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Dear colleagues, 

 

We are sending you Vol.8 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)Tokyo 2020 Games related information 

①A video “Tokyo Stands Up to the Challenges of a Post-COVID World” 

②Showcasing a sustainable society 

③A video message by Governor Koike released on the Tokyo Media Center (TMC) website 

and exclusive TMC services for registered members. 

(2) TOKYO UPDATES sports related articles 
 
 

 

(1)Tokyo 2020 Games related information 

There is only one week to go to the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020. The following information 

pertains to the Tokyo 2020 Games 

 

① A video“Tokyo Stands Up to the Challenges of a Post-COVID World” 

To protect people from COVID-19, the TMG has been implementing a variety of strategic measures, 

including the COVID-19 safety sticker program and initiatives to inform the public about avoiding the 

“three Cs.” In the following video, Governor Koike introduces various aspects of Tokyo, including 

measures taken by the TMG to counter the spread of COVID-19. Please take a look. 

     

https://www.youtube.com/watch?v=-Wtzs4yFyus&t=1s 

 

② Showcasing a sustainable society 

Under the sustainability concept of the Tokyo 2020 Games "Be better, together - For the planet and the 

people," we will show Japan and the world a model for resolving challenges to realizing a sustainable 

society through initiatives such as using metals “mined” from cell phones and other small electronic 

devices to produce the medals for the Games and creating the victory ceremony podiums from recycled 

plastic. 

 

For further information on Tokyo 2020 Games sustainability initiatives, please click on the following link. 

 

https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/sustainability/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-Wtzs4yFyus&t=1s
https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/medals-project/
https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/medals-project/
https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/victory-ceremony/podium
https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/victory-ceremony/podium
https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/sustainability/


③ A video message by Governor Koike released on the Tokyo Media Center (TMC) website and 

exclusive TMC services for registered members. 

* This notification mainly concerns the media. Please share it with anyone you may know in the press 

or media industry. 

 

During the Tokyo 2020 Games, the Tokyo Media Center (TMC) will support the activities of the press 

and members of the Japanese and foreign media. TMC will provide a variety of services exclusively to 

registered members, including daily TMC email updates containing Games-related information and 

COVID-19 updates, the TMC Online Briefing, a daily video featuring information from the TMG, and the 

online concierge service, which will respond to questions and consultations from registered members. 

The TMC looks forward to receiving registrations from members of the media. For details, please see 

the attached press release. 

 

Tokyo Media Center website: https://tokyo.mediacenter.jp/?modal=register (Members of the media can 

register on this site.) 

 

Governor Koike’s welcome message to the media is available on the TMC website at the following link: 

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

                                                                             

 

 

(2) TOKYO UPDATES sports related articles 

- Sports journalist Roy Tomizawa pens an article on the challenges to and significance of hosting the 

Tokyo 2020 Games, the inspiration they will bring to the world, and the dream of the world coming 

together once again. 

The Challenge and Significance of Tokyo2020 

 

-“The purpose and main draw of the Games is, of course, the athletic contests. But because it's a 

truly worldwide event in which most nations participate and anyone with a device can watch, it's also 

a rare chance for us to collectively step back and reflect on important global questions and 

challenges,” writes former Washington Post staff writer William Powers. 

Making AI Good for Humanity by William Powers 

 

 

 

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. 

 

https://tokyo.mediacenter.jp/?modal=register
https://tokyo.mediacenter.jp/about/
https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/post-292/
https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/post-296/
https://twitter.com/Tokyo_gov
https://www.facebook.com/TokyoGov/
https://www.youtube.com/channel/UCCfgVNWo4kogGJGcb2nG-Hw
https://www.instagram.com/tokyo_gov/
https://twitter.com/TokyoupdatesE
https://www.facebook.com/tokyoupdatesen/
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/diplomacy/other-diplomacy/tokyo-metropolitan-government-whats-up.html


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. 

 

 

https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/diplomacy/


 

July 5, 2021 

Tokyo Media Center 

 

Eighteen days to the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 
Accepting media registrations for the Tokyo Media Center 

Register now! 

With the Olympic Games just 18 days away, Tokyo Governor Koike Yuriko sent a video message to the world's media 
inviting them to the Tokyo Media Center (TMC) provided by the Tokyo Metropolitan Government. TMC offers services 
not only for members of the press coming to Tokyo but also those working from their home countries, a great 
opportunity to cover the Games and the City online no matter how far away. Registration is required for full use of 
member services. Do not miss the opportunity to receive regular full online updates about what’s happening in Tokyo 
during the Games! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Video invitation from Koike Yuriko, Governor of Tokyo 
https://tokyo.mediacenter.jp/about/  

Register Now! 
1) Access TMC’s registration page at https://tokyo.mediacenter.jp/?modal=register 
2) Submit your name and email for Account Registration. 
3) Register your ID and proof of employment with the Accreditation Application at 

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

Benefits of TMC Online Service 
1) TMC Web will be your home for various information during the Games, including photos, videos, 

data regarding Tokyo and more. 

2) TMC Newsletters will update you twice a day with what’s happening in Tokyo during the Games. 

3) TMC Briefings will live-stream daily briefings from the Tokyo Metropolitan Government. You can cast 
questions to the officials. They are scheduled from 12:30 pm to 1:00 pm, Japan Standard Time (JST), from July 
23 to August 8 and from August 24 to September 5, 2021. 

4) TMC Talks will video-stream daily live presentations and recorded messages by Governor Koike and/or global 
leaders from various fields such as sports, culture and urban development. The main theme will be the future 
of Tokyo. You can cast questions to speakers via online tools. More details about TMC Talks will be announced 
soon. They are scheduled from 2:00 pm to 2:40 pm, JST, from July 21 to August 8 and from August 23 to 
September 5, 2021. 

5) TMC Online Concierge will answer your questions and provide consultations about Tokyo-related coverage 
and photography. It will be available between 8:00 am and 10:00 pm, JST, from July 21 to August 8 and from 
August 23 to September 5, 2021. 

We are looking forward to serving you soon! 

Account Registration

Accreditation Application



 

About the Tokyo Media Center (TMC) 
The Tokyo Media Center (TMC) has been set up by the Tokyo Metropolitan Government to serve as a media 
coverage base for domestic and international media during the Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020. TMC 
provides information related to the host city Tokyo as well as the Tokyo 2020 Games. It is totally separate from 
the Main Press Centre (MPC) and International Broadcast Centre (IBC), which are operated by the Tokyo 2020 
Organising Committee. 
▮ Website 

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

▮ Facilities 
Date and Time of Opening:  

Wednesday, July 21, 2021 to Monday, August 9, 8:00 am to 10:00 pm, JST 

Monday, August 23, 2021 to Sunday, September 5, 8:00 am to 10:00 pm, JST 

* A pre-opening is scheduled on Monday, July 19 and Tuesday, July 20. The details will be announced separately. 

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 

  Services: Workspace and lounge  
Approximately 120 seats available to create a work environment for journalists.  
A drink corner offering refreshments will also be provided. 

Information Desk  
Staff will respond to inquiries regarding facilities usage. Upon first entrance, guests will receive a 
media kit which includes complimentary Tokyo-related giveaways. 

Japan Showcase  
The Japan National Tourism Organization (JNTO) will have booths to promote Japan’s various 
regions and traditional culture. 

Japanese Liquors Booth  
The National Tax Agency (NTA) will have a booth to introduce Japanese liquors. 

Internet Connection  
Wi-fi available for use by registered members. 

* Detailed information such as COVID-19 countermeasures and how to enter the facilities will be periodically updated on the 

TMC website and TMC Briefings. 

Inquiries 
▮ About Media Center 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 
Tokyo Metropolitan Government (TMG) launched a new media platform to show the world the ever-changing face of 
Tokyo now and the future in May 2021. This platform features 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. 
URL: 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８号をお

送りします。 

 

Today’s contents: 

（1）東京 2020 大会関連情報の紹介 

①動画“Tokyo Stands Up to the Challenges of a Post-COVID World” の紹介 

②持続可能な社会のショーケース（Showcasing a sustainable society） 

③小池都知事のメディアの皆様へのビデオメッセージを公開及び TMC 限定ウェブペー 

ジ開設について 

（2）TOKYO UPDATES よりスポーツ関連記事の紹介 

 

 

（1）東京 2020大会関連情報の紹介 

東京 2020 オリンピック大会の開催までいよいよ残り 1 週間となりました。東京 2020 大会関連の

情報を紹介いたします。 

 

①  動画“Tokyo Stands Up to the Challenges of a Post-COVID World” の紹介 

     東京都はコロナウイルスから人々を守るため、虹のステッカーの取組や３密を避ける取組の周 

知を含めた様々な戦略的措置を講じています。都が行うコロナ対策も含めて、小池知事自ら東京

を紹介している動画をぜひご覧ください。 

  

  https://www.youtube.com/watch?v=-Wtzs4yFyus&t=1s 

 

②  持続可能な社会のショーケース（Showcasing a sustainable society） 

東京 2020 大会は「Be better, together より良い未来へ、ともに進もう。」を持続可能性の 

コンセプトとし、携帯電話等から回収した金属によるメダルの製作や使用済みプラスチックに

よる表彰台の製作等の取組を通じ、持続可能な社会の実現に向けて、課題解決のモデルを国内外

に示していきます。 

 

なお、大会の持続可能性の取組の詳細は、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/sustainability/ 

 

   ③  小池都知事のメディアの皆様へのビデオメッセージを公開及び TMC 限定ウェブページ開設に

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

参考訳 

https://www.youtube.com/watch?v=-Wtzs4yFyus&t=1s
https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/medals-project/
https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/victory-ceremony/podium
https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/victory-ceremony/podium
https://olympics.com/tokyo-2020/en/games/sustainability/


します。 

   

東京 2020 大会期間中、TMC は国内外の報道関係者の取材活動を支援いたします。大会関連情報

や新型コロナ速報などを毎日お届けする“TMC メール”、東京都からの情報を毎日動画でお知ら

せする“TMC オンラインブリーフィング”、登録メディアの皆様からの質問や相談にお答えする

“オンラインコンシェルジュ”等、登録会員限定で多様なサービスを提供します。メディアの皆

様の登録をお待ちしています。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/?modal=register（こちらから登録が出来ます。） 

 

また、小池知事によるメディアの皆様への歓迎メッセージも公開しておりますのでご覧くださ 

い。 

 

TMC のサイト:https://tokyo.mediacenter.jp/about/ 

 

 

 

(2) TOKYO UPDATES よりスポーツ関連記事の紹介 

Ⅰ オリンピック、パラリンピックの課題と開催意義, 大会が世界に与えるインスピレーション、再 

び世界を一つにするという夢を、スポーツジャーナリスト ロイ・トミザワ氏が語る。 

   

The Challenge and Significance of Tokyo2020 

Ⅱ オリンピックの目的と魅力はもちろん競技である。しかしまた、デバイスを持つ人なら誰でも

見られる世界規模のイベントであり、私たちが寄り集まって世界の重要な課題を熟考できる稀

な機会でもある。元ワシントンポスト記者パワーズ氏の寄稿。 

   Making AI Good for Humanity by William Powers 

 

 

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。 

https://tokyo.mediacenter.jp/?modal=register（こちらからメディア登
https://tokyo.mediacenter.jp/about/
https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/post-292/
https://www.tokyoupdates.metro.tokyo.lg.jp/en/post-296/
https://twitter.com/Tokyo_gov
https://www.facebook.com/TokyoGov/
https://www.youtube.com/channel/UCCfgVNWo4kogGJGcb2nG-Hw
https://www.instagram.com/tokyo_gov/
https://twitter.com/TokyoupdatesE
https://www.facebook.com/tokyoupdatesen/
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/diplomacy/other-diplomacy/tokyo-metropolitan-government-whats-up.html
https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/en/diplomacy/


 

2021 年 ７ 月 ５ 日 

東京都メディアセンター 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会、開幕迫る 

オンラインで取材支援する「東京都メディアセンター」の利用登録を受付中 

 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の開幕が 18 日後に迫るなか、東京都メディアセン

ター（Tokyo Media Center、以下 TMC）では、オンラインサービスと施設の準備を急ピッチで進めてい

ます。2021 年 7 月 2 日（金）には TMC サービスの根幹となる登録会員限定ウェブページをオープン

し、これに合わせ、小池百合子東京都知事がメディアの皆様への歓迎メッセージを公開しました。 

 

公開日：2021 年 7 月２日（金） 

内 容：小池知事からメディアの皆様へのメッセージ（約 3 分） 

U R L：TMC ウェブサイト（https://tokyo.mediacenter.jp/jp/about/） 

東京都公式動画チャンネル「東京動画」（https://tokyodouga.jp/dxvvkt1t-ga.html） 

 

TMC は、東京 2020 大会期間中に、東京都が国内外の報道関係者の取材活動を支援するものです。 

 すべての情報のホームページ「TMC ウェブ」 

 大会関連情報や新型コロナ速報などを毎日お届けする「TMC メール」 《登録会員限定》 

 東京都からの情報を毎日動画でお伝えする「TMC ブリーフィング」 《登録会員限定》 

 知事や有識者が東京の未来や都市の未来について語る「TMC トーク」 《登録会員限定》 

 登録メディアの皆様からの質問や相談にお答えする「オンラインコンシェルジュ」《登録会員限定》 

――など、多様なサービスを提供します。 

これらのサービスを利用するためには登録が必要です。メディアの皆様の登録をお待ちしています。 

 

メディア登録 

STEP 1 まずは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/ 

https://tokyo.mediacenter.jp/jp/about/
https://tokyodouga.jp/dxvvkt1t-ga.html
https://tokyo.mediacenter.jp/jp/?modal=register
https://tokyo.mediacenter.jp/jp/login/


 

■TMC オンラインサービスの概要 

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 メール 

 大会関連、東京都関連、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（https://tokyo.mediacenter.jp/jp/briefing/） 

 東京都からの情報を毎日動画でお伝えします。質疑応答の仕組みも準備中です。プログラムの詳細に

ついては追ってご案内します。（以下、日時は日本標準時） 

 ◆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 

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

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

◆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 

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

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

オンラインコンシェルジュ（URL: https://tokyo.mediacenter.jp/jp/press/） 

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、オンラインコンシェルジュ

がお答えします。 

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

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

【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。 

▮ ウェブサイト 

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

▮ 施設 

開館日程： 2021 年 7 月 21 日（水）～8 月 9 日（月）の 8:00～22:00 

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

      ※７月 19 日（月）、20 日（火）はプレオープンを予定。詳細は別途ご案内します。 

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 

  サービス： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設内の新型コロナ対策や入館方法など、詳しい情報は随時ウェブサイトで更新します。 

【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  

 

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）をプレゼントします。 

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。 

 

 

https://tokyo.mediacenter.jp/jp/
https://tokyo.mediacenter.jp/jp/briefing/
https://tokyo.mediacenter.jp/jp/press/
https://tokyo.mediacenter.jp/jp/
file://///10.224.92.2/4301政策調整課共有/R2年度書庫/13_メディアセンター担当/03_プレス・取材/210702★サービス詳細プレスリリース/inquiry@tokyo.mediacenter.jp
mailto:tokyo_media_center@section.metro.tokyo.jp

