
英訳付

東京消防庁消防技
術安全所消防技術
課消防技術係(03-
3466-1515 内線
6347)
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2018 9 日・英

消防技術安全所報 54
号
REPORT OF FIRE
TECHNOLOGY AND
SAFETY
LABORATORY　2016

消防技術安全所で毎年実施する技術改良
検証等の成果をまとめたもの。目次、各検
証の概要文のみ英語対応。

配置場所
消防技術安全所
伝達方法
http//www.tfd.metro.tok
yo.jp/hp-
gijyutuka/report.html
航空便で配布

¥0
Ａ４約１８０ページ、（内目
次、概要文の合わせて約
１５ページほどが英語）
海外送付先、７か所

東京消防庁消防技
術安全所消防技術
課消防技術係(03-
3466-1515 内線
6347)

2018 Ｑ2 日・英
防災館紹介パンフレッ
ト（３館合同）
BOSAI-KAN

都内３か所の防災館の案内用パンフレット。
日本語と英語で併記してあり、日本語を読
めない外国人に対応している。

各防災館 ¥0
日本語・英語併記、５,７０
０部を発行、Ａ４版１５ペー
ジ

東京消防庁防災部
防災安全課地域防
災係(03-3212-2111
内線4228)

2018 Ｑ2 日・英・他 中国語、韓国語

池袋防災館紹介リーフ
レット
Ikebukuro Life Safety
Learning Center

池袋防災館の案内用リーフレット。日本語版
とは別に、英語、中国語、韓国語の３か国語
併記版を作成し、外国人利用者に対応して
いる。

各防災館、消防署等 ¥0
英語・中国語・韓国語併
記、初版10,000部（必要に
応じて増刷）
210mm×396mm, 4つ折り

東京消防庁防災部
防災安全課地域防
災係(03-3212-2111
内線4228)

2018 Ｑ2 日・英
本所防災館紹介リーフ
レット
HONJO BOSAIKAN

本所防災館の案内用リーフレット。日本語版
とは別に、英語版を作成し、外国人利用者
に対応している。

各防災館、消防署等 ¥0
英語版、初版10,000部（必
要に応じて増刷）
210mm×396mm, 4つ折り

東京消防庁防災部
防災安全課地域防
災係(03-3212-2111
内線4228)

2018 Ｑ2 日・英

立川防災館紹介リーフ
レット
TACHIKAWA
BOSAIKAN

立川防災館の案内用リーフレット。日本語と
英語の併記で作成し、外国人利用者に対応
している。

各防災館、消防署等 ¥0
日本語・英語併記、初版
40,000部（必要に応じて増
刷）
210mm×396mm, 4つ折り

東京消防庁防災部
防災安全課地域防
災係(03-3212-2111
内線4228)

2018 日・英・他 中国語、韓国語

池袋防災館　ご利用案
内
Guide to Ikebukuro
Bosaikan, Tokyo Fire
Department

池袋防災館を利用する上での注意事項や、
体験コーナーの説明及び注意事項が記載さ
れたリーフレット。日本語版とは別に、英語
版、中国語版及び韓国語版を作成し、外国
人利用者に対応している。

池袋防災館 ¥0
英語版、中国語版、韓国
語版、初版各5,000部（必
要に応じて増刷）、Ａ５サ
イズ両面１ページ

東京消防庁防災部
防災安全課地域防
災係(03-3212-2111
内線4228)
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2018 日・英・他 中国語、韓国語

池袋防災館　防災体
験のしおり
Ikebukuro Life Safety
Learning Senter -
Disaster prevention
training guidelines -

池袋防災館で実施している防災体験ツアー
について説明するリーフレット。日本語版と
は別に、英語版、中国語版及び韓国語版を
作成し、外国人利用者に対応している。

池袋防災館 ¥0
英語版、中国語版、韓国
語版、初版各5,000部（必
要に応じて増刷）、

東京消防庁防災部
防災安全課地域防
災係(03-3212-2111
内線4228)

2018 6 日・英
消防防災資料センター
（消防博物館）
FIRE MUSEUM

消防防災資料センター（消防博物館）の案
内用リーフレット。日本語と英語の併記で作
成し、外国人利用者に対応している。

来館外国人等 ¥0
210㎜×492㎜、変形５つ
折り
日本語・英語併記、65,000
部

東京消防庁消防防
災資料センター消
防博物館(03-3353-
9119)

2017 10 日・英

業務紹介「東京消防庁
の震災対策」
EARTHQUAKE
PREPAEEDNESS OF
THE TOKYO FIRE
DEPARTMENT

来庁する外国人消防関係者等に当庁の震
災対策を紹介

本部庁舎 ¥0 Ａ４、32ページ（表紙、裏
表紙含む）

東京消防庁防災部
震災対策課震災対
策係(03-3212-2111
内線3965)

2018 2 英・他
英語、中国語、ハ
ングル、タイ語、
フィリピノ語

SAFE  CITY　TOKYO
外国人旅行者向けの１１９番通報の方
法、防災に関する情報、建物の安全情
報等のお知らせ

東京消防庁本部庁
舎、都内観光所、宿
泊施設

¥0
210㎜×495㎜、変形５つ
折り

東京消防庁企画調
整部広報課広報係
(03-3212-2111 内
線2306)
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