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10月 31日（土） 

オープニングイベント（レッドカーペット、セレモニー）   2P~5P 

 

11月 1月（日）～８日（日） 

アジア交流ラウンジ           6P 

 

11月 9日（月） 

クロージングセレモニー                    7P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のためのご協力のお願い】 
※ご取材頂くスタッフ様の人数は、最小限にてご協力お願いいたします。 
※当日はマスク常時着用必須の上、受付にてアルコール消毒をお願いいたします。 
※受付で名刺を頂戴する場合がございます。 
※受付の際、非接触型の体温計にて検温をさせていただきます。 
体温が 37.5℃以上の場合は、誠に申し訳ございませんがご入場をお断りさせていただきます。 
発熱や咳など風邪のような症状、体調不良、倦怠感や息苦しさなどがある場合、ご来場をお控えください。 

※他媒体への転用はご遠慮ください。ご取材はこちらから事前にご案内をお送りした媒体に限らせていただきます。 
 
 

 
 

 

【本件に関するお問い合わせ】 

東京国際映画祭事務局 プロモーショングループ TEL 03-6226-3012 FAX 03-6226-3023 

＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (山崎、楽満) TEL 03-5457-2238 FAX 03-5457-2239 desk@rakusha.co.jp 

＜WEB媒体＞ モボ・モガ (岩舘) TEL：03-6910-2007／FAX：03-6273-3818  sck-iwadate@mobo-moga.com 

重 要 

第 33回東京国際映画祭 

注目イベント ご取材のご案内 
 

≪当日は東京国際映画祭発行の「プレスパス」がないとご取材いただけません≫ 

パスをまだご取得でない方は、下記事務局プレスパス担当まで至急ご連絡ください。 

東京国際映画祭事務局プロモーショングループ tiff-press@tiff-jp.net 

 

mailto:sck-iwadate@mobo-moga.com
mailto:tiff-press@tiff-jp.net


 

                     

【本件に関するお問い合わせ】 東京国際映画祭事務局 プロモーショングループ tiff-press@tiff-jp.net 
＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (山崎、渡辺) TEL 03-5457-2238 FAX 03-5457-2239 desk@rakusha.co.jp 
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今年は第 33回東京国際映画祭のオープニングイベントを 10月 31日（土）に東京国際フォーラムにて下記の通りに行う運びとな

りました。今年は、新型コロナウイルス感染予防対策のため、六本木ヒルズアリーナでのレッドカーペットイベントは実施致しませんが、東

京国際フォーラムのロビーにてレッドカーペットを模したイベントを実施致します。つきましては、登場するゲストおよびオープニングイベント

の概要を下記にご案内いたします。是非ご取材いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。 

ご取材は「完全事前申し込み制」となります。申込期間内にプレスマイページの申請フォームよりご申請をお願い致します。

なお、応募多数で定員に達した場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。 

【申し込み締め切り】スチール・ペン記者：10月 28日（水）10:00 ～10月 30日（金）15:00 まで 

              ムービー：10月 28日（水）10:00 ～10月 30日（金）18:00 まで 

各エリア申し込み締め切り後に抽選、お断りさせていただく方には、[tiff-press@tiff-jp.net]よりご連絡致します。 

スチール・記者エリア：30日（金）18:00 まで／ムービーエリア：30日（金）20:00 までにご連絡致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日程 ： １０月 31日（土）※途中退場はご遠慮いただいております。※受付で手荷物検査にご協力をお願いいたします。 

■レッドカーペットアライバル    13：00～14：30（予定）  場所：東京国際フォーラム ホール C 2F ロビー 
■オープニングセレモニー      15：30～16：45（予定）  場所：東京国際フォーラム ホール C 

 

イベント概要 

＜レッドカーペットアライバル＞ 

■内容：出品作品ゲストの登場＆一言挨拶 ※サウンドバイツはございません。 

        （登壇ゲストに関しましては、本リリース 3,4枚目をご覧ください） 

＜オープニングセレモニー＞ 

■主な登壇者(予定)：第 33回東京国際映画祭フェスティバル・アンバサダー：役所広司 

「Japan Now」部門特集：深田晃司監督 

オープニング作品『アンダードッグ』：森山未來※モニター出演、北村匠海、瀧内公美、ほか 

ビデオメッセージにて： 

クリストファー・ノーラン監督、ロバート・デ・ニーロ、アピチャッポン・ウィーラセタクン監督他 

■内容(予定)：第 33回東京国際映画祭フェスティバル・アンバサダーの紹介・挨拶 

海外ゲストからのビデオメッセージ 

              オープニング作品の紹介・挨拶、「TOKYO プレミア 2020」の紹介などを予定 
 

ご取材方法につきまして 
＜レッドカーペットアライバル＞ マスコミ受付 12：30～ ／ 場所：東京国際フォーラム ホール C 1F ロビー 
■スチール・ペン記者の方 会場スペースの都合上、ムービー取材のみとなります。スチール撮影はできません。 

オフィシャルスチール写真をご用意いたします。（イベント終了後、イメージネットにアップいたします。） 

※2F カフェカウンターにモニター中継エリアをご用意しております。視聴をご希望の方はご取材をお申し込み下さい。 

また、映画祭公式 YouTube にて、生配信を行います。 

■ムービーの方 セッティング位置は、在京キー局優先で抽選、その他先着順となります。 

エリアに限りがございますので、各局 1台でのご取材をお願い致します。最小限の人数でご取材下さい。 

ゲスト登壇位置とムービーエリアの間隔は狭くなっております。 

 

＜オープニングセレモニー＞ マスコミ受付 14：15～ ／ 場所 ： 東京国際フォーラム ホール C 1F ロビー 
■スチール・ペン記者の方 座席は受付先着順で、①セレモニーから取材されるスチール・記者（撮影あり）の方、 

②レッドカーペットアライバル出席記者（撮影あり）、③レッドカーペットアライバル出席記者（撮影無し）の順番でご案内。 

■ムービーの方 セッティング位置は、レッドカーペットアライバルの取材媒体を優先、その後在京キー局優先の先着順となります。 
 

タイムテーブル 

12:30 レッドカーペットアライバルマスコミ受付開始 ※12:40 ムービー在京キー局抽選 

12:50 レッドカーペットアライバル 進行説明、ホワイト・音声チェック 

13:00 レッドカーペットアライバル開始 

14:15 オープニングセレモニーマスコミ受付開始 

14:30 レッドカーペットアライバル終了 

14:45 オープニングセレモニー進行説明 ※15:00一般開場 

15:20 オープニングセレモニーホワイト・音声チェック 

15:30 オープニングセレモニー開始 ※途中入退場はできません。 16:45 オープニングセレモニー終了 

10月 31日（土） オープニングイベントご取材のお願い 

【追加ゲストのご案内】 



 

                     

【本件に関するお問い合わせ】 東京国際映画祭事務局 プロモーショングループ tiff-press@tiff-jp.net 
＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (山崎、渡辺) TEL 03-5457-2238 FAX 03-5457-2239 desk@rakusha.co.jp 
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ご取材のお願い 

 

新型コロナウイルス感染防止対策のため、今年の東京国際映画祭における取材に関してはプレスパス登録済みの方の

みを対象とした「完全事前申し込み制」を導入させていただきます。 

事前申請無しにお越しになられた場合は、例外なくご取材をお断りいたします。 

ご取材希望のプレスの皆様には、プレスマイページの申請フォームより、必要事項をご記入の上、下記にある締め切りま

でにご申請頂きますようご協力をお願い申し上げます。なお、応募多数で定員に達した場合は抽選とさせて頂きますので、

予めご了承下さい。 

※国際映画祭の公式イベントのため、ご取材される皆様はフォーマル衣装（ジャケットなど）必須となります。 
 

 

セレモニー（ホール C）のご取材エリア 

＜スチール・記者エリア＞スチール撮影をされる方を優先させていただきます。  

撮影されないは、2階席をご案内させていただく可能性がございます。  

＜ムービーエリア＞2か所ございます。途中移動はできません。                                                              

・ムービーエリア A…会場後方。 

・ムービーエリア B…会場前方下手側。（ゲスト上手入りハケ、MC下手） 

 

 

プレスパスの受け取りに関して 

セレモニーの取材にお申し込みされた方で当日に受け取り希望の方は、 

六本木ではなく国際フォーラムにてお受け取りください。 

六本木ではお受け取りいただけません。 

会期前の受け取りは、下記にて実施しております。事前受け取りをお勧めします。 

日時:10月 27日(火)～10月 30日(金)11：00～18：00 

場所:六本木ヒルズ アカデミーヒルズ 49F カンファレンスルーム 5(旧プレスセンター) 
（〒106-6149 東京都港区六本木 6丁目 10番 1号） 

 

生配信視聴のご案内 

レッドカーペットアライバル、セレモニーの模様は下記 TIFF公式 YouTubeチャンネルにて同時生配信いたします。 

東京国際映画祭公式 YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/TIFFTOKYOnet 

※レッドカーペットアライバルの生配信は、コメンタリー付きとなります。 

 

オフィシャル写真のご案内 

イベント終了後、イメージネットに随時アップいたします。イメージネットのリンクは、プレスマイページ「画像・動画」にござい

ます。ご使用の際はクレジットを必ずご記載いただき、ご活用ください。 

 
 

【新型コロナウイルス感染拡大防止のためのご協力のお願い】 
※ご取材頂くスタッフ様の人数は、最小限にてご協力お願いいたします。 
※当日はマスク常時着用必須の上、受付にてアルコール消毒をお願いいたします。 
※受付で名刺を頂戴する場合がございます。 
※受付の際、非接触型の体温計にて検温をさせていただきます。 
体温が 37.5℃以上の場合は、誠に申し訳ございませんがご入場をお断りさせていただきます。 
発熱や咳など風邪のような症状、体調不良、倦怠感や息苦しさなどがある場合、ご来場をお控えください。 

※他媒体への転用はご遠慮ください。ご取材はこちらから事前にご案内をお送りした媒体に限らせていただきます。 

 

 

＜第 33 回東京国際映画祭 開催概要＞ ■開催期間： 2020 年 10 月 31 日（土）～11 月 9 日（月） 
■会場：六本木ヒルズ、EX シアター六本木、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場、東京国際フォーラム ほか  ■公式サイト：www.tiff-jp.net 
＜TIFFCOM2020オンライン 開催概要＞ ■開催期間： 2020年 11 月 4日（水）～11月 6 日（金） ■公式サイト：www.tiffcom.jp 
★東京国際映画祭のご取材には、必ずプレスパス登録が必要となります★ 
プレスパスをお持ちでない場合、映画祭開催期間中のご取材はご遠慮いただいております。詳しくは東京国際映画祭公式ＨＰをご確認ください。 

 

 

 

 

≪当日は東京国際映画祭発行の「プレスパス」がないとご取材いただけません≫ 
パスを未取得の方は、下記事務局プレスパス担当まで至急ご連絡ください。 

東京国際映画祭事務局プロモーショングループ tiff-press@tiff-jp.net 

 

https://www.youtube.com/TIFFTOKYOnet
http://www.tiff-jp.net/
http://www.tiffcom.jp/
mailto:tiff-press@tiff-jp.net
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第 33回東京国際映画祭 オープニングセレモニー参加予定ゲスト 

下記ゲストの来場は、全て予定です。変更になる場合もございますのでご了承下さい。 

それに伴いまして、事前掲載・告知はお断りさせていただきます。情報のお取り扱いにご協力をお願いいたします。 

※登壇する順番ではございません。ご注意ください。          他（順不同、敬称略） 

レッドカーペットアライバル参加者は、オープニングセレモニーでは舞台より登場後、自席へ着席。 

セレモニー中の挨拶は登壇者のみとなります。 

部門名 作品名 ゲスト名 クレジット アライバル登場 

フェスティバル・アンバサダー 役所広司 俳優 ✕ 

TOKYO プレミア 

2020 

『アンダードッグ』 森山未來 俳優 ✕ 

北村匠海 俳優 ✕ 

瀧内公美 俳優 ✕ 

足立紳 脚本 ✕ 

佐藤現 プロデューサー ✕ 

『ある職場』 舩橋淳 監督 〇 

伊達浩太朗 プロデューサー 〇 

平井早紀 俳優 〇 

伊藤恵 俳優 〇 

山中隆史 俳優 〇 

『初仕事』 小山駿助 監督 〇 

澤田栄一 俳優 〇 

橋口勇輝 俳優 〇 

武田知久 俳優 〇 

細山萌子 俳優 〇 

『MALU 夢路』 エドモンド・ヨウ 監督 〇 

飯田雅裕 プロデューサー 〇 

コン・パフラック 撮影監督 〇 

『カム・アンド・ゴー』 リム・カーワイ 監督 〇 

渡辺真起子 俳優 〇 

桂雀々 俳優 ✕ 

『蛾の光』 リャオ・チエカイ 監督 〇 

あらい汎 俳優 〇 

ただのあっ子 俳優 〇 

名村辰 俳優 〇 

大迫秀仁 撮影監督 〇 

『私をくいとめて』 大九明子 監督 〇 

矢野義孝 企画・プロデュース 〇 

谷戸豊 プロデューサー 〇 

永井拓郎 プロデューサー 〇 

中島裕作 プロデューサー 〇 

『鈴木さん』 佐々木想 監督 ✕ 

大高健志 プロデューサー ✕ 

松本和久 プロデューサー ✕ 

『君は永遠にそいつら 吉野竜平 監督 〇 



 

                     

【本件に関するお問い合わせ】 東京国際映画祭事務局 プロモーショングループ tiff-press@tiff-jp.net 
＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (山崎、渡辺) TEL 03-5457-2238 FAX 03-5457-2239 desk@rakusha.co.jp 
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より若い』    

佐久間由衣 俳優 〇 

葵 揚 俳優 〇 

森田想 俳優 〇 

『ゾッキ』 大橋裕之 原作 × 

伊藤主税 プロデューサー × 

特別招待作品 『10万分の一』 三木康一郎 監督 〇 

平祐奈 俳優 〇 

優希美青 俳優 〇 

『魔女見習いをさがして』 佐藤順一 監督 〇 

関弘美 プロデューサー 〇 

『フード・ラック！食運』 寺門ジモン 監督 〇 

土屋太鳳 俳優 〇 

EXILE NAOTO 俳優 〇 

『ジョゼと虎と魚たち』 タムラコータロー 監督 〇 

『HOKUSAI』 橋本一 監督 〇 

河原れん 企画・脚本 〇 

Japan Now 気鋭の表現者  

深田晃司監督 

深田晃司 監督 〇 

『本気のしるし<劇場 

版>』 

森崎ウィン 俳優 〇 

土村芳 俳優 〇 

『淵に立つ』『よこがお』 筒井真理子 俳優 〇 

World Focus 『海辺の彼女たち』 藤元明緒 監督 〇 

岸建太朗 撮影監督 〇 

渡邉一孝 プロデューサー 〇 

田中健太 ＤＩＴ 〇 

キタガワユウキ アソシエイト・ 

プロデューサー 

〇 

『トゥルーノース』 清水ハン栄治 監督 〇 

エリザベス・ミューラー キャンペーン・ 

ディレクター 

〇 

ジャパニーズ・ 

アニメーション 

『どすこいすしずもう』 助川勇太 監督 〇 

着ぐるみ１（おおとろのやま） キャラクター 〇 

着ぐるみ２（たまごのさと） キャラクター 〇 

 
 

 

【本件に関するお問い合わせ】 東京国際映画祭事務局 プロモーショングループ tiff-press@tiff-jp.net 
＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (山崎、渡辺) TEL 03-5457-2238 FAX 03-5457-2239 desk@rakusha.co.jp 

＜WEB媒体＞ 岩館 TEL 090-2486-2483 jh0721tamagoyaki@gmail.com 
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お世話になっております。今年の国際交流基金アジアセンターと東京国際映画祭
との共催事業の１つである、是枝裕和監督が発案し、検討会議メンバーとともに
企画したアジア各国・地域を代表する映画監督と、第一線で活躍する日本の映
画人とのオンライン・トーク「アジア交流ラウンジ」。11 月 1 日（日）から 11 月 8
日（日）まで連日豪華な対談が行われますので、ぜひご取材のほど宜しくお願い
申し上げます。 
 

開催日時： （ ）内は司会者 ※4日を除き日本語、英語への通訳あり。 
11月 
・1日（日）18:30～20:00 キム・ボラ × 橋本愛 (是枝裕和) 
・2日（月）18:30～20:00 ホアン・シー × 是枝裕和（兼任） 
・3日（火）18:30～20:00 アピチャッポン・ウィーラセタクン × 富田克也・相澤虎之助（石坂健治） 
・4日（水）18:30～20:00 特別セッション「映画の未来と配信」 ※日本語のみの配信となります。 

河村光庸(株式会社スターサンズ代表取締役) 
是枝裕和(映画監督) 
坂本和隆(Netflix コンテンツ・アクイジション部門ディレクター) 
松岡宏泰(東宝株式会社常務取締役) 
行定勲(映画監督) 
リム・カーワイ(映画監督)（恩田泰子※読売新聞東京本社編集局文化部次長） 

・5日（木）18:30～20:00 モーリー・スリヤ × ヤン ヨンヒ （石坂健治） 
・6日（金）18:30～20:00 ツァイ・ミンリャン × 片桐はいり （市山尚三） 
・7日（土）13:00～14:30 ジャ・ジャンクー × 黒沢清（市山尚三)※時間が異なりますのでご注意下さい。 
・8日（日）18:30～20:00 リティ・パン × 吉田喜重（土田環） 
 

ご取材方法 
＜オンラインでのご取材をご希望の方＞ 
質問投稿が可能な ZOOM ウェビナーにてご視聴いただけます。 
※一般の方も参加し質問を募ります。 
※時間の関係上、すべてのご質問にお答えできるとは限りませんので、ご了承ください。 
東京国際映画祭公式サイトより、各回お申込みをお願いいたします。 
「アジア交流ラウンジ」URL：https://2020.tiff-jp.net/ja/lineup/list.html?departments=10 
※配信はフォトセッション前にて終了となります。オフィシャル写真はイメージネットにアップいたします。 
 
＜配信会場でのご取材をご希望の方＞ 
◎新型コロナウイルス感染防止対策のため、今年の東京国際映画祭における取材に関してはプレスパスに登録済みの方のみ
を対象とした「完全事前登録制」を導入させていただきます。ご取材ご希望のプレスの皆様には、プレスマイページの各回の
専用申請フォームに必要事項をご記入の上、下記にある締め切り時刻までにご申請頂きますようお願い申し上げます。な
お、応募多数で定員に達した場合（各回マスコミ席数 12席予定）は抽選とさせて頂きますので、予めご了承下さい。 
抽選後お断りさせていただく方には、[tiff-press@tiff-jp.net]よりご連絡致します。 
【申し込み締め切り】記者・スチール：当該イベント前日 15時締切（落選の方へのみ前日 18時までにメール配信） 

ムービー     ：当該イベント前日 18時締切（落選の方へのみ前日 20時までにメール配信） 
※4日の特別セッションは、登壇者多数による収容人数制限により、会場ではご取材いただけませんのでご了承下さい。 
 
■マスコミ受付： 18:10（1日～6日、8日）／ 12:40（7日） 
■会場：日比谷三井カンファレンス 8階 ROOM1＋２（東京ミッドタウン日比谷内） 

※5日（木）のみ、会場が 9階 ROOM6 となります。 
■配信中のスチール撮影はできません。 
また、会場からの質問は受け付けられませんので、配信終了後会場内のフォトセッションと質疑応答の時間を設けます。 

■当日の状況によっては質疑応答の時間が取れない可能性もございますので、ご了承ください。 
 
 
 
 
 
【本件に関するお問い合わせ】 東京国際映画祭事務局 プロモーショングループ tiff-press@tiff-jp.net 

11/1~11/8開催  
国際交流基金アジアセンター共催「アジア交流ラウンジ」 

ご取材のお願い 

＜第 33 回東京国際映画祭 開催概要＞ ■開催期間： 2020 年 10 月 31 日（土）～11 月 9 日（月） 
■会場：六本木ヒルズ、EX シアター六本木、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場、東京国際フォーラム ほか  ■公式サイト：www.tiff-jp.net 
＜TIFFCOM2020オンライン 開催概要＞ ■開催期間： 2020年 11 月 4日（水）～11月 6 日（金） ■公式サイト：www.tiffcom.jp 
★東京国際映画祭のご取材には、必ずプレスパス登録が必要となります★ 
プレスパスをお持ちでない場合、映画祭開催期間中のご取材はご遠慮いただいております。詳しくは東京国際映画祭公式ＨＰをご確認ください。 

 

 

 

 

https://2020.tiff-jp.net/ja/lineup/list.html?departments=10
http://www.tiff-jp.net/
http://www.tiffcom.jp/


 

                     

【本件に関するお問い合わせ】 東京国際映画祭事務局 プロモーショングループ tiff-press@tiff-jp.net 
＜紙・電波媒体＞ 樂舎 (山崎、渡辺) TEL 03-5457-2238 FAX 03-5457-2239 desk@rakusha.co.jp 

＜WEB媒体＞ 岩館 TEL 090-2486-2483 jh0721tamagoyaki@gmail.com 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
平素よりお世話になっております。本年度は、昨年まで実施していた「コンペティション」、アジアの新鋭監督を集めた「アジアの
未来」、日本映画の気鋭作品をそろえた「日本映画スプラッシュ」の３部門を１つの部門に統合した「TOKYOプレミア2020」
を実施、様々な賞を競う形ではなく、全作品を対象に観客の皆様に投票していただく「観客賞」を設けております。クロージング
セレモニーでは、観客の皆様に選ばれた「観客賞」の発表と授賞式を行います。また、受賞作品のゲスト状況により「受賞者
記者会見」も行います。下記にて概要をご案内いたしますので、ご取材いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

ご取材は「完全事前申し込み制」となります。申込期間内にプレスマイページの申請フォームよりご申請をお願い致します。

なお、応募多数で定員に達した場合は抽選とさせていただきますので、ご了承ください。 

【申し込み締め切り】スチール・ペン記者：11月 4日（水）10:00 ～11月 8日（日）15:00 まで 

              ムービー：11月 4日（水）10:00 ～11月 8日（日）18:00 まで 

各エリア申し込み締め切り後に抽選、お断りさせていただく方には、[tiff-press@tiff-jp.net]よりご連絡致します。 

スチール・記者エリア：8日（日）18:00 まで／ムービーエリア：8日（日）20:00 までにご連絡致します。 
 

クロージングセレモニー 
 

■日程:11月 9日（月） 17：00～18：00(予定) ※途中入退場は出来ません。 

■会場: TOHO シネマズ六本木ヒルズ スクリーン 7（東京都港区六本木６丁目１０−２） 

■受付：16：00～ 16:10～ムービー抽選、進行説明 16:15～会場へご移動 ※一般開場 16:30 

■受付場所：六本木ヒルズ 2階大屋根プラザ内 

※ムービーの方⇒在京キー局優先で抽選、その他先着順となります。 

エリアに限りがございますので、各局 1台でのご取材をお願い致します。最小限の人数でご取材下さい。 

※スチール・記者の方⇒スチール撮影優先の先着順です。 

■内容：観客賞の発表・授賞式、クロージング作品の紹介・挨拶 

■登壇予定者：観客賞受賞者、クロージング作品『HOKUSAI』より…橋本一監督、柳楽優弥、田中 泯、

河原れん 

※東京国際映画祭 YouTube公式チャンネル（www.youtube.com/TIFFTOKYOnet）でも生配信する予定です 
 

受賞者記者会見 ※当日の受賞者のスケジュールにより実施されない可能性もございます 
 

■日程：11月 9日（月） 19：00～ (予定) ※セレモニーの終了時間により、前後する可能性がございます。 

■会場：TOHO シネマズ六本木ヒルズ スクリーン 2 

■受付：18:30～ ■受付場所：六本木ヒルズ 2階大屋根プラザ内 

■内容：観客賞受賞者の記者会見 

※セレモニーをご取材された媒体を優先に、その後先着順にてご案内致します。 
※国際映画祭の公式イベントのため、ご取材される皆様はフォーマル衣装（ジャケットなど）必須となります。 

 
 
【新型コロナウイルス感染拡大防止のためのご協力のお願い】 
※ご取材頂くスタッフ様の人数は、最小限にてご協力お願いいたします。 
※当日はマスク常時着用必須の上、受付にてアルコール消毒をお願いいたします。※受付で名刺を頂戴する場合がございます。 
※受付の際、非接触型の体温計にて検温をさせていただきます。 
体温が 37.5℃以上の場合は、誠に申し訳ございませんがご入場をお断りさせていただきます。 
発熱や咳など風邪のような症状、体調不良、倦怠感や息苦しさなどがある場合、ご来場をお控えください。 

※他媒体への転用はご遠慮ください。ご取材はこちらから事前にご案内をお送りした媒体に限らせていただきます 
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≪当日は東京国際映画祭発行の「プレスパス」がないとご取材いただけません≫ 
パスを未取得の方は、下記事務局プレスパス担当まで至急ご連絡ください。 

東京国際映画祭事務局プロモーショングループ tiff-press@tiff-jp.net 
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