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Dear colleagues,
We are sending you Vol. 6 of Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP, the email newsletter
issued by the International Affairs Division of the Tokyo Metropolitan Government.
Today’s contents:
(1) Governor Koike speaks at the Pritzker Forum on Global Cities via video message
(June 10)
(2) Information related to the Tokyo 2020 Games
①Tokyo 2020 Test Events
②Initiatives to promote diversity
Ⅰ The concept for the Tokyo 2020 Games and TMG initiatives
Ⅱ Diversity related article featured in TOKYO UPDATES
③Request regarding Tokyo Media Center (TMC) registration

(1) Governor Koike speaks at the Pritzker Forum on Global Cities via video message
A video message by Governor Koike was presented at the Pritzker Forum on Global Cities: The PostCOVID City, an online event organized by the Chicago Council on Global Affairs and the Financial Times.
The governor explained that the Tokyo Metropolitan Government（TMG）is advancing initiatives in support
of a “sustainable recovery” from the COVID-19 crisis, which seeks to achieve sustainable economic growth
while responding to climate change . As an example of such initiatives, Tokyo is currently advancing
measures to confront the climate crisis under the banner “Time to Act.” The governor also noted that the
TMG will work to make Tokyo a resilient city that generates new value as it responds flexibly to change.
The message can be viewed using the links below. (The same video content is shown on both sites.)
Event site : https://www.globalcitiesforum.org/post-covid-city
Chicago Council on Global Affairs YouTube channel : https://www.youtube.com/watch?v=f_FZAOBiUVM
*Governor Koike’s speech starts 1 hour 41 minutes and 46 seconds into the video.

(2) Information related to the Tokyo 2020 Games
There is now just one month to go to the long awaited Olympic Games Tokyo 2020. Tokyo will continue to
advance preparations in cooperation with the Organising Committee, national government, IOC, IPC, and all

stakeholders to deliver a safe and secure Games.
① Tokyo 2020 Test Events
In preparation for the Games, Tokyo 2020 Test Events were held during April and May to test event
operations, technology, and systems for the provision of health care, including COVID-19 handling.
Athletes from overseas also participated in the volleyball, diving, marathon, and athletics events.
Measures taken at test events included giving PCR tests to all athletes, checking the body temperature
of everyone at the venue, and placing hand sanitizer at various locations throughout the venue. Based
on these tests, we will raise the effectiveness of infection prevention measures and steadily proceed
with final preparations for the Games.
Tokyo 2020 Organising Committee website: https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/testevents/
② Initiatives to promote diversity
Ⅰ The concept for the Tokyo 2020 Games and TMG initiatives
As one of its core visions, the Tokyo 2020 Games aim to realize “Unity in Diversity” by “knowing
differences and showing differences” to create a society where mutual understanding and respect
are cultivated, enabling every member of society to fully demonstrate their respective abilities.
For more information on the Tokyo 2020 Games vision and to view an image video, please click
on the following link.
Tokyo 2020 Organising Committee website: https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/diversityinclusion/

The TMG has also produced a booklet on its initiatives and efforts aimed at making the Games
vision a reality. Please use the following link to view the booklet.
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/hokanko/upload/item/oli-para-jinken2021_en.pdf
Ⅱ Diversity related article featured in TOKYO UPDATES
In Tokyo, intercultural exchange is also taking place at the community level. An example of such
exchange is presented in a recent TOKYO UPDATES article on an Indian international school
located in Tokyo’s Edogawa-ku.
Embracing Diversity in Education: A School Offering Indian Curriculum in Tokyo | TOKYO
Community Vol. 2
https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/post-232/
③ Request regarding Tokyo Media Center (TMC) registration
* This notification mainly concerns the media. Please share it with anyone you may know in the press
or media industry.

The TMG has established the Tokyo Media Center (TMC) to support the activities of the press and
members of the media from Japan and abroad covering the Tokyo 2020 Games. The TMC will provide
the global media with a variety of information and services online in Japanese and English free of
charge. Please share the attached press release with anyone you may know in the media industry and
support the Tokyo 2020 Games.
To use the TMC service, members of the media are required to register. For details on services
available and how to register, please see the press release.
Tokyo Media Center website:

https://tokyo.mediacenter.jp/
(Members of the media can register on this site.)

Please check out the social media accounts managed by TMG.
（The TMG International PR Team）Twitter、 Facebook、 YouTube、 Instagram
（TOKYO UPDATES）Twitter、 Facebook
You can view previous issues of Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP here.

International Affairs Division
Office of the Governor for Policy Planning, Tokyo Metropolitan Government
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/diplomacy/
This mail is sent to colleagues who have exchanged contact details with us in the past.
If you do not wish to receive this newsletter, please inform us by email.
If you would like to have it sent to another email address, or would like to add another email address,
please also inform us by email.

June 14, 2021
Tokyo Media Center

Announcing the Opening of Registration for the Tokyo Media Center
for the Upcoming Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020
The Tokyo Metropolitan Government (TMG) is preparing its Tokyo Media Center (TMC) for full operation to
welcome and support the global press with their coverage during the Olympic and Paralympic Games Tokyo
2020.
Due to the postponement of the opening of the Tokyo 2020 Games, TMC website services were halted but
will now resume website operations starting today. TMC will provide a variety of online information and
support to the press in Japan and around the world in providing media coverage regardless of time or
location. The physical facility, located in the Yurakucho area of Tokyo, will open on Wednesday, July 21 and
will provide workspaces and lounges primarily for members of the media who do not have accreditation for
the Tokyo 2020 Games.

Media registration is required in order to use TMC services. We look forward to your participation.

1. Media Registration
STEP 1

First, please submit your name and email for Account Registration with the link
below.
URL: https://tokyo.mediacenter.jp/?modal=register

STEP 2

After completing Account Registration, please register your ID and proof of
employment with the Accreditation Application form via the link below.
URL: https://tokyo.mediacenter.jp/login/

Important Notes
- TMC Accreditation granted by the TMG is different from official accreditation for the Tokyo 2020
Games*.
- Even with TMC Accreditation, you are not allowed to access the Main Press Centre (MPC), International
Broadcast Centre (IBC) in Tokyo Big Sight nor the competition venues security areas established by the
Tokyo 2020 Organising Committee. In order to enter the MPC, IBC and competition venues as a member
of the media, you must have Tokyo 2020 Games press and photographer accreditation.
- Even if you are member of the media with accreditation for the Tokyo 2020 Games, TMC media
registration (Account Registration and Accreditation Application) is still required to use the TMC. In
addition, please act in accordance with the Tokyo 2020 Games Playbook (official rule book).
- Depending on the results of the evaluation of your application, your Accreditation Application for the
TMC may not be approved. We thank you in advance for your understanding.
*About Applications for Tokyo 2020 Games Accreditation
Accreditation applications for the Tokyo 2020 Games will be distributed by the International Olympic Committee (IOC) or
the International Paralympic Committee (IPC) to National Olympic Committees (NOCs) and National Paralympic
Committees (NPCs) in their respective country or region.
- For members of press outlets which are headquartered outside of Japan: please contact the NOC or NPC of your
respective country
- For members of press outlets headquartered in Japan: applications for accreditation have already closed

2. Services
TMC provides the below-listed complimentary services in both English and Japanese.
Updates regarding the services available will be posted on the TMC website and TMC will also notify those who
have already registered online via e-mail.
* Service details are subject to change

Services provided online
1) Distribution of articles that detail TMG policies as well as introducing Tokyo’s attractions
2) Photo and video materials for secondary use
3) Fact sheets, statistics, and other data
4) Information on press events
5) Briefings from a variety of speakers, including Governor of Tokyo, KOIKE Yuriko
6) Responses to inquiries regarding media coverage
*Services 1)-4) will be available from Monday, June 14, services 5)-6) will become available in July
*Content will continually be added to each section

TMC facility information
1) Available services
• Provision of workspace environment with exclusive Wi-Fi access
• Distribution of media kits (including TMG-related giveaway items), etc.
*Briefings and responses to inquiries will only be handled online

2) Facility Operating Dates and Times
Time Period:

July 21, 2021 (Wednesday) to August 9 (Monday),
August 23 (Monday) to September 5 (Sunday)
Operating Hours: 8:00 am to 10:00 pm (planned)

3) Access
Tokyo Sports Square, 2nd and 3rd Floor (address: Marunouchi 3-8-3, Chiyoda-ku, Tokyo）
1 minute walk from JR Yurakucho Station and Tokyo Metro Yurakucho Station

3. Inquiries
▮ Regarding Media Registration
Tokyo Media Center Management Office
Email：inquiry@tokyo.mediacenter.jp

▮ Other Inquiries Regarding the TMC
Tokyo 2020 Media Center,
Policy Coordination Section, Policy Coordination Division,
Office of the Governor for Policy Planning, Tokyo Metropolitan Government
Email: tokyo_media_center@section.metro.tokyo.jp

TOKYO UPDATES
TMG launched a new media platform to show the world the ever-changing face of Tokyo now and the future.
This platform will feature content such as articles which focus on the attractions of Tokyo
and the people who live, study, and work in the city. Please be sure to check it out.
https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/
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皆様
東京都外務部の email newsletter, Tokyo Metropolitan Government: WHAT’S UP 第６号をお
送りします。

Today’s contents:
（1）プリツカ―フォーラム・オン・グローバル・シティズ（6/10）において知事メッセージを
配信
（2）東京 2020 大会関係情報の紹介
①大会に向けたテストイベントの実施
②ダイバーシティへの取組
Ⅰ東京 2020 大会のコンセプト及び都の取組方針
ⅡTOKYO UPDATES よりダイバーシティ関連記事の紹介
③東京都メディアセンター（TMC）メディア登録への協力依頼について

（1）プリツカ―フォーラム・オン・グローバル・シティズ（６/10）において知事メッセージを配信
シカゴ・カウンシル・オン・グローバル・アフェアーズとフィナンシャル・タイムズの共催によ
るオンラインイベント「プリツカーフォーラム・オン・グローバル・シティズ「コロナ後の都
市」）において、知事のメッセージが配信されました。知事は、東京都は、コロナ禍を乗り越え、
その先の持続可能な経済成長を目指す「サステナブル・リカバリー」の取組を進めていることや今
こそ行動する時として、「TIME TO ACT」を合言葉に気候危機に立ち向かうこと、また、変化に対
し柔軟に対応しながら、新しい価値を創り出すレジリエント（強靭）な東京の実現を築いていくこ
とについて述べました。
メッセージは、以下のリンクから視聴可能です（以下リンク内の動画は同じものです）。
イベントページ ：https://www.globalcitiesforum.org/post-covid-city
Youtube channel ：https://www.youtube.com/watch?v=f_FZAOBiUVM
※小池知事の発言は、１時間 41 分 46 秒よりご覧いただけます。

（2）東京 2020 大会関係情報の紹介
東京 2020 オリンピック大会の開催まで、いよいよ残り１か月となりました。組織委員会、国 、IOC
や IPC をはじめ関係機関と連携し、安心・安全な大会をお届けできるよう、引き続き準備を進 めてい
きます。
① 大会に向けたテストイベントの実施
大会の成功に向けて、４月から５月にかけて東京２０２０テストイベントを実施し、競 技運営、
テクノロジー、新型コロナウイルス感染症への対応を含む医療体制について検証を行い まし た。
バレーボール、飛込、マラソン、陸上競技では・海外選手も参加しています。テストイベント では、

選手全員の PCR 検査の実施、入場者の検温の実施、館内各所の手指消毒液の設置等を 実施し まし
た。これらの実証を踏まえながら、感染症対策の実効性を高め、準備の総仕上げを確実 に行っ てい
きます。
テストイベントの詳細については、以下のリンク先をご覧ください。
大会組織委員会 HP：https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/testevents/

② ダイバーシティへの取組
Ⅰ 東京 2020 大会のコンセプト及び都の取組方針
東京 2020 大会 は、「違いを知り、違いを見せる」ことで、誰もがお互いを理解し 、尊重 す
ることで、それぞれの能力を最大限に発揮できる「多様性と調和」の実現を大会ビジョン の一
つとしています。
東京 2020 大会のビジョンやイメージビデオを是非ご覧ください。
大会組織委員会 HP：https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/diversity-inclusion/
また、大会のビジョンを具現化するための都の取組方針などをまとめた冊子を作成 してい ま
す。
https://www.soumu.metro.tokyo.lg.jp/10jinken/hokanko/upload/item/oli-parajinken2021_en.pdf
Ⅱ

TOKYO UPDATES よりダイバーシティ関連記事の紹介
東京ではコミュニティレベルでも多文化交流が行われています。TOKYO UPDATES 掲載記事の
中から、江戸川区にあるインドのインターナショナルスクールを取り上げた記事を 紹 介 しま
す。
Embracing Diversity in Education: A School Offering Indian Curriculum in Tokyo |
TOKYO Community Vol. 2
https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/post-232/

③ 東京都メディアセンター（TMC）メディア登録への協力依頼について
※本件は、メディア向けの案内です。お知り合いのメディア関係者への情報提供を お願い いた
します。
東京都は、東京都 2020 大会期間中に国内外の報道関係者の取材活動を支援するため、T MC を開
設します。世界のメディアに対し、オンラインにて様々な情報・サービスを日本語及び英 語にて、
無料で提供します。是非、添付のプレスリリースをメディア関係者へ展開いただき、東京 2020 大
会を応援してください。
なお、TMC のサービスを利用するには、メディア登録が必要です。利用できるサー ビスや 登録
方法などの詳細は添付のプレスリリース文をご確認ください。
TMC のサイト：https://tokyo.mediacenter.jp/（こちらからメディア登録が出来ます。）

東京都の各種 SNS もぜひご覧ください。
（海外広報担当）

Twitter、 Facebook、 YouTube、 Instagram

（TOKYO UPDATES）Twitter、 Facebook

Tokyo Metropolitan Government WHAT’S UP のバックナンバーはこちらでご覧ください。
東京都政策企画局外務部
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/diplomacy/
このメールは、連絡先を交換させていただいた方々へお送りしております。
今後、メールの送付を希望されない方はお手数ですが、返信メールにてご連絡ください。
送付先の追加をご希望の場合も、返信をお願いいたします。

2021年6月14日
東京都メディアセンター

東京2020大会に向けて
東京都メディアセンターのメディア登録受付を再開
東京都は、東京2020大会期間中に国内外の報道関係者の取材活動を支援するため、東京都メディ
アセンター（Tokyo Media Center、以下「TMC」）を開設します。
TMCでは大会延期に伴いサービスを休止していましたが、大会開催に向けて、まず、本日から
ウェブサイトを再開します。世界のメディアに対しオンラインで様々な情報・サービスを提供し、
「時間や場所にとらわれない取材支援」に努めます。7月21日（水）には施設（東京・有楽町）を

オープンし、東京2020大会のアクレディテーションを保有していないメディアの皆様を中心にワー
クスペースやラウンジを提供します。
TMCのサービスを利用するには、メディア登録が必要です。皆様の登録をお待ちしています。

１

メディア登録
STEP 1

まずは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/

留意事項
- 東京都メディアセンターによるTMC利用許可と、東京2020大会のアクレディテーション*は
異なります。
- TMCの利用許可で、東京2020組織委員会により設置されるメインプレスセンター（MPC）、
国際放送センター（IBC）や、大会競技会場セキュリティエリア内に入ることはできません。
MPC、IBC及び大会競技会場のプレスエリアにメディアとして入場するためには、東京2020
大会 プレス＆フォトグラファーのアクレディテーションが必要です。
- 東京2020大会のアクレディテーションを取得したメディアであっても、TMCを利用するため
には別途、TMCのメディア登録（サイト利用登録及び利用許可申請）が必要です。なお、東
京2020大会のアクレディテーション保有メディアは、東京2020大会のプレイブック（ルール
ブック）に従って行動してください。

- 審査の結果、 TMC利用許可申請が承認されない場合もあります。あらかじめご了承ください。

＊東京2020大会のアクレディテーション申請について
東京2020大会のアクレディテーション申請は、国際オリンピック委員会（IOC）又は国際パラ
リンピック委員会（IPC）からそれぞれ各国・地域の国内オリンピック委員会（NOC）、国内
パラリンピック委員会（NPC）に配分されます。
日本国外に本社がある報道関係の方：本社所在国のNOC又はNPCへ直接お問い合わせください。
日本国内に本社がある報道関係の方：日本国内での申請は既に締め切られています。

２

サービス詳細
TMCは以下のサービスを日本語と英語で提供し、無料でご利用いただけます。サービス
の詳細は今後、ウェブサイトに掲載するほか、ご登録いただいた方にはメールでもご案内
していきます。
※サービス詳細については変更となる可能性があります。

オンラインによるサービス
①

東京都の施策や魅力を伝える記事の配信

②

二次利用可能な写真・映像の素材提供

③

ファクトデータの提供

④

プレス向けイベントの案内

⑤

都知事のほか、多様な有識者によるブリーフィングの開催

⑥

取材に関する問合せ対応

※ ①~④は6月14日（月）から、⑤・⑥は7月以降に開始。

※ コンテンツは順次充実させていきます。

施設におけるサービス
（１）サービスの内容
• ワークスペース（作業環境）の提供
• メディアキット（東京都のグッズ等）の配布

など

施設内では会員向け専用Wi-Fiをご利用いただけます。
※ブリーフィング開催、取材に関する問合せ対応はオンラインのみとなります。

（２）施設開館日程
期間：2021年7月21日（水）～8月9日（月）、8月23日（月）～9月5日（日）
時間：午前８時～午後10時（予定）

（３）アクセス
東京スポーツスクエア2階・3階（住所：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

３

問合せ先
▮ メディア登録に関すること
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
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課長
電話：03-5388-2202（直通）

堀

