
政策企画局
海外広報担当

外国語による公表資料一覧

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
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）

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 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)

2017 9 英のみ
Tokyo
Autumn/Winter2017連
動動画

都政や東京の魅力を紹介する読み
物タイプのＰＲ冊子に関連した動画

Tokyo Gov（SNS）への投
稿、東京都公式HP、東京
都チャンネル

1分半～2分程度
政策企画局政策調整
部政策調整課(21-
339)

政策企画局
海外広報担当
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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 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)

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

¥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

¥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 9 英のみ
Tokyo
Autumn/Winter2019

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

¥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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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

2020 3 英のみ
Tokyo 2020 Special
Issue

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

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

2021 英のみ
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

¥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 3 日・英

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
～（ポケット版）

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を
作成

政策企画局計画部計
画課
21-169

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.seisakukikaku.
metro.tokyo.jp/actionplan_
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
21-162

2021 4 1 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）

Ａ３二つ折り
政策企画局 戦略事業
部 戦略事業課（外国
企業誘致推進担当）22
－233

3/78



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

2021 4 1 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
ビスや利用者の声等を紹介

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）

Ａ３二つ折り
政策企画局 戦略事業
部 戦略事業課（外国
企業誘致推進担当）22
－233

2021 4 英のみ
金融ライセンス登録手
続きに関する英語解説
書改訂版

東京に進出する金融系外国企業が
日本国内において金融業を営むた
めの手続き等の情報提供

「国際金融都市・東京」HP
にてPDF版配布

¥0
政策企画局 戦略事業
部　戦略事業課（国際
金融都市担当）

2021 2 日・英・他

ベトナム語、中国
語、韓国語、ネ
パール語、タイ
語、ミャンマー語、
インドネシア語、マ
レー語、モンゴル
語、ベンガル語

外国人在留マニュアル
Foreign Resident
Manual

在住外国人が、生活環境、文化、言
語等の違いからトラブルをおこした
り、法律の不知、忘却、錯誤等から
意図せず法を犯すことのないよう
に、日本のルールマナーや法律に
ついて説明するマニュアルを作成。

都内日本語学校での教養
区市町村
出入国在留管理庁
警視庁
治安対策課ホームページ

¥0
冊子：Ａ５版、各言語
２５ページ

都民安全推進本部総
合推進部治安対策課
内線21-765

2021 3 日・英・他

ベトナム語、中国
語、韓国語、ネ
パール語、タイ
語、ミャンマー語、
インドネシア語、マ
レー語、モンゴル
語、ベンガル語、
中国語（繁体字）、
フランス語、ポルト
ガル語、ロシア
語、ペルシャ語、
シンハラ語、ドイツ
語、イタリア語、ス
ペイン語、ウル
ドゥー語

外国人在留マニュアル
Foreign Resident
Manual

在住外国人が、生活環境、文化、言
語等の違いからトラブルをおこした
り、法律の不知、忘却、錯誤等から
意図せず法を犯すことのないよう
に、日本のルールマナーや法律に
ついて説明するマニュアルを作成
し、治安対策課ＨＰで掲載。

¥0 各言語２５ページ
都民安全推進本部総
合推進部治安対策課
内線21-765
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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

2020 3 日・英・他
中国語（簡体字）、
中国語（繁体字）、
韓国語、タイ語

外国人旅行者マニュア
ル
～安全安心な旅行の
ために～

来日外国人観光客が、生活環境、
文化、言語等の違いからトラブルを
おこしたり、法律の不知から意図せ
ず法を犯すことのないように、日本
のルールマナーや法律について説
明するマニュアルを作成。

交通機関（航空会社、タク
シー会社等）
都観光情報センター
出入国在留管理庁
警視庁

¥0
冊子：Ａ５版、５言語
併記、９ページ

都民安全推進本部総
合推進部治安対策課
内線21-765

2020 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）

2020 日・英
秋の全国交通安全運
動の推進要領

秋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）

2020 日・英
ＴＯＫＹＯ交通安全キャ
ンペーンの推進要領

ＴＯＫＹＯ交通安全キャンペーンの運
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）

2020 日・英・他 中国語、韓国語

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

本部・交通安全課ホーム
ページ

¥0
A4判カラー各言語２
ページ

都民安全推進本部総
合推進部交通安全課
（内線21-785）

2021 10 日・英

駅前放置自転車クリー
ンキャンペーンポス
ター
Illegally parked
bicycles make trouble
a lot!

放置自転車によって生ずる問題点
等を解説し、駐輪場の利用を促すも
の

・区市町村
・鉄道・バス事業者

¥0

B1判縦、B2判縦、B3
判横、A3判縦、A4判
縦
カラー片面刷

都民安全推進本部総
合推進部交通安全課
（内線21-785）
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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

2021 10 日・英

駅前放置自転車クリー
ンキャンペーンリーフ
レット
Illegally parked
bicycles make trouble
a lot!

放置自転車によって生ずる問題点
等を解説し、駐輪場の利用を促すも
の

・区市町村
・鉄道・バス事業者

¥0
Ａ５版横（二ツ折）
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）

2021 2 日のみ
外国人労働者雇用マ
ニュアル

外国人の不法就労防止及び適正雇
用の推進のため、在留カードの見
方、在留資格の確認方法、改正入
管法など、外国人の雇用に関する
必要な情報を掲載したマニュアルを
作成。

¥0
冊子：Ａ５版、17ペー
ジ

都民安全推進本部総
合推進部治安対策課
内線21-765

2019 4 日・英・他 中国語、韓国語

東京都若者総合相談
センター「若ナビα」外
国語相談のリーフレッ
ト

東京都若者総合相談センター「若ナ
ビα」外国語相談の周知・浸透を図
るため、専門学校の留学生講習等
において外国語相談のリーフレット
を配布

専門学校、日本語学校、
短期大学

¥0 A4版縦カラ―両面
都民安全推進本部総
合推進部若年支援課
内線21-748

2021 日・英・他

日、英の他に見守
り活動に参加する
外国人等の言語
を使用する予定

在住外国人等による
子供の見守り活動リー
フレット

在住外国人等による子供の見守り
活動の普及啓発を目的にリーフレッ
トを作成し配布

・在住外国人等が多く集ま
る地域や団体
・区市町村

¥0 A4三つ折り
都民安全推進本部総
合推進部都民安全推
進課　内線21-777

2020 10 日・英・他
中国語、韓国語、
ベトナム語、ネ
パール語

在住外国人等の子供
向けの安全啓発テキ
スト

防犯や非行防止に関する基本的な
知識を掲載したテキストを作成し配
布

・インターナショナルスクー
ル
・ＮＰＯ
・区市町村
・警察

¥0 Ａ5、32P
都民安全推進本部総
合推進部都民安全推
進課　内線21-777

2021 3 日・英
中国語、韓国語、
やさしい日本語

「街の安全みまもり」チ
ラシ

事業内容を周知するためのチラシ
区市町村
国際交流協会等

¥0 A4判縦カラー両面
都民安全推進本部総
合推進部治安対策課
内線21-768

2020 9 英のみ

Tokyo Metropolitan
Public University
Corporation Digest
Guide

法人の概要紹介（2020年度作成）。
海外からの訪問者等に配
布

¥0 観音折り両面

東京都公立大学法人
経営企画室企画財務
課広報・特命係
03-5990-5389
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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

2021 9 英のみ

Tokyo Metropolitan
Public University
Corporation Digest
Guide

法人の概要紹介（2021年度作成予
定）。

海外からの訪問者等に配
布

¥0 観音折り両面

東京都公立大学法人
経営企画室企画財務
課広報・特命係
03-5990-5389

2020 6 英のみ

UNIVERSITY GUIDE
BOOK2021
GRADUATE SCHOOL
INFORMATION 2021

都立大の特色や教育内容、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 65ページ
東京都立大学管理部
企画広報課広報係
042-677-1806

2021 6 英のみ

UNIVERSITY GUIDE
BOOK2022
GRADUATE SCHOOL
INFORMATION 2022

都立大の特色や教育内容、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 49ページ
東京都立大学管理部
企画広報課広報係
042-677-1806

2019 5 英のみ
海外広報用（三つ折
り）リーフレット

都立大の概要、留学生支援制度、
短期留学制度概要を簡潔にまとめ
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
リーフレット、三つ折
り6ページ

東京都立大学管理部
国際課留学生交流係
042-677-2030

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

都立大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
東京都立大学管理部
国際課留学生交流係
042-677-2030

2018 7 日・英

東京都立大学 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

東京都立大学管理部
研究推進課
042-677-2728

2021 6 日・英 大学院案内

産技大及び各コースの教育内容、
特長等を掲載。
海外の大学及び研究機関、留学生
等に効果的に情報を発信し、大学
のブランド力向上及び学生の確保を
図る。

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　24ページ

東京都立産業技術大
学院大学管理部管理
課国際・企画係
03-3472-7840

7/78



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 7 英のみ APENリーフレット
APENの組織概要、活動報告等の
概略を掲載。

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 リーフレット:A4  8面

東京都立産業技術大
学院大学管理部管理
課国際・企画係
03-3472-7840

2019 10 日・英 AIIT PBL Method
産技大のPBL型教育の方法論につ
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

東京都立産業技術大
学院大学管理部管理
課国際・企画係
03-3472-7840

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 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130円（税
抜）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

¥143

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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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 9 日・英・他 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。

https://www.bousai.metro.
tokyo.lg.jp/

¥0
総務局総合防災部防
災管理課防災普及担
当（03-5388-2453)

2018 10 日・英・他 中(簡・繁)・韓 東京くらし防災

都民の一層きめ細やかな災害への
備えを促進するため、日常生活の
中で、無理なく取り組める防災対策
や、避難所における授乳や防犯対
策などの被災生活の様々な課題へ
の対処法を掲載。

日本語：都立・区市町村立
施設や民間事業者等の都
内店舗事業所9,000か所
程度に設置し、配布

¥0
冊子：Ｂ６判164ペー
ジ（日本語）

総務局総合防災部防
災管理課防災普及担
当（03-5388-2453)

2018 3 日・英・他 中(簡・繁)・韓
東京都防災アプリリー
フレット

いつも・いざというときにも役に立
つ、東京都公式の防災アプリのコン
テンツ紹介やダウンロード用QRコー
ドを掲載。

各防災イベントや各区市
町村施設等に設置し、配
布

¥0 A4判カラー両面１枚
総務局総合防災部防
災管理課防災普及担
当（03-5388-2453)

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
中(簡・繁)・韓
上記言語は字幕
のみ

東京防災ガイド

災害の被害を最小限に抑えるため
に、「自助」・「公助」「共助」の各側
面から防災への備えを分かりやすく
説明する防災普及啓発映像

区市町村へ配布 ¥0
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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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

2020 3 日・英

東京都統計年鑑（平成
31年・令和元年）
TOKYO STATISTICAL
YEARBOOK

原則として平成3１年・令和元年の
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
¥2,179

・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65冊

都民情報ルーム
03-5388-2276

2021 3 日・英

東京都統計年鑑（令和
２年）
TOKYO STATISTICAL
YEARBOOK

原則として令和２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

・冊子内に日・英両方
の表記
・冊子本体：Ａ４版400
ページ有償頒布は65
冊(予定）、金額は未
定

都民情報ルーム
03-5388-2276

2021 10 日・英 イベントプログラム
イベント当日のプログラムを来場者
へ案内。

イベント開催場所（東京国
際フォーラムの予定）

¥0
A3版２つ折り（４ペー
ジ）

総務局人権部人権施
策推進課多文化共生
担当
（内25-826）

2022 3 日・英
「多様性と調和」の実
現を目指して

オリンピック憲章に謳われた人権尊
重理念の紹介、アスリートメッセー
ジ、大会における人権尊重トピック
ス　など。

都内観光情報センターな
ど（予定）

¥0
A４3つ折りサイズ
（16ページ）

総務局人権部人権施
策推進課多文化共生
担当
（内25-826）

2019 4 日・英 英語

東京都予算案まるわ
かりブック
The Complete Guide
to Tokyo′s

東京都予算案の内容を分かりやす
く都民に伝えるため、毎年度「東京
都予算案の概要」を簡略化したポ
ケットブックを作成

第一本庁舎1階等
https://www.zaimu.metro.t
okyo.lg.jp/zaisei/yosan/r2.
html

¥0
B6カラー、両面10
ページ程度

財務局主計部財政課
（内線26-338）

2020 12 日・英・他 中国語、ハングル

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
https://www.tax.metro.tok
yo.lg.jp/book/guidebookgai
go/index.html

¥0
A4版
日本語版107ページ
英・中・韓：107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
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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

2021 9 日・英・他 中国語、韓国語

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
https://www.tax.metro.tok
yo.lg.jp/book/guidebookgai
go/index.html

¥0
A4版
日本語版107ページ
英・中・韓：107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、韓国語

宿泊税のごあんない

Guidance 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.toky
o.jp/kazei/pdf/accommod
ationtax_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

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

2019 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・ネ
パール語版⇒在外公館等
（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
03-5320-7724
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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

2020 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、
留学関連施設、留学希望
者、在外公館等
２ 英語・ベトナム語・ネ
パール語版⇒在外公館等
（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
03-5320-7724

2021 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・ネ
パール語版⇒在外公館等
（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
03-5320-7724

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、ベトナム
語版、ネパール語
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

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　多文化共生推
進担当
29-553
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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

2010 3 16 日・英・他

中国語、韓国・朝
鮮語、英語、タガ
ログ語、ベトナム
語、ネパール語、
タイ語、ミャンマー
語、フランス語、ス
ペイン語、ポルト
ガル語

外国人のためのヘル
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　多文化共生推
進担当
29-553

2016 2 28 日・英 多文化共生推進指針

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

東京都生活文化局都
民生活部地域活動推
進課　多文化共生推
進担当
29-553

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　多文化共生推
進担当
29-553

2022 1 日・英・他
日本語・英語・中
国語・韓国語

外国人のための防災
訓練チラシ

「外国人のための防災訓練」の周知
及び参加促進

都内区市町村、国際交流
協会へ配布依頼

¥0

東京都生活文化局都
民生活部地域活動推
進課　多文化共生推
進担当
29-553

2021 4 1 日・英・他

やさしい日本語、
英語、中国語、韓
国語、ベトナム
語、タガログ語、ネ
パール語、ポルト
ガル語、スペイン
語、インドネシア
語、フランス語、タ
イ語、ロシア語、ヒ
ンディー語、ミャン
マー語（ミャンマー
語は木曜日のみ）

東京都多言語相談ナ
ビ（TMC Navi）

「東京都多言語相談ナビ（TMC
Navi）」の周知

都内区市町村、国際交流
協会等へ配布依頼

¥0
一般財団法人　東京
都つながり創生財団
03-6258-1223
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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

2020 4 日・英・他
中国語、韓国語、
タイ語、タガログ
語

東京ウィメンズプラザ
公式ウェブサイト

配偶者等からの暴力被害に関して
５言語による電話相談の受け付け
を案内。リーフレット（チラシ）の掲載

東京ウィメンズプラザ公式
ウェブサイト

¥0
東京ウィメンズプラザ
03-5467-1711

2020 4 日・英・他
中国語、韓国語、
タイ語、タガログ
語

東京ウィメンズプラザ
５言語によるDV相談

受付電話番号、時間、利用方法等
を言語ごとに翻訳し配布

区市町村男女平等参画施
策担当課や女性センター
などに印刷物及びデータ
を配布。ウィメンズプラザ
公式ウェブサイトにも掲
載。

¥0 A4
東京ウィメンズプラザ
03-5467-1711

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.me
tro.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.me
tro.tokyo.jp
03-5388-3151

2018 4 日・英

Instagramによる平成２
９年度東京文化プログ
ラム戦略的海外広報
事業

Instagramで東京都の文化事業及び
文化を日々発信すると共に、キャン
ペーンを実施して幅広いユーザーに
参加を呼び掛ける

Instagramのオフィシャルア
カウントを取得
https://www.instagram.co
m/tokyo_artsandculture

¥0

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

2018 4 英のみ
Facebook、Twitterを活
用した東京の文化発
信。

FacebookやTwitterを通じて東京都
の文化事業及び文化を日常的に発
信する。

Facebook, Twitterのオフィ
シャルアカウントを取得
https://www.facebook.co
m/ArtsandCultureTokyo/
https://twitter.com/Tokyo
_Art_Days

¥0

生活文化局文化振興
部企画調整課
S0000572@section.me
tro.tokyo.jp
03-5388-3151
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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 9 日・英
Tokyo Tokyo
FESTIVAL リーフレット

Ｔｏｋｙｏ　Ｔｏｋｙｏ　ＦＥＳＴＩＶＡＬの概
要を紹介

都立文化施設等で配布 ¥0

生活文化局文化振興
部企画調整課
S0000572@section.me
tro.tokyo.jp
03-5320-4232

2017 11 日・英
Tokyo Tokyo
FESTIVAL WEBサイト

Ｔｏｋｙｏ　Ｔｏｋｙｏ　ＦＥＳＴＩＶＡＬの概
要を紹介。文化プログラムのポータ
ルサイトとして構築

各文化プログラムのＷＥＢ
サイトにリンクを添付

¥0

生活文化局文化振興
部企画調整課
S0000572@section.me
tro.tokyo.jp
03-5320-4232

2019 3 日・英
Tokyo Tokyo
FESTIVAL PR映像

Ｔｏｋｙｏ　Ｔｏｋｙｏ　ＦＥＳＴＩＶＡＬの概
要を紹介

テレビ番組、WEBサイト、
SNS及び各種イベントで発
信

¥0

生活文化局文化振興
部企画調整課
S0000572@section.me
tro.tokyo.jp
03-5320-4232

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.me
tro.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.me
tro.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.me
tro.tokyo.jp
03-5320-7736
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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 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.me
tro.tokyo.jp
03-5320-7736

2020 2 日・英
日・英（バイリンガ
ル仕様）

「TURN NOTE TURNと
ともにあるときの言葉
2019」
「TURN NOTE Words
for TURN 2019」

令和元年度3月発行。平成31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

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

2021 3 日・英
日・英（バイリンガ
ル仕様）

「TURN NOTE TURNを
めぐる言葉2020」
「TURN NOTE Words
for TURN 2020」

令和2年度3月発行。令和2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

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

2022 3 日・英
日・英（バイリンガ
ル仕様）

「TURN NOTE TURNを
めぐる言葉2021(仮）」
「TURN NOTE Words
for TURN 2021」

令和3年度3月発行。令和3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

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

2019 日・英

Tokyo Tokyo
FESTIVAL企画公募採
択事業「まさゆめ」リー
フレット

Tokyo Tokyo FESTIVAL企画公募採
択事業の1つ。現代アートチーム
目/[mé]による大規模プロジェクト
で、年齢・性別・国籍を問わず世界
中から広く顔を募集し、「実在する一
人の顔」を東京の空に浮かべる。そ
の顔募集周知のためのリーフレッ
ト。

まさゆめイベント時に配布
予定

¥0 A4版(予定)

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

2021 未定 日・英
文化プログラム共通Ｐ
Ｒパンフレット

リオデジャネイロオリンピック・パラリ
ンピック終了後から東京2020 大会
までに、東京都、内閣官房、組織委
員会、文化庁が実施した文化プログ
ラムの取組実績や成果を記録した
共通ＰＲパンフレット

郵送等で配布
ウェブサイトに掲載

¥0 A5版カラー30P程度

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

2020 2 日・英 2020 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。

A5変形判、4色　84
ページ

都響ガイド
0570-056-057
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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

2020 2 日・英 2021 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。

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　ミュージ
アム&シアターガイド
Musuem &Theatre
Guide

東京都歴史文化財団が管理運営す
る施設等の概要

財団の管理運営施設、都
内主要観光案内所、都庁
観光情報センター、空港、
歴史文化財団HP
https://www.rekibun.or.jp/
about/activity/multilingual
_efforts/　ほか

¥0
全言語共通：A4版二
つ折り中綴じ　４色
36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

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ＵＲＬ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 Ｂ６両面刷５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

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
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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 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

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

19/78



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 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
内及び復元建造物紹介を、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の施設概要、
復元建造物及び事業内容の紹介

江戸東京たてもの園 ¥0 A4
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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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

地域連携事業「あ・ら・
かるちゃー文化施設連
絡協議会」ホームペー
ジ
※東京都写真美術館

渋谷・恵比寿・原宿周辺の文化施設
の地域連携団体の情報発信。

東京都写真美術館公式
WEBサイトとの相互リンク

¥0
東京都写真美術館
03-3280-0099

日・英・他
中国語（簡）、韓国
語

東京都写真美術館の
施設案内リーフレット

東京都写真美術館の概要や開館時
間、休館日等の基本情報と平面図
による施設の案内

館内配架台および、受付
での配布

¥0 B4両面３つ折り
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

中綴じ冊子
東京都現代美術館
03-5245-4111（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

中綴じ冊子
東京都現代美術館
03-5245-4111（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
03-5245-4111（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
03-5245-4111（代表）
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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
東京都現代美術館
03-5245-4111（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
03-5245-4111（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
03-5245-4111（代表）

2019 3 日・英・他
中（簡）・中（繁）、
ハングル

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
03-5245-4112(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

2017 日・英
東京文化会館主催公
演チラシ

各主催公演チラシ
(配布先)
東京文化会館、都内文化
施設、コンサート他

¥0 A4版チラシ

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111
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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 日・英
東京文化会館主催公
演チラシ

各主催公演チラシ
東京文化会館ホームペー
ジ内各公演ページ

¥0

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111

2017 日・英

東京文化会館
東京音楽コンクール
募集チラシ及び募集要
項

「東京音楽コンクール」募集チラシ及
び募集要項

(配布先)
東京文化会館、都内文化
施設他

¥0 A4版チラシ

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111

2017 日・英

東京文化会館
東京音楽コンクール
募集チラシ及び募集要
項

「東京音楽コンクール」募集チラシ及
び募集要項

(配布先)
東京文化会館、都内文化
施設他

¥0 A5冊子

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111

2017 日・英

東京文化会館
東京音楽コンクール
募集チラシ及び募集要
項

「東京音楽コンクール」募集チラシ及
び募集要項

東京文化会館ホームペー
ジ
https://www.t-
bunka.jp/en/tmc/

¥0

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111

2018 3 日・英・他
中（簡）・中（繁）・
ハングル

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概要紹介

(配布先)
東京文化会館、都内文化
施設他

¥0
三つ折り(102mm×
210mm)リーフレット

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111

2018 3 日・英
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概要紹介

東京文化会館ホームペー
ジ
https://www.t-
bunka.jp/pdf/gallery/Ja_E
n_guide.pdf

¥0

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111
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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
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）。

東京文化会館内での配布
他

¥0
二つ折り(B5)リーフ
レット

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111

2018 3 日・英
東京文化会館アニュア
ルレポート

東京文化会館の主催事業を写真を
中心に紹介

(配布先)
関係者等

¥0 A4冊子

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111

2018 3 日・英
東京文化会館アニュア
ルレポート

東京文化会館の主催事業を写真を
中心に紹介

東京文化会館ホームペー
ジ
https://www.t-
bunka.jp/pdf/annual_repor
t.pdf

¥0

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111

2020 4 英のみ

大小ホール英語版公
演カレンダー
Tokyo Bunka Kaikan
Event Calendar

東京文化会館の大小ホールで開催
する公演一覧を、カレンダー形式で
月1回配布

東京文化会館総合案内窓
口での配布

¥0 A4表裏

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111

2021 1 英のみ
舞台芸術創造事業 歌
劇『ヴォルフ イタリア歌
曲集』英語字幕版

東京文化会館で上演したオペラを
YouTube配信

東京文化会館チャンネル
https://www.youtube.com
/watch?v=KZb9a0___Sc

¥0

東京文化会館
事業企画課
広報担当
03-3828-2111

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
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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

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）
東京芸術劇場内や都庁、
池袋駅構内観光案内所等

¥0
三つ折り＋１P差し込
み冊子

東京芸術劇場
03-5391-2111

日・英・他
中（簡）・中（繁）、
ハングル

東京芸術劇場公式ＨＰ 施設紹介と事業紹介
インターネット
東京芸術劇場ホームペー
ジ

¥0
http://www.geigeki.jp
/

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

2012 6 日・英
東京芸術劇場公式
twitter

東京芸術劇場の事業や近隣情報、
その他告知情報等を発信

インターネット／東京芸術
劇場Twitter
https://twitter.com/geige
ki_info

¥0
https://twitter.com/g
eigeki_info

東京芸術劇場
03-5391-2111

2011 1 日・英
東京芸術劇場公式
Facebook

東京芸術劇場の事業や近隣情報、
その他告知情報等を発信

インターネット／東京芸術
劇場facebook
https://www.facebook.co
m/geigeki/

¥0
https://www.faceboo
k.com/geigeki/

東京芸術劇場
03-5391-2111

2018 2 日・英
東京芸術劇場アクセス
マップ

主要駅、空港などから劇場までのア
クセスマップ（車椅子導線案内）

東京芸術劇場内や都庁、
池袋駅構内観光案内所等

¥0
東京芸術劇場
03-5391-2111
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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 6 日・英・他
中（簡）・中（繁）、
ハングル

東京芸術劇場・劇場案
内

東京芸術劇場施設及び概要紹介
東京芸術劇場内や都庁、
池袋駅構内観光案内所等

¥0
東京芸術劇場
03-5391-2111

2019 10 日・英
図解「東京芸術劇場」
施設紹介パンフレット

イラスト解説付き・劇場施設及び概
要紹介

館内及び都庁、東京文化
会館等で配布

¥0 三つ折り
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
03-5245-1142

2018 10 1 日・英・他
中（簡）・中（繁）、
ハングル

トーキョーアーツアンド
スペースWEBサイト

TOKASのミッション、事業概要、公
募情報、各事業の情報を、国内だけ
でなく、海外に向けて発信。2019年3
月にリニューアルをし、一部のペー
ジについては簡体字、繁体字、韓国
語での情報を発信。2020年に多言
語対応のページを増やした。

トーキョーアーツアンドス
ペースWEBサイト
(日
http://www.tokyoartsands
pace.jp/
(英)http://www.tokyoartsa
ndspace.jp/english/

¥0 TOKASホームページ
トーキョーアーツアンド
スペース　広報担当
03-5245-1142

2018 10 1 日・英
トーキョーアーツアンド
スペースtwitter

TOKASの事業、公募情報、参加作
家紹介、各事業の情報を、平易な言
葉で、速報性を重視し、国内だけで
なく、海外に向けて発信。
Facebook、WEBサイトへ誘導するよ
うな情報発信。

トーキョーアーツアンドス
ペースtwitter
(日)https://twitter.com/to
kas_jp
(英)https://twitter.com/to
kas_en

¥0 TOKAS twitter
トーキョーアーツアンド
スペース　広報担当
03-5245-1142

2018 10 1 日・英
トーキョーアーツアンド
スペースfacebook

TOKASの事業、公募情報、参加作
家紹介、各事業の情報を、平易な言
葉で、国内だけでなく、海外に向け
て発信。ツイッターより詳細な内容と
なり、WEBサイトへ誘導するような情
報発信。

トーキョーアーツアンドス
ペースfacebook
(日・
英)https://www.facebook.
com/219414598078624/

¥0 TOKAS facebook
トーキョーアーツアンド
スペース　広報担当
03-5245-1142
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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

2020 9 21 日・英・他
中（簡）・中（繁）、
ハングル

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。また、
2019年度に新たに韓国語版、簡体
字版を作成。

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
03-5245-1142

2020 9 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ＴＯＫＡＳ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
03-5245-1142

2020 5 29 日・英
トーキョーアーツアンド
スペース　アニュアル
2019

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
03-5245-1142

2020 5 29 日・英
トーキョーアーツアンド
スペース　アニュアル
2020

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 A5160頁
トーキョーアーツアンド
スペース　広報担当
03-5245-1142

2020 5 29 日・英

トーキョーアーツアンド
スペース年間スケ
ジュール　2020.4-
2021.3

TOKASの事業、公募情報、各事業
の活動やレジデンスプログラム参加
作家の紹介として作成。国内だけで
なく、海外の関係者に向けても発
信。

無料で配布、館内配架、
他館送付など
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 A5変形8頁両観音折
トーキョーアーツアンド
スペース　広報担当
03-5245-1142

2020 5 29 日・英
トーキョーアーツアンド
スペース年間スケ
ジュール2021.4-2022.3

TOKASの事業、公募情報、各事業
の活動やレジデンスプログラム参加
作家の紹介として作成。国内だけで
なく、海外の関係者に向けても発
信。

無料で配布、館内配架、
他館送付など
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 A5変形10頁蛇腹折
トーキョーアーツアンド
スペース　広報担当
03-5245-1142
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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・他

事業概要のみ中
国語（簡体字・繁
体字）、韓国語対
応

アーツカウンシル東京
公式ウェブサイト

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公
式ウェブサイト
https://www.artscouncil-
tokyo.jp

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

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

2012 6 日・英
アーツカウンシル東京
twitter

アーツカウンシル東京の事業や採
用情報等の配信

アーツカウンシル東京
Twitter
https://twitter.com/artsc
ouncilTYO

¥0
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

アーツカウンシル東京
03-6256-8431

2011 1 日・英
アーツカウンシル東京
Facebook

アーツカウンシル東京の事業や採
用情報等の配信

アーツカウンシル東京
facebook
https://www.facebook.co
m/artscounciltokyo

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430
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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 3 日・英
アーツカウンシル東京
ウェブマガジン

広報紙「TOKYO PAPER for
Culture」と連動したウェブマガジン

アーツカウンシル東京ウェ
ブマガジン
http://paper.artscouncil-
tokyo.jp/ja/

¥0

広報紙「TOKYO
PAPER for Culture」
休刊に伴い、更新は
なくなるが、ページ自
体は存続。

アーツカウンシル東京
03-6256-8430

2015 9 日・英
アーツカウンシル東京
メールニュース

アーツカウンシル東京の事業情報
等の配信

アーツカウンシル東京メー
ルニュース
newsletter@artscouncil-
tokyo.jp

¥0 月2回程度
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

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

2015 4 1 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」twitter

「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「外
国人向け伝統文化・芸能
体験プログラム」twitter
https://twitter.com/TYO_t
radition

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

2015 4 1 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」Facebook

「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「外
国人向け伝統文化・芸能
体験プログラム
Facebookhttps://www.fac
ebook.com/pages/Tokyo_t
radition/154170582942614
1?ref=bookmarks

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430
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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 3 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」紹介映像

「外国人向け伝統文化・芸能体験プ
ログラム」を紹介する映像を作成し、
Youtubeやトレインチャンネル等に
アップ

https://www.youtube.com
/channel/UCppF7m7CcG4
MYPs5ELOaIsw/videos

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

2016 3 英のみ
基本的に文字情
報なし

アーツカウンシル東京
イメージアニメーション

アーツカウンシル東京のイメージを
伝えるアニメーション。

アーツカウンシル東京の
公式ウェブサイトやＳＮＳ、
Youtubeでの放映をはじ
め、外部ウェブ媒体や会
議等での放映、都庁舎内
サイネージ希望

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

2016 3 日・英

Arts Council Tokyo
Promotion Movie
"Dive into TOKYO
Culture"

アーツカウンシル東京の多くの事業
をプロモーションムービーとして紹介

アーツカウンシル東京の
公式ウェブサイトやＳＮＳ、
Youtubeでの放映をはじ
め、外部ウェブ媒体や会
議等での放映
https://www.youtube.com
/watch?v=d5drWgBO6_U

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

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

2020 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。2000部
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

2020 1 日・英
ナレーション、テ
ロップあり

Arts Council Tokyo
Promotion Movie
(2020)

アーツカウンシル東京の役割や取り
組みを、具体的な事業と共に、職員
や関係アーティスト、参加者の声も
交えて紹介

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430
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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 4 1 日・英

アーツカウンシル東京
伝統文化事業／
Approaching Tokyo
Tradition
ウェブサイト

「外国人向け伝統文化・芸能体験プ
ログラム」を含む伝統文化事業の開
催情報

http://www.tokyo-
tradition.jp/

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

2021 4 日・英

アーツカウンシル東京
伝統文化事業／
Traditional Culture and
Arts Program
ウェブサイト

伝統文化事業の開催情報
http://www.tokyo-
tradition.jp/2021/

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

2021 4 日・英

アーツカウンシル東京
伝統文化事業／
Traditional Culture and
Arts全体チラシ

伝統文化事業の開催情報 ¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

2021 4 日・英
東京キャラバン in 駒
沢 2021ウェブサイト

2021年8月に東京・駒沢オリンピック
公園で開催される「東京キャラバン
in 駒沢 2021」の情報を紹介

https://tokyocaravan.jp/2
021_en

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

2021 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、実施事業等を紹介

¥0
アーツカウンシル東京
03-6256-8430

2020 2 日・英
東京都渋谷公園通り
ギャラリー
ギャラリーガイド

美術館基本方針や活動領域を紹介
するほか施設を図版入りで紹介す
る。

東京都渋谷公園通りギャ
ラリー内で配架

¥0 21×21cm。観音開き
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151
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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

2020 2 日・英

東京都渋谷公園通り
ギャラリー
2017・2018年度事業報
告書

2020年2月のグランドオープンに際
し、当ギャラリー開設までの経緯か
ら、2017年11月の暫定オープンから
2年間に行った事業報告までを報告
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。

面会時に手渡しまたは郵
送

¥0
A5判、無線綴じ、５６
P＋表紙。

東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2020 3 日・英
グランドオープン記念
事業　展覧会「あした
のおどろき」カタログ

グランドオープン記念事業　展覧会
「あしたのおどろき」の記録集

面会時に手渡しまたは郵
送

¥0
B5判、無線綴じ、８６
P＋表紙４P。

東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2020 4 日・英
事業チラシ（アール・ブ
リュット2020特別展）

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 A4判・観音開き
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2020 4 日・英
事業チラシ（フィールド
⇔ワーク展）

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 A4判・２つ折り
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2021 3 日・英・他 やさしい日本語
東京都渋谷公園通り
ギャラリー施設パンフ
レット

美術館基本方針や活動領域を紹介
するほか施設を図版入りで紹介予
定。

東京都渋谷公園通りギャ
ラリー内で配架
在留外国人コミュニティに
発送

¥0 三つ折り変形
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2021 4 日・英

事業チラシ（アール・ブ
リュット ゼン＆ナウ
2021レターズ　ゆいほ
どける文字たち）

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 A4判・3つ折り
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151
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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

2021 4 日・英

事業カタログ（アール・
ブリュット ゼン＆ナウ
2021レターズ　ゆいほ
どける文字たち）

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
B5判・無線綴じ、
64P、表紙4P

東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2021 4 日・英
事業チラシ（インナー・
ランドスケープス、トー
キョー）

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 A4判
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2021 4 日・英
事業カタログ（イン
ナー・ランドスケープ
ス、トーキョー）

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 B5判、蛇腹折り、14P
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2021 10 日・英
事業チラシ（名称未定・
秋に実施予定の展覧
会）

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 仕様未定
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2021 10 日・英
事業チラシ（名称未定・
秋に実施予定の展覧
会）

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 仕様未定
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2022 1 日・英
事業チラシ（名称未定・
冬に実施予定の展覧
会）

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 仕様未定
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151
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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

2022 1 日・英
事業チラシ（名称未定・
冬に実施予定の展覧
会）

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 仕様未定
東京都現代美術館文
化共生課
03-5422-3151

2016 3 日のみ
パラスポーツ普及啓発
映像
「Be The HERO」

スポーツを支える一人ひとりがヒー
ローであるというメッセージを込め、
障害のある人にもない人にも、広く
パラスポーツの魅力を伝えるための
映像を制作

・ 「TEAM BEYOND」ウェブ
サイト内特設ページ
https://www.para-
sports.tokyo/be_the_hero/

¥0 映像時間：2分18秒
　パラリンピック部調整
課普及啓発担当内線：
３８－２９１

2018 3 日のみ
パラスポーツ普及啓発
映像
「FIND YOUR HERO」

前作「Be The HERO」がパラスポー
ツのイメージ転換に寄与したことを
踏まえ、パラスポーツ観戦の魅力を
伝えるプロモーション映像「FIND
YOUR HERO」を制作

・ 「TEAM BEYOND」ウェブ
サイト内特設ページ
https://www.para-
sports.tokyo/find_your_her
o/

¥0 映像時間：2分9秒
　パラリンピック部調整
課普及啓発担当内線：
３８－２９１

2019 12 日・英

東京2020パラリンピッ
クハンドブック
(TOKYO 2020
PARALYMPIC GAMES
HANDBOOK)

東京2020パラリンピックをより楽しん
で頂くとともに、会場での観戦を促
進するため、大会や競技の魅力を
学べるほか、観戦記録や選手の記
録などを自ら書き込むことで大会後
も東京大会の思い出として残せるハ
ンドブックを配布

・各種イベントや観光案内
窓口で配布
・局ＨＰに掲載
https://www.2020games.m
etro.tokyo.lg.jp/taikaijyunbi
/kanren/para_handbook/in
dex.html

¥0
A5サイズ80ページ
リング綴じ

パラリンピック部調整
課事業推進担当内線：
38-768

2019 12 日・英 ソメイティ競技動画

東京動画での配信やイベント等での
放映を通じ、パラリンピック競技を
PRするとともに、気運醸成を図って
いくすの。

¥0
時間：15秒、30秒
形式：MP4

パラリンピック部調整
課事業調整担当内線：
38-824

2021 8 日・英

パラリンピックマラソン
コースマップ（仮称）

Course map of Para
Athletics Marathon
（working title）

くパラリンピックのマラソンやコース
の見どころ・魅力等を紹介するマッ
プ。

・オリパラ局HP内 ¥0
ウェブサイトからダウ
ンロードする場合、Ａ
３　２枚程度・カラー

パラリンピック部調整
課観戦応援担当
内線：38-819
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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

2021 Q1 日・英

東京2020大会の都立
競技会場整備におけ
る アクセシビリティに
関する東京都の取組
について

11の都立競技会場完成までの過去
４年間にわたる都の施設整備にお
けるアクセシビリティの取組の概要
を参考のため取りまとめたPR資料

・局内HPに掲載
¥0

パラリンピック部調整
課事業調整担当（03-
5388-2878）

2021 Q2 日・英
復興オリンピック・パラ
リンピック紹介冊子（タ
イトル未定）

東京2020大会を通じた復興の取組
を発信

・各種イベントや観光案内
窓口で配布（予定）

¥0
Ａ５判・カラー２０ペー
ジ程度

　総務部企画調整課
全国自治体調整担当
38-734

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
・都庁HPで公開（日本語・
英語の両ページにより、国
内外に広く公開）
・海外要人との面会時に
配布

¥0

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 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）

2021 4 1 日のみ 東京の都市整備2021
・都市整備局事業の概要を簡潔に
説明するもの

・都民情報ルームで無償
配布
・都市整備局HPで公開

¥0 A4、40ページ
都市整備局総務部総
務課広報広聴担当（内
線30-133）
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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

2021 Q4 英のみ
Urban Development in
Tokyo 2021

・都市整備局事業の概要を簡潔に
説明するもの

・都民情報ルームで無償
配布
・都市整備局HPで公開
・海外からの視察対応等
で配布

¥0 A4、40ページ
都市整備局総務部総
務課広報広聴担当（内
線30-133）

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

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）

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

¥408
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 15 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：
31-298（又は外線：
5320-5003）

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
https://www.toshiseibi.me
tro.tokyo.lg.jp/bosai/chou
sa_6/home.htm#panphlet

¥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：
31-298（又は外線：
5320-5003）

2018 6 8 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

¥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）
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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 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.metr
o.tokyo.jp/bosai/hinan/ind
ex.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）

2019 6 14 日のみ
東京の都市づくりのあ
ゆみ

江戸以来の東京の都市づくりの軌
跡とこれからの展望を写真や図版
を多用しながらわかりやすく紹介

・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

¥315
冊子本体：A4判、
全128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）

2020 3 27 英のみ

The Changing Face of
Tokyo:From Edo to
Today, and into the
Future

江戸以来の東京の都市づくりの軌
跡とこれからの展望を写真や図版
を多用しながらわかりやすく紹介

・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

¥475
冊子本体：A4判、
全128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）

2017 9 日・英 新宿ターミナルマップ

新宿駅の改札やのりば等の位置関
係を整理し、乗換え経路等を確認し
やすく表示するとともに、周辺の主
要な歩行目標を明記し、目標地へ
の経路を確認できるようにしている

所管部署等にて、無償配
布
https://www.toshiseibi.me
tro.tokyo.lg.jp/kiban/shinju
ku_terminal/index.html

¥0
A2判横（両面）
マットコート

都市整備局都市基盤
部交通企画課交通プ
ロジェクト担当（内線：
30-494）

2017 9 日・英 新宿ターミナルマップ

新宿駅の改札やのりば等の位置関
係を整理し、乗換え経路等を確認し
やすく表示するとともに、周辺の主
要な歩行目標を明記し、目標地へ
の経路を確認できるようにしている

所管部署等にて、無償配
布
https://www.toshiseibi.me
tro.tokyo.lg.jp/kiban/shinju
ku_terminal/index.html

¥0
A2判横（両面）
マットコート

都市整備局都市基盤
部交通企画課交通プ
ロジェクト担当（内線：
30-494）

2018 8 他のみ 中・韓 新宿ターミナルマップ

新宿駅の改札やのりば等の位置関
係を整理し、乗換え経路等を確認し
やすく表示するとともに、周辺の主
要な歩行目標を明記し、目標地へ
の経路を確認できるようにしている

所管部署等にて、無償配
布
https://www.toshiseibi.me
tro.tokyo.lg.jp/kiban/shinju
ku_terminal/index.html

¥0
A2判横（両面）
マットコート

都市整備局都市基盤
部交通企画課交通プ
ロジェクト担当（内線：
30-494）
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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 日・英
新宿ターミナルエレ
ベーター・階段マップ

新宿駅の乗換え動線上にあるｴﾚ
ﾍﾞｰﾀｰや段差の位置などのﾊﾞﾘｱﾌ
ﾘｰ情報を表示するとともに写真を用
いてｴﾚﾍﾞｰﾀｰ入口を見つけやすく表
示している

所管部署等にて、無償配
布
https://www.toshiseibi.me
tro.tokyo.lg.jp/kiban/shinju
ku_terminal/index.html

¥0
A3判横（両面）
マットコート

都市整備局都市基盤
部交通企画課交通プ
ロジェクト担当（内線：
30-494）

2017 9 日・英
新宿ターミナルエレ
ベーター・階段マップ

新宿駅の乗換え動線上にあるｴﾚ
ﾍﾞｰﾀｰや段差の位置などのﾊﾞﾘｱﾌ
ﾘｰ情報を表示するとともに写真を用
いてｴﾚﾍﾞｰﾀｰ入口を見つけやすく表
示している

所管部署等にて、無償配
布
https://www.toshiseibi.me
tro.tokyo.lg.jp/kiban/shinju
ku_terminal/index.html

¥0
A3判横（両面）
マットコート

都市整備局都市基盤
部交通企画課交通プ
ロジェクト担当（内線：
30-494）

2018 8 他のみ 中・韓
新宿ターミナルエレ
ベーター・階段マップ

新宿駅の乗換え動線上にあるｴﾚ
ﾍﾞｰﾀｰや段差の位置などのﾊﾞﾘｱﾌ
ﾘｰ情報を表示するとともに写真を用
いてｴﾚﾍﾞｰﾀｰ入口を見つけやすく表
示している

所管部署等にて、無償配
布
https://www.toshiseibi.me
tro.tokyo.lg.jp/kiban/shinju
ku_terminal/index.html

¥0
A3判横（両面）
マットコート

都市整備局都市基盤
部交通企画課交通プ
ロジェクト担当（内線：
30-494）

2021 3 英のみ

Tama New Town
(a fascinating area in
an expanse of hills)
Leｔ's visit Tama New
Town!

多摩ニュータウンの魅力、価値、再
生の取組などを国外に発信するた
めのパンフレット

所管部署、都庁１庁１階東
京観光情報センター等に
て、無償配布
https://www.toshiseibi.me
tro.tokyo.lg.jp/bosai/tama
/pdf/pamph_e.pdf

¥0 B5、16ページ

都市整備局市街地整
備部多摩ニュータウン
課再生支援担当（内
線：31-431）

2019 12 20 日・英

賃貸住宅トラブル防止
ガイドライン（詳細版）
Guidelines for
Preventing Tenant-
Landlord Disputes

東京に暮らす外国人のために、安
心して賃貸住宅を借りることができ
るよう賃貸契約の慣習やルールな
どを掲載した「賃貸住宅トラブル防
止のガイドライン」を多言語化。

https://www.juutakuseisak
u.metro.tokyo.lg.jp/juutaku
_seisaku/tintai/310-4-
jyuutaku.htm

¥0 A4版81ページ

住宅政策本部住宅企
画部不動産業課
内線30-384
外線03-5320-5071

2019 12 20 日・英・他 中国語、韓国語

賃貸住宅トラブル防止
ガイドライン（概要版）
Guidebook for Tenants
& Landlords

東京に暮らす外国人のために、安
心して賃貸住宅を借りることができ
るよう賃貸契約の慣習やルールな
どを掲載した「賃貸住宅トラブル防
止のガイドライン」を多言語化。

住宅政策本部窓口（都庁
第二本庁舎３階北側不動
産業課）、外国人相談コー
ナー（都庁第一本庁舎３５
階北側）、都消費生活総
合センター、ビジネスコン
シェルジュ東京、東京開業
ワンストップセンター、不動

¥0 A4版8ページ

住宅政策本部住宅企
画部不動産業課
内線30-384
外線03-5320-5071
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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

2021 Q4 日・英・他 中国語、韓国語 東京仮住まい

首都直下型地震時には大量の仮住
まい需要が生じることが想定され、
都民等の自助・共助による仮住まい
確保が必要であるため、制度の解
説も含めて外国人への仮住まい確
保の事前準備に関する普及活動と
して、リーフレット「東京仮住まい」を
多言語化。

¥0

住宅政策本部住宅企
画部企画経理課
内線35-185
外線03-5320-5057

2021 Q4 日・英・他 中国語、韓国語 東京仮住まい

首都直下型地震時には大量の仮住
まい需要が生じることが想定され、
都民等の自助・共助による仮住まい
確保が必要であるため、制度の解
説も含めて外国人への仮住まい確
保の事前準備に関する普及活動と
して、リーフレット「東京仮住まい」を
多言語化。

区市町村
関係団体等

¥0
A2版横カラー(両面)
※A6判に折りたたむ
(予定)

住宅政策本部住宅企
画部企画経理課
内線35-185
外線03-5320-5057

2021 Q4 日・英・他 中国語、韓国語 東京仮住まい

首都直下型地震時には大量の仮住
まい需要が生じることが想定され、
都民等の自助・共助による仮住まい
確保が必要であるため、制度の解
説も含めて外国人への仮住まい確
保の事前準備に関する普及活動と
して、リーフレット「東京仮住まい」を
多言語化。

¥0

住宅政策本部住宅企
画部企画経理課
内線35-185
外線03-5320-5057

日・英 局事業紹介
先進的な環境施策など局事業全般
について紹介

¥0

2013 11 25 日・英 局ＨＰ英語版
環境施策に関する情報発信、情報
提供

https://www.kankyo.metro
.tokyo.lg.jp/en/index.html

¥0
アクセス数 6,509件
（2020.4.1～
2021.3.31）

環境局総務部総務課
広報広聴担当（42-
192）

2013 2 英のみ
局フェイスブック英語
版

国際協力業務全般の最新動向を紹
介
海外の来訪者対応(オンラインを含
む)の紹介等

https://www.facebook.co
m/Environment.TMG

¥0
環境局総務部環境政
策課国際環境協力担
当（42-165）
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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 英のみ 局ツイッター英語版

国際協力業務全般の最新動向を紹
介
海外の来訪者対応(オンラインを含
む)の紹介等

https://twitter.com/Envir
onment_TMG

¥0
環境局総務部環境政
策課国際環境協力担
当（42-165）

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 Ｏｕｔｌｏｏ
ｋ（英）
　・東京環境的展望（中）

https://www.kankyo.metro
.tokyo.lg.jp/en/about_us/vi
deos_documents/documen
ts_1.files/kankyo4774.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 11 日・英
東京都環境基本計画
（本文）

環境の保全に関する目標や施策の
方向を示した基本計画（２０１６年３
月改定版）

・環境局担当者から広く海
外関係者等に配布
・局HPに掲載(日・英)

¥0
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）

2017 1 6 日・英
新たな環境施策に係る
広報展開

水素社会の意義、水素エネルギー
の安全性等を科学的かつ分かりや
すく解説

・環境局職員から海外担
当者にDVDで配布
・Youtube等を活用し、イン
ターネット配信

¥0
https://suiso-
tokyo.jp/gakuen/

環境局地球環境エネ
ルギー部次世代エネ
ルギー推進課水素エ
ネルギー推進担当
（42-786）

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

https://www.kankyo.
metro.tokyo.lg.jp/en/
about_us/videos_docu
ments/documents_1.
html

環境局総務部環境政
策課企画担当(42-
163)

40/78



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 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

https://www.kankyo.
metro.tokyo.lg.jp/en/
about_us/videos_docu
ments/documents_1.
html

環境局総務部環境政
策課企画担当(42-
163)

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
https://www.kankyo.
metro.tokyo.lg.jp/en/
about_us/videos_docu
ments/documents_1.
html

環境局総務部環境政
策課企画担当(42-
163)

2019 9 日・英
CREATING A
SUSTAINABLE CITY
2019

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３０ページ
https://www.kankyo.
metro.tokyo.lg.jp/en/
about_us/videos_docu
ments/documents_1.
html

環境局総務部環境政
策課企画担当(42-
163)

2020 Q3 日・英
CREATING A
SUSTAINABLE CITY
2020

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
https://www.kankyo.
metro.tokyo.lg.jp/en/
about_us/videos_docu
ments/documents_1.
html

環境局総務部環境政
策課企画担当(42-
163)

2021 Q3 日・英
CREATING A
SUSTAINABLE CITY
2021（仮称）

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縦ページ数は未
定

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）
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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 12 日・英
Zero Emission Tokyo
Strategy

ゼロエミッション東京戦略の紹介
環境局担当者から広く海
外関係者等に配布

¥0

Ａ４縦６２ページ

https://www.kankyo.
metro.tokyo.lg.jp/en/
about_us/zero_emissi
on_tokyo/strategy.ht
ml

環境局総務部環境政
策課企画担当(42-
163)

2021 3 日・英
Zero Emission Tokyo
Strategy 2020 Update
& Report

ゼロエミッション東京戦略 2020
Update & Report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５６ページ

https://www.kankyo.
metro.tokyo.lg.jp/en/
about_us/zero_emissi
on_tokyo/strategy_20
20update.html

環境局総務部環境政
策課企画担当(42-
163)

2019 12 日・英
Tokyo Climate Change
Adaptation Policy

気候変動適応法に基づく地域気候
変動適応計画の策定に向けた方針 局HPに掲載（日・英） ¥0

Ａ４縦４０ページ

https://www.kankyo.
metro.tokyo.lg.jp/en/
about_us/zero_emissi
on_tokyo/strategy.ht
ml

環境局総務部環境政
策課広域連絡調整担
当（42-157）

2019 12 日・英 Tokyo Plastic Strategy
東京都におけるプラスチック削減プ
ログラムの紹介

環境局担当者から広く海
外関係者等に配布

¥0

Ａ４縦２５ページ

https://www.kankyo.
metro.tokyo.lg.jp/en/
about_us/zero_emissi
on_tokyo/strategy.ht
ml

2019 12 日・英
Tokyo ZEV Promotion
Strategy

東京都におけるZEV普及プログラム
の紹介

局HPに掲載（日・英） ¥0

Ａ４縦２４ページ

https://www.kankyo.
metro.tokyo.lg.jp/en/
about_us/zero_emissi
on_tokyo/strategy.ht
ml

2021 Q2 日・英・他

日本語、英語、中
国語、ベトナム
語、インドネシア
語、ポルトガル語

未定
大気汚染防止法（アスベスト対策）
改正内容について、建設業等に従
事する外国人労働者に向けて解説

局HPに掲載 ¥0
Ａ４縦ページ数は未
定

環境局環境改善部大
気保全課大気調整担
当(42－361)
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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

2020 9 日・英

2020東京の福祉保健
英語版、2019Social
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
健局の施策の概要を説明するため
の資料

局内各部、国際交流館
等、局外国訪問・視察団

¥0 冊子本体86ページ
福祉保健局総務部総
務課広報担当（32-
141）

2021 9 日・英

2021東京の福祉保健
英語版、2020Social
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
健局の施策の概要を説明するため
の資料

局内各部、国際交流館
等、局外国訪問・視察団

¥0
冊子本体86ページ
（2020年度版実績）

福祉保健局総務部総
務課広報担当（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６
６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（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）

福祉保健局感染症対
策部防疫・情報管理課
（34-335）

2020 3 日・英・他 やさしい日本語
ともに生きるために
Living Together
HIV／AIDS

HIV／AIDSに関する基本的な知識
や予防方法、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
A5/33ページ、やさし
い日本語17ページ、
英語16ページ

福祉保健局感染症対
策部防疫・情報管理課
（34-335）

2021 Q3 日・英・他 タイ語、中国語
外国語新聞・外国語雑
誌への広告掲載

令和3年度東京都エイズ予防月間
キャンペーンの実施に伴い、普及啓
発の一環として、検査・相談の情報
を外国語新聞・雑誌広告に掲載

各新聞等購読者 ¥0
福祉保健局感染症対
策部防疫・情報管理課
（34-335）
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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 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
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/iryo/kan
sen/shingatainflu/keihatsu
.html

¥0
冊子本体：Ａ５版、各
言語３ページ

福祉保健局感染症対
策部事業推進課　感
染症医療整備担当
（34-318）

2017 11 日・英

インフルエンザを予防
しましょう(Protect
yourself and others
from the flu virus)

インフルエンザ予防のための手洗
い及び咳エチケット実施について

【配布】保健所、医療機
関、企業団体
【ホームページ掲載】
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/iryo/kan
sen/shingatainflu/keihatsu
.html

¥0 A２　四つ折り

福祉保健局感染症対
策部事業推進課　感
染症医療整備担当
（34-318）

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HACCP
制度推進担当（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HACCP
制度推進担当（内34-
857）

2017 12 英・他

中国語（繁体字、
簡体字）、韓国
語、タイ語、フラン
ス語

多言語リーフレット

東京都の食品安全に係る取組をPR
するﾘｰﾌﾚｯﾄを作成し、観光見本市
等の現地イベントで配布

JNTO海外事務所等を通じ
て配布

¥0
A4版両面見開き4
ページ

福祉保健局健康安全
部食品監視課食品安
全担当（34-344）
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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・他
中国語、韓国語、
タイ語、スペイン
語

「東京都保健医療情報
センターの外国語対応
事業」

医療情報サービスの受付時間、電
話番号等の情報を掲載

区市町村窓口、医療機関
窓口等

¥0 未定
福祉保健局医療政策
部医療政策課医療改
革推進担当（33－323）

2021 Q4 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

医療機関受診のため
の多言語ガイドブック

具合が悪くなった時の対処法
日本での感染症発生状況
医療機関の探し方
医療機関へのかかり方
症状・病状等の説明のための指さし
シート

東京観光情報センター、
都内のホテル・旅館・簡易
宿所、観光案内所等に配
布
【ホームページ】
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/iryo/kan
sen/tagengoguide.html

¥0
冊子本体：Ａ５版・４４
ページ

福祉保健局感染症対
策部防疫・情報管理課
感染症危機管理担当
（34-325）

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
https://www.fukushihoken.metro.tok
yo.lg.jp/iryo/kansen/kekkaku/tagen
ngo.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）

福祉保健局感染症対
策部防疫・情報管理課
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（33-569）

2020 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（34-221)
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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 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）

2021 3 日・英 日本語、英語
ヘルプマーク普及啓発
日英ポスター

既成ポスターにＱＲコード（英語版・
中国語版・韓国語版のホームペー
ジ）を追加し、レイアウトも変更。各
都営交通機関や民間のバス会社へ
掲出。

各都営交通機関、民間バ
ス会社

¥0 B3　横型

福祉保健局障害者施
策推進部計画課社会
参加推進担当（33-
241）

2020 11 英・他 中国語、韓国語
ヘルプマーク普及啓発
リーフレット

３か国語のポスターを作成し、各都
営交通機関や民間のバス会社へ掲
出。

【配布】区市町村
¥0 Ａ４　縦型

福祉保健局障害者施
策推進部計画課社会
参加推進担当（33-
241）

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
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/shokuhin
/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）

2019 7 英・他
中国語（簡体、繁
体）、韓国語

災害時の食中毒予防
リーフレット多言語版

避難生活での食中毒予防のポイン
ト等

保健所、健康安全研究セ
ンターで配布
ホームページ
https://www.fukushihoken.
metro.tokyo.lg.jp/shokuhin
/saigai/saigai.html

¥0 A3二つ折り

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）

2020 2 14 日・英
薬物乱用防止啓発事
業・「STOP!!薬物乱用」

地域や学校等における薬物乱用防
止教育に役立てるための啓発資材

都内全小中学校、関係機
関等に配布。

¥0 B2判
福祉保健局健康安全
部薬務課薬物乱用対
策担当（34-435）
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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

2020 2 14 日・英・他

中国語、韓国・朝
鮮語、スペイン
語、ポルトガル
語、ベトナム語、
フィリピン語

薬物乱用防止啓発事
業・「STOP!!薬物乱用」

地域や学校等における薬物乱用防
止教育に役立てるための啓発資材

都内全小中学校、関係機
関等に配布。

¥0

A4版
各言語２ページで全
20ページ（表紙含む）
中国語は簡体字、繁
体字あり。

福祉保健局健康安全
部薬務課薬物乱用対
策担当（34-435）

2020 9 30 日・英

認知症未来社会創造
センター
Integrated Research
Initiative for
Living Well with
Dementia

認知症未来社会創造センター事業
概要の紹介。

東京都健康長寿医療セン
ター認知症未来社会創造
センター事務局

¥0
A4判
A3見開き4ページ

東京都健康長寿医療
センター
認知症未来社会創造
センター事務局
03-3964-1141（内線
1213）

2019 7 英のみ

地方独立行政法人東
京都健康長寿医療セ
ンター
TOKYO
METROPOITAN
GERIATRIC
HOSPITAL AND
INSTITUTE　OF

東京都健康医療センター事業概要 東京都健康長寿医療セン
ター総務係広報担当

¥0
A4判
中折8P

東京都健康長寿医療
センター
総務係広報担当
03-3964-1141（内線
1240）

2019 3 日・英

東京都健康長寿医療
センター研究所
TOKYO
METROPOITAN
INSTITUTE　OF
GERONTOLOGY

東京都健康医療センター研究所事
業概要中期計画（第三期：2018-
2022）

東京都健康長寿医療セン
ター総務係広報担当

¥0
A4版
52P

東京都健康長寿医療
センター
総務係広報担当
03-3964-1141（内線
1240）

2020 11 日・英・他
中国語（簡体、繁
体）、韓国語

体罰などによらない子
育てハンドブック

児童虐待防止の啓発資材

各都児童相談所、各区市
町村子ども家庭支援セン
ター（児童福祉主管課）、
各自治体民生・児童委員

¥0
正方形（1辺
125mm）、16ページ

福祉保健局少子社会
対策部家庭支援課児
童相談所運営担当
（32-763）

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
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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 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

国際医療機器展「ＭＥ
ＤＩＣＡ」、国際医療機
器技術・部品展「ＣＯＭ
ＰＡＭＥＤ」

・都内中小企業（15社）の国外展示
会への出展を支援
・優れた技術を持つ都内中小企業
の出展により東京の技術力、ブラン
ド力をPR

・現地機関等への出展企
業PR紙の送付
・展示会公式HP等
・展示会会場カタログ等配
布

¥0
ＰＲ紙は、Ａ４もしくは
Ａ３。その他未定。

産業労働局商工部経
営支援課海外展開担
当（36-671）

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-
661616）
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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）

2021 11 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

・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ページを
想定）の記載

産業労働局商工部経
営支援課市場開拓担
当（36-672）

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)

日・英・他
韓、中（繁、簡）、
独、仏、伊、西、泰

ウェルカムカードの作
成・配布

観光地図、緊急時連絡先、施設割
引等記載した印刷物を東京観光情
報センター、空港、交通機関、宿泊
施設等で配布する。

東京観光情報センター、
宿泊施設等

¥0
産業労働局観光部受
入環境課情報広報担
当（36-952）

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84ページ
＞

産業労働局観光部受
入環境課情報広報担
当（36-952）

2021 3 日・英 英語

とうきょう特産食材使
用店ガイド・Giude to
Tokyo's Locavore
Restaurants

「とうきょう特産食材使用店」の店舗
情報、主なメニュー、価格等を紹
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

Ａ5,208ページ（とう
きょう特産食材使用
店：日本語版）
A5、128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－
4882）
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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

2021 3 日・英 英語
東京島じまん食材使用
店・Locavore Dining in
the Tokyo Islands

「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。

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

Ａ5,228ページ（東京
島じまん食材使用
店：日本語版）
A5、108ページ(英語
版）

産業労働局農林水産
部食料安全課生産情
報担当（03－5320－
4882）

2022 3 日・英 英語

とうきょう特産食材使
用店ガイド・Giude to
Tokyo's Locavore
Restaurants

「とうきょう特産食材使用店」の店舗
情報、主なメニュー、価格等を紹
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

Ａ5,208ページ（とう
きょう特産食材使用
店：日本語版）
A5、1２８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－
4882）

2022 3 日・英 英語
東京島じまん食材使用
店・Locavore Dining in
the Tokyo Islands

「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。

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

Ａ5,228ページ（東京
島じまん食材使用
店：日本語版）
A5、108ページ(英語
版）

産業労働局農林水産
部食料安全課生産情
報担当（03－5320－
4882）

2021 4 日・英・他
中国語（繁・簡）・
韓国語・タイ語・マ
レー語・フランス語

るるぶ特別編集　東京
の農林水産（「業」削
除）

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
及び配布

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（37-352）

2019 Q2 日・英
東京農業振興プラン・
Tokyo Agriculture
Promotion Plan

都が目指す農業振興の方向と今後
の施策展開を示すプランを作成

国際イベントや視察等で
東京を訪れる外国人に配
布

¥0 60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）

2021 Q3 日・他
日本語・英語・中
国語・タイ語

東京産水産物の紹介

東南アジアにおける東京産水産物
の持続的なマーケット構築に向け
て、東京産水産物を特集したローカ
ルフリーペーパーを作成

タイ・フィリピンの国内小売
店・飲食店プロモーション
の一環として配布

¥0
産業労働局農林水産
部水産課企画調整担
当（37-421）
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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

2021 3 31 日・英・他
英語又は中国語
（日本語を併記）

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（英
語版）
在日本工作的外国人
労働者手冊（中国語

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）、215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）

2020 10 日・他
ベトナム語
ネパール語
（日本語を併記）

これだけはおさえてお
きたい労働法のポイン
ト

外国人が日本で働く上で必要な労
働法のポイントを解説

労働相談に訪れた外国人
労働者　等

¥0 A4、8ページ

産業労働局雇用就業
部労働環境課労働相
談調整担当（03-5320-
6110）

2020 3 日・英・他
英語、中国語、韓
国語

市場のしおり
市場の仕組みについての解説を3
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）

2021 Q4 日・英・他
英語、中国語、韓
国語

市場のしおり
市場の仕組みについての解説を3
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）

2019 2 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

2021 Q4 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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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

2021 日・英

東京都建設局概要
2021、Bureau of
Construction Overview
2021

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：４１－４５５

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
計画調査担当・土砂災
害対策担当
内線：４１－４９１、４１
－４５６

2021 3 15 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60ペー
ジ

建設局公園緑地部公
園課利用促進担当
内線：４１－２71

2022 3 14 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60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
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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

2021 3 日・英・他 中国語（繁・簡）
韓国語

都立動物園・水族園
TOKYO ZOOS AND
AQUARIUM

都立動物園・水族園（恩賜上野動物
園、多摩動物公園、葛西臨海水族
園、井の頭自然文化園）の飼育展
示の見どころ等

主な配布場所
東京観光情報センター、
恩賜上野動物園、多摩動
物公園、葛西臨海水族
園、井の頭自然文化園

¥0
5つ折りA4変型版リー
フレット

（公財）東京動物園協
会　総務部 運営企画
課経営企画係マーケ
ティング担当
03-3828-5171

2020 1 英・他 中国語（簡）

上野動物園で飼育す
る日本固有種
Native animals in Ueno
Zoo

恩賜上野動物園内で飼育展示する
日本固有種の紹介

恩賜上野動物園内に2020
年1月から期間限定で開
設した訪日客向け案内所
「Tokyo Zoo Welcome
Center」で配布

¥0
4つ折りA4変型版リー
フレット

（公財）東京動物園協
会　総務部 運営企画
課経営企画係マーケ
ティング担当
03-3828-5171

日・英
東京パークスナビ
Tokyo Parks Navi

動物園散策のガイドアプリケーショ
ン

来園外国人等 ¥0 A4版チラシ

(公財)東京動物園協
会　恩賜上野動物園
教育普及課
03-3828-5171

日・英・他
中国語（繁・簡）
韓国語

上野動物園マップ
UENO ZOO MAP

園のガイドマップ、利用案内
来園外国人等
園内配布、ウェブサイト
（PDFダウンロード）

¥0 6つ折りA3版

(公財)東京動物園協
会 恩賜上野動物園
事業課 案内係
03-3828-5171

日・英・他
中国語（繁・簡）
韓国語

多摩動物公園利用案
内
Tama Zoological Park
Zoo map & Guide

園のガイドマップ、利用案内 来園外国人等 ¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

（公財）東京動物園協
会 多摩動物公園 事
業課 案内係
042-591-1611

日・英
東京パークスナビ
Tokyo Parks Navi

水族園散策のガイドアプリケーショ
ン

来園外国人等 ¥0 A4版チラシ

(公財)東京動物園協
会　葛西臨海水族園
飼育展示課 教育普及
係
03-3869-5152
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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・他 中国語（繁・簡）
韓国語

葛西臨海水族園マップ
TOKYO SEA LIFE
PARK GUIDE MAP

園のガイドマップ、利用案内 来園外国人等 ¥0 3つ折りA4版

(公財)東京動物園協
会 葛西臨海水族園
事業課 案内係
03-3869-5152

日・英・他
中国語（繁・簡）
韓国語

井の頭自然文化園
Inokashira Park Zoo

園のガイドマップ、利用案内 来園外国人等 ¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

（公財）東京動物園協
会 井の頭自然文化園
管理係
0422-46-1100

日・英

ツシマヤマネコからの
手紙
A letter from a
Tsushima leopard cat

ツシマヤマネコの保全活動紹介 来園外国人等 ¥0
4つ折りA5×8ページ
リーフレット

（公財）東京動物園協
会 井の頭自然文化園
教育普及係
0422-46-1100

2019 8 日・英

イモリ学にゅうもん
Introduction to
Newtology (the study
of newts)

アカハライモリの保全活動紹介 来園外国人等 ¥0
3つ折りA5×6ページ
リーフレット

（公財）東京動物園協
会 葛西臨海水族園
飼育展示課 教育普及
係
03-3869-5152
井の頭自然文化園 教
育普及係
0422-46-1100

2019 3 日・英
日本語
英語 SAYAMA　HILLS

都立狭山公園、都立野山北・六道
山公園を中心とした狭山丘陵全域
の観光ガイド

狭山丘陵の都立公園管理
所、狭山丘陵5市1町の自
治体、東京都観光情報セ
ンター等での配布

¥0
冊子A５判　全32ペー
ジ

西武・狭山丘陵パート
ナーズ　都立狭山公園
パークセンター　042-
393-0154

2016 11 1 日・英・他
英語・中国語・ハ
ングル

東京臨海広域防災公
園そなエリア東京
The Tokyo Rinkai
Disaster Prevention
Park Sona Area Tokyo

「そなエリア東京」体験施設紹介 来館訪日外国人観光客 ¥0 A4版1枚
国営東京臨海広域防
災公園 管理センター
TEｌL:03‐3529‐2180
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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

2012 11 20 日・英・他
英語・中国語・ハ
ングル

72時間を生き抜くヒント
Hint to survive for 72
hours

体験施設内の「東京直下72hツ
アー」内で紹介されている、地震発
生後の72時間を生き抜くヒントを紹
介している

来館訪日外国人観光客 ¥0 A5版冊子
国営東京臨海広域防
災公園 管理センター
TEｌL:03‐3529‐2180

2018 1 19 日・英・他
英語・中国語・ハ
ングル

紙食器の作り方
HOW TO FOLD
PAPER DISHES

紙を使用した食器の作り方を紹介 来館訪日外国人観光客 ¥0 A4版1枚(裏表)
国営東京臨海広域防
災公園 管理センター
TEｌL:03‐3529‐2180

2019 2 12 日・英・他
英語・中国語・ハ
ングル

施設のご案内
Fasility Information

そなエリア東京 体験・学習施設案
内

来館訪日外国人観光客 ¥0 A4版1枚
国営東京臨海広域防
災公園 管理センター
TEｌL:03‐3529‐2180

日・英・他
日本語・英語・中
国語・韓国語

都立武蔵野公園　公
園MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立武蔵野公
園パークセンター
042-361-6861

日・英 日本語・英語
都立浅間山公園　公
園MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立武蔵野公
園パークセンター
042-361-6861

2021 3 他のみ 韓国語
都立浅間山公園　公
園MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布（予
定）

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立武蔵野公
園パークセンター
042-361-6861
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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・他
日本語・英語・中
国語・韓国語

都立野川公園　公園
MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立野川公園
パークセンター
0422-31-6457

日・英 日本語・英語
都立野川公園自然観
察センター観察園MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立野川公園
パークセンター
0422-31-6457

2021 3 他のみ 韓国語
都立野川公園自然観
察センター観察園MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布（予
定）

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立野川公園
パークセンター
0422-31-6457

日・英 日本語・英語
都立狭山・境緑道　公
園MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立野川公園
パークセンター
0422-31-6457

日・英 日本語・英語
都立玉川上水緑道
公園MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立野川公園
パークセンター
0422-31-6457

日・英・他
日本語・英語・中
国語・韓国語

都立武蔵国分寺公園
公園MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立武蔵国分
寺公園パークセンター
042-323-8123
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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 日本語・英語
都立六仙公園　公園
MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立野川公園
パークセンター
0422-31-6457

2021 3 他のみ 韓国語
都立六仙公園　公園
MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布（予
定）

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立野川公園
パークセンター
0422-31-6457

日・英 日本語・英語
都立東伏見公園　公
園MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立野川公園
パークセンター
0422-31-6457

2021 3 他のみ 韓国語
都立東伏見公園　公
園MAP

園のガイドマップ、利用案内

都立武蔵野公園、都立野
川公園、都立武蔵国分寺
公園管理所、武蔵野地域
の自治体、東京都観光情
報センター等での配布（予
定）

¥0
3つ折りA4版リーフ
レット

西武・武蔵野パート
ナーズ　都立野川公園
パークセンター
0422-31-6457

2021 3 日・英
PORT OF TOKYO
2021

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
https://www.kouwan.metr
o.tokyo.lg.jp/pamphlet/

¥193

冊子本体：Ａ４、５５
頁、日英併記、
本体価格　193円+税
税込価格　212.3円

港湾局総務部総務課
広報・国際担当　43-
144

2022 3 日・英
PORT OF TOKYO
2022

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
https://www.kouwan.metr
o.tokyo.lg.jp/pamphlet/

¥193

冊子本体：Ａ４、５５
頁、日英併記、
本体価格　193円+税
税込価格　212.3円

港湾局総務部総務課
広報・国際担当　43-
144
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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

2021 3 日・英
東京港便覧　2021
Port of Tokyo Map
2021

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

都庁第一本庁舎書店
https://www.kouwan.metr
o.tokyo.lg.jp/pamphlet/

¥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（税込）

港湾局総務部総務課
広報・国際担当　43-
144

2022 3 日・英
東京港便覧　2022
Port of Tokyo Map
2022

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

都庁第一本庁舎書店
https://www.kouwan.metr
o.tokyo.lg.jp/pamphlet/

¥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（税込）

港湾局総務部総務課
広報・国際担当　43-
144

2021 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、
https://www.kouwan.metr
o.tokyo.lg.jp/kanko/park/i
ndex.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.metr
o.tokyo.lg.jp/kanko/umino
mori/

¥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

2021 3 日・英
葛西海浜公園パンフ
レット
Kasai Marine Park

ラムサール条約湿地に登録された
葛西海浜公園の概要を紹介

局窓口
https://www.kouwan.metr
o.tokyo.lg.jp/kanko/park/i
ndex.html

¥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
上公園課整備計画担
当43-381

2021 1 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
https://www.kouwan.metr
o.tokyo.lg.jp/pamphlet/

¥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
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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

2021 Q4 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
https://www.kouwan.metr
o.tokyo.lg.jp/pamphlet/

¥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

2021 3 日・英
葛西海浜公園の歩み
History of Kasai
Marine Park

ラムサール条約湿地に登録された
葛西海浜公園の歴史や、園内で行
われている活動、干潟の特徴や生
き物などについて紹介

局窓口
https://www.kouwan.metr
o.tokyo.lg.jp/kanko/park/i
ndex.html

¥0
リーフレット本体：A5
冊子（26ページ）、日
本語版、英語版

港湾局臨海開発部海
上公園課整備計画担
当43-381

2021 3 英のみ

美しく多様な日本の港
を知る
TOKYO with Shizuoka
Wakayama Kochi and
Kagoshima

国内他港との連携事業及び連携港
に関する概要ＰＲ

海外船社など ¥0
リーフレット本体:A3二
つ折り、16項、英語版

港湾局港湾経営部振
興課誘致促進担当
43-259

2020 9 日・英 都営交通のあらまし
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）

2020 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）

2019 日・英・他
中国語（簡体・繁
体）、韓国語

How to take the TOEI
Bus

和紙製のパスケースがついた都営
バスの乗車方法を案内するリーフ
レット

都営バス車内、都営バス
ターミナル、ＴＩＣ

¥0
Ａ5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）
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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

2020 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）

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）

2019 12 1 日・英・他
中国語（簡体・繁
体）、韓国語

国内外からのお客様
誘致の積極的な展開

東京メトロと共同で、東京観光財団
が発行する「東京トラベルガイド」に
東京の地下鉄、東京さくらトラムをＰ
Ｒする広告を出稿し、外国人観光客
誘致を図る。

都営地下鉄駅、荒川電車
営業所、観光情報セン
ター（都庁）

¥0
交通局電車部営業課
営業推進担当（内線
46-535）

2021 6 1 日・英・他
中国語（簡体・繁
体）、韓国語

国内外からのお客様
誘致の積極的な展開

東京メトロと共同で、東京観光財団
が発行する「東京トラベルガイド」に
東京の地下鉄、東京さくらトラムをＰ
Ｒする広告を出稿し、外国人観光客
誘致を図る。

都営地下鉄駅、荒川電車
営業所、観光情報セン
ター（都庁）

¥0
交通局電車部営業課
営業推進担当（内線
46-535）

2019 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）

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）
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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 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）

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）

2019 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）

2019 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）

2019 Q2 英・他 中国語（繁体字） タイムアウト東京マップ
都営交通沿線の観光スポットや利
用方法等を紹介。

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
交通局総務部お客様
サービス課広報担当
（内線46-143）
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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

2021 1 日・英
英語版事業概要
Water Supply in Tokyo

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
48-218

2021 1 英のみ
英語版事業概要
Water Supply in Tokyo

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
48-218

2021 Q3 日・英
英語版事業概要
Water Supply in Tokyo

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
48-218

2021 Q3 英のみ
英語版事業概要
Water Supply in Tokyo

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
48-218

2018 9 日・英

東京水道国際展開プ
ログラム
Tokyo Waterworks
International
Cooperation Program

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
作成　（Ａ4）

水道局総務部企画調
整課国際施策担当
48-218

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.waterworks.
metro.tokyo.lg.jp/eng/wat
erprofessionals/a1hrd.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
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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

2007 11 英のみ
海外の水道実務者向
けホームページ

東京水道の概要、技術やノウハウ、
国際関連施策に関する取組につい
ての情報などを掲載

https://www.waterworks.
metro.tokyo.lg.jp/eng/wat
erprofessionals/

¥0
水道局総務部企画調
整課国際施策担当
48-218

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

2021 Q1 日・英

東京水道の国際展開
の取組
International
Cooperation of Tokyo
Waterworks

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
作成（２つ折りA4判）

水道局総務部企画調
整課国際施策担当
48-218

2019 10 日・英

水道局環境報告書
2019概要版
Environmental Report
2019 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
https://www.waterworks.
metro.tokyo.lg.jp/eng/wat
erprofessionals/energy.ht
ml

¥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

2020 10 日・英

水道局環境報告書
2020概要版
Environmental Report
2020 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
https://www.waterworks.
metro.tokyo.lg.jp/eng/wat
erprofessionals/energy.ht
ml

¥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
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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

2021 10 日・英

水道局環境報告書
2021概要版
Environmental Report
2020 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
https://www.waterworks.
metro.tokyo.lg.jp/eng/wat
erprofessionals/energy.ht
ml

¥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

2020 7 日・英

東京都水道局環境５
か年計画2020-2024
Tokyo Metropolitan
Government Bureau of
Waterworks
5-year environmental
plan 2020-2024
Digest Version

局事業に伴う環境負荷の低減を、
実効的かつ総合的に推進していくこ
とを目的として策定した「東京都水
道局環境５か年計画2020－2024」
の概要版

東京都水道局ホームペー
ジに掲載
https://www.waterworks.
metro.tokyo.lg.jp/eng/wat
erprofessionals/energy.ht
ml

¥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・他 中・韓
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・他 中・韓
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

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
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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 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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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 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

2020 3 日・英
東京都の下水道 2019
Sewerage in Tokyo
2019

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42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

2020 12 日・英
東京都の下水道 2020
Sewerage in Tokyo
2020

東京都下水道局事業の紹介・解説

【日本語】
https://www.gesui.metro.t
okyo.lg.jp/business/kanko
/kankou/2020tokyo/index.
html
【英語】
https://www.gesui.metro.t
okyo.lg.jp/english/aboutus
/index.html

¥0 A4版42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

2020 8 日・英
東京都の教育2020
(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
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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

2021 8 日・英
東京都の教育2021
(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

2019 9 日・英・他 中国語・韓国語

「令和２年度（2020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 2020
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

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

2020 9 日・英・他 中国語・韓国語

「令和3年度（2021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 2021
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

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

2021 9 日・英・他 中国語・韓国語

「令和4年度（2022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 2022
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

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

67/78



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

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 Fuch
ū　&　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53-831

2020 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

2021 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
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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 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

2020 9 26 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

2019 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

2020 9 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

2019 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

2020 9 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
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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 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

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）

2015 3 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
映像資料Exhibition on
Restored Local
Documents of
Rikuzentakata City
Library
Local Treasures
Restored From a Giant
Tsunami

資料の修復に興味を持つ海外機
関、外国人に対して、震災後の資料
の救済、修復工程等を英語で説明
する。

図書館関連機関、博物館
等の要望に応じて配布

¥0
DVD-ROM：１枚　日
本語版・英語版併録
各１２分

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）
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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 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「丘陵人の宝
もの」

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）を
解説した冊子(日・英併記）

利用者に配布（館内）

WEBページからダウンロー
ド
http://www.tef.or.jp/maibu
n/books.jsp

¥0
常設展（A4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

2021 5 12 日・英 日・英併記

東京都立埋蔵文化財
調査センター令和3年
度企画展示「現場のミ
カター発掘調査を読み
解く」解説冊子

企画展示（年度ごとにテーマをかえ
て展示）を解説した冊子(日・英併
記）

利用者に配布（館内）
WEBページからダウンロー
ド
http://www.tef.or.jp/maibu
n/books.jsp企地域教育支
援部管理課を通じて、都
庁内及び観光案内所でも
配布

¥0
企画展（A5判24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

2021 3 21 日・英 英語

東京都立埋蔵文化財
調査センターSite
Garden”The Jomon
Village"feel the Jomon
breeze..

遺跡庭園「縄文の村」案内『縄文の
風にのって』の英語版リーフレット

利用者に配布（館内）
¥0

A5　8ページ　観音折
り

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

2019 10 31 英のみ

重要文化財（建造物）
旧前田家本邸英語版
リーフレット
Important Cultural
Property (Buildings)
Former Residence of
the MAEDA Family

外国人に対して、重要文化財「旧前
田家本邸洋館」の魅力を発信

旧前田家本邸洋館の来館
者に対し、配布

¥0
縦210mm×横400mm
8ページ
4つ折り、両観音折り

教育庁地域教育支援
部管理課文化財保護
担当　内線53-831

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」

労働委員会制度、利用方法等につ
いての紹介

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
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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 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

2019 3 29 日・英
英語版局ホームペー
ジの充実

英語版の局ホームページに「よくあ
る質問」、「情報公開ポータルサイ
ト」等のページを掲載し、収用に対
する外国人の理解を促進する

https://www.shuyou.metro
.tokyo.lg.jp/TOP/lang/en/i
ndex.html

¥0
日本語WEBサイトの
英語版

収用委員会事務局総
務課　内線：55-637

2013 12 日・英
日英サイト掲載内容の
統一化

日本語版のwebサイトの掲載内容
（文章や図表）やレイアウト等を統一
し、両言語で同水準の情報を得るこ
とができるように改修を行った。

https://www.shuyou.metro
.tokyo.lg.jp/TOP/lang/en/

¥0
日本語WEBサイトの
英語版

収用委員会事務局総
務課　内線：55-637

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
56-322

2022 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（予
定）

議会局調査部管理課
56-322

2019 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
者とな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３１年度１２万部
印刷、令和２年度２０
万部印刷、Ａ３、観音
折り

警視庁生活安全部生
活安全総務課個別防
犯係03-3581-4321
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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

2020 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、49ページ（英
語版）、44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

2020 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、51ページ（英
語版）、46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

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

2020 2 英・他 英・中・韓
グラフ警視庁
(TOKYO Metropolitan
Police Department）

「グラフ警視庁２０２０」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

2021 10 英・他 英・中・韓
グラフ警視庁
(TOKYO Metropolitan
Police Department）

「グラフ警視庁２０２１」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

2019 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
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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

2021 Q2 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

2020 2 英・他
中(繁・簡)・韓・ベト
ナム

訪日外国人向け交通
安全啓発チラシ（日本
の交通ルール、Ｊａｐａｎ
'ｓ Traffic  Rules)

訪日外国人の交通事故防止のた
め、日本の交通ルールと交通安全
行動について紹介

各警察署等 ¥0 A4両面刷り

警視庁交通部交通総
務課交通安全対策第
一係
03-3581-4321

2020 2 日・英・他 中・韓

在日外国人向け交通
安全啓発リーフレット
（自転車の正しい乗り
方、ＨＯＷ ＴＯ　ＲＩＤＥ
Ａ　ＢＩＣＹＣＬＥ　ＴＨＥ
ＲＩＧＨＴ　ＷＡＹ）

訪日・在日外国人の自転車交通事
故のため、自転車の交通ルールを
解説

各警察署等 ¥0
A4（三つ折りサイズ）
両面刷り

警視庁交通部交通総
務課交通安全対策第
一係
03-3581-4321

2022 Q4 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
東京消防庁企画調整
部広報課広報係(03-
3212-2111 内線2306)

2021 Q4 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)

2021 2 英のみ Annual Report 2020
東京消防庁の組織、業務概要につ
いて写真、統計資料をもって紹介
（毎年発行）

東京消防庁本部庁舎１階
情報開示室、都民情報
ルーム

¥0 冊子本体：Ａ４カラー
東京消防庁総務部総
務課国際業務係（03-
3212-2111 内線2587)
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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

2022 1 英のみ Annual Report 2021
東京消防庁の組織、業務概要につ
いて写真、統計資料をもって紹介
（毎年発行）

東京消防庁本部庁舎１階
情報開示室、都民情報
ルーム

¥0 冊子本体：Ａ４カラー
東京消防庁総務部総
務課国際業務係（03-
3212-2111 内線2587)

2021 5 日・英

TFD防災インフォメー
ション６月号
TFD Life Safety
Information (June
2021)

都内外国人を対象とした防災情報
の配信

https://www.tfd.metro.tok
yo.lg.jp/eng/safety_info.ht
ml

記事本体：Ａ４ＰＤＦ白
黒

東京消防庁総務部総
務課国際業務係（03-
3212-2111 内線2587)

2021 12 日・英
消防防災資料センター
（消防博物館）

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

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)

2020 12 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、
80,000部

東京消防庁消防防災
資料センター消防博物
館(03-3353-9119)

2021 12 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、
40,000部

東京消防庁消防防災
資料センター消防博物
館(03-3353-9119)

2021 日・英・他
都民防災教育センター
（防災館）

池袋、立川、本所の３か所にある防
災館での防災体験学習を通じ、災
害の恐ろしさや備えについて指導す
る。

３館合計で262,547人
の来館者のうち、
29,554人（約11％）が
外国人（令和元年度）
今後、展示や体験訓
練の多言語対応を推
進する。

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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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

2020 11 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,
７００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)

2021 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,
７００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)

2020 12 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)

2021 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)

2020 12 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)

2021 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)
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2020 12 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)

2021 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)

2020 12 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)

2021 Ｑ2 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)

2020 12 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)

2021 Ｑ2 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)
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2020 7 英のみ 英語 東京版救急受診ガイド
都内で外国の方が急な病気やけが
の際の安全・安心の確保するため
に、救急受診ガイドを紹介するもの

東京消防庁本部庁舎、消
防署所、宿泊施設、観光
案内所

¥0 100×212㎜ 三つ折り

東京消防庁救急部救
急医務課救急相談係
(03-3212-2111 内線
4545)

2021 Q2 英のみ 英語 東京版救急受診ガイド
都内で外国の方が急な病気やけが
の際の安全・安心の確保するため
に、救急受診ガイドを紹介するもの

東京消防庁本部庁舎、消
防署所、宿泊施設、観光
案内所

¥0 100×212㎜ 三つ折り

東京消防庁救急部救
急医務課救急相談係
(03-3212-2111 内線
4545)

2020 9 日・英

業務紹介「東京の救
急」
EMERGENCY
MEDICAL
SERVICES[EMS] IN
TOKYO

東京消防庁の救急制度、応急手当
等を紹介

東京消防庁各消防署 ¥0

パンフレット「東京の
救急」（日本語・英語
併記）
Ａ４パンフレット１６
ページ

東京消防庁救急部救
急指導課救急普及係
(03-3212-2111 内線
4626)

2021 9 日・英

業務紹介「東京の救
急」
EMERGENCY
MEDICAL
SERVICES[EMS] IN
TOKYO

東京消防庁の救急制度、応急手当
等を紹介

東京消防庁各消防署 ¥0

パンフレット「東京の
救急」（日本語・英語
併記）
Ａ４パンフレット１６
ページ

東京消防庁救急部救
急指導課救急普及係
(03-3212-2111 内線
4626)

2020 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)

2020 9 日・英

消防技術安全所報 57
号
REPORT OF FIRE
TECHNOLOGY AND
SAFETY
LABORATORY　2019

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
航空便で配布

¥0

Ａ４約２００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、1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)
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