
東京国際映画祭を支える関係者とは 

他… 

ボランティア 

イベント来場者 

スポンサー 

作品ゲスト 

各種団体 

チケット購入者 マスコミ 

映画業界 

事務局スタッフ 官公庁 

東京国際映画祭 

ボランティアクルーの皆さんとスタッフ一同が、力を合わせて 
東京国際映画祭の楽しさを広げていきましょう！ 

よりクオリティの高いTIFFにするために、良い作品の提供はもちろん 

映画祭の関係者全体に対して、高いホスピタリティの提供を目指します 



ディレクター・ジェネラル 

椎名保 

都島事務局長 

国際支援事業部 映画祭（TIFF)事業部 

営業推進グループ 

運営グループ 

 宣伝広報グループ  

作品グループ 
国際交流グループ 

作品、情報発信以外の５つのグループ・６つの部署で、ボランティアクルーを募集します！ 

映画祭に関わるセクションの組織構成 

ディレクター・ジェネラル椎名保を筆頭に 
映画祭事業部・国際支援事業部・TIFFCOM事業部と大きく３つに分かれています。 

それぞれの事業部には役割の異なるグループが７つあり、協力しながら、TIFFやTIFFCOMを実施しています。 

TIFFCOM 

TIFFCOM事業部 

映画祭事務局の７つのグループ 

情報発信グループ 



運営グループ 

【イベント運営 TIFF＆TIFFCOM 】 

東京国際映画祭（TIFF）と併設のTIFFCOM（Japan Content Showcase 2014）合同でのボランティア大募集です。 

■TIFFCOM   
（Japan Content Showcase 2014）      
開催日時：10月21日（火）〜23日（木） 
会場：ホテル グランパシフィックLE DAIBA   

■東京国際映画祭 (TIFF)  
開催日時：10月23日（木）〜31日（金） 
会場：六本木/日本橋/歌舞伎座      

採用予定 
50名程度 

ボランティア募集部署① 

東京国際映画祭（ＴＩＦＦ）&ＴＩＦＦＣＯＭ運営サポート業務 



求める人材 
 

・ボランティア活動に情熱がある 
・チームワークを大切にできる 
・力仕事、立ち仕事が苦ではない 
・寒さに強く体力がある 
・無断欠勤/遅刻をしない 
・コミュニケーション能力が高い 

・英語・中国語・韓国語・その他、
他言語が堪能な方、大歓迎！ 

 

採用予定 
50名程度 

    

台場 
・会場誘導（会場内/会場外） 
・受付補助 
・アッセンブリ作業 

 
六本木 
・イベント設営/監視/撤収補助 
・受付補助 
・裏導線の案内/誘導 
・会場誘導（会場内/会場外） 
・進行補助 
・清掃 

 

事前作業 
・PC作業   
・集計作業                  
・アッセンブリ作業 

 
日本橋 
・イベント設営/監視/撤収補助 
・受付補助 
・会場誘導（会場内/会場外） 

 

歌舞伎座 
・イベント設営/監視/撤収補助 
・受付補助 
・会場誘導（会場内/会場外） 

運営グループ 

【イベント運営 TIFF＆TIFFCOM 】 

ボランティア募集部署① 



みなと委員会との共催事業  サポート業務 

採用予定 
15名程度 

活動内容 
Kissポート財団（みなと委員会）との共催事業 
 
●クリーンアップ 開催日：10月の土曜日を予定（日程調整中） 
清掃エリア：六本木ヒルズ近辺 
みなと区のお掃除大会の運営、撤収などの様々なサポート業務 

 
●みなと上映会 開催日：10月25日（土）、10月26日（日） 
会場：TOHOシネマズ六本木／政策研究大学院大学 
イベントの準備、制作、進行、運営、撤収など 

 
＊語学堪能な方、大歓迎！ 

上映会 バルーンプレゼント 昨年の告知チラシ 

クリーンアップ 

運営グループ 

【みなと上映会・クリーンアップ】 

ボランティア募集部署② 



採用予定 
15名程度 

活動内容 

について 

求める人材 

担当者からのコメント 

運営グループ 

【みなと上映会・クリーンアップ】 

ボランティア募集部署② 

・クリーンアップ（大掃除）はお掃除するだけのイベントではなく 

 六本木の「街」と「人」 の魅力を発見できる宝探しのようなイベントです！  

・みなと上映会は、国内ではなかなか見ることができない世界各国のアニメや短編を 

 ご両親や子供さんたちが一緒にワクワクしながら楽しんでいただいている上映会です。 

  ※上映会の会場は「政策研究大学院大学」という 、世界中からたくさんの留学生が集まる 

  立派な大学内で開催します。国立新美術館も目の前にあり、校舎もモダンなデザインが施され 

  広々としたスペースの大学です。設営や会場までの道案内など、アートを近くに感じながら、 

  素敵な環境で一緒にイベントを成功させましょう！ 

・土日限定のイベントなので土日に参加できる方 

 （みなと上映会：10/25（土）、26（日）参加必須、クリーンアップ：なるべく参加） 
・子ども好きな方 

・元気で明るく対応をしてくれる方 

・国内外のアニメーション映画や短編作品を応援したい方 

映画は普段あまり知り合うことがない人たちと同じ空間で一緒に笑ったり 

驚いたりすることを共感できるコミュニケーション文化です。そんな映画を通じて 

みなと区の「街」や「人」とつながり、お客さんやスタッフのみんなと一緒に 

心から楽しめるイベントをつくりたい人を待っています！ 



採用予定 
27名程度 

宣伝広報グループ 

【宣伝広報】 

【お願いする業務内容】 
 
■宣伝チームサポート 
■記者会見サポート 
■プレスセンター運営補助 
■劇場でのマスコミ対応サポート 
■宣伝用写真作業の補助 

【宣伝広報グループとは】 
 
国内外の報道機関・プレス・記者の皆さまに、多くの報道をして頂く為の戦略・戦術を検討し実行す
るチームです。世界各国のマスコミを通じて、東京国際映画祭の魅力を世界中の皆さまにお届け
すべく、日々活動しています。 

 

業務内容によっては、非常に慌ただしい現場を経験することになりますが、その臨場感は、他では
味わうことの出来ない貴重な体験になります。ぜひ一緒に東京国際映画祭の報道を支えて盛り上
げましょう。皆様のご応募、心よりお待ちしています。 

ボランティア募集部署③ 



■宣伝チームサポート業務■ 
宣伝チーム活動全般の補助をお
願いします。マスコミ向け資料の
準備、プレスパス発行業務の補
助、イベント時のマスコミ対応補
助、取材時のマスコミ対応補助な
ど。 

■記者会見とは■ 

映画祭開催中に設置される記者
会見場で、東京国際映画祭が主
催し、上映作品関係者を迎えて、
複数の記者からの質問の受け答
えをする場。コンペティション部門
の作品を中心に、毎日実施され
る。 

■プレスセンターとは■ 

映画祭期間中、主要会場に臨
時で設けられる世界各国から
のマスコミ・報道機関のための
センター。記事執筆のための
PCやWifi環境を準備する他、
映画祭スタッフが常駐して、
日々の映画祭情報をマスコミ
向けに提供している。 

■劇場での取材とは■ 

国内外のマスコミ・記者の皆さ
んに、上映前後で行われる舞
台挨拶、Ｑ＆Ａをご取材頂くた
めに、東京国際映画祭から取
材の御願いを出しています。映
画祭開催中は、毎日多くの舞
台挨拶、Ｑ＆Ａが劇場で行わ
れます。 

■宣伝用写真とは■ 

国内外のマスコミの皆さんに、
なるべく多くの報道をして頂く
為、映画祭独自に撮影した写
真素材を、全世界に向けて配
信しています。 

宣伝広報の仕事は多岐にわたります。 

応募して頂いたボランティアの皆さんの希望
や適正を考慮して、 ５つの活動内容ごとに
チーム分けしてお仕事をお願いします。 

英語の出来る方 
大歓迎！ 

英語の出来る方 
大歓迎！ 

※夜遅い時間の活動があります。 

※夜遅い時間の活動があります。 

宣伝広報グループ 

【宣伝広報】 

ボランティア募集部署③ 

採用予定 
27名程度 



    ゲスト対応TIFF公式サイト サポート業務 

活動内容 
 
●公式サイトから発信する 
 映画祭ニュース（文章・画像）の校正・作成 
 SNS(ツイッター, Facebook, Line)への情報出し 
 映画祭動画のチェック 
 
●記者会見、舞台挨拶、Q&A、会場内イベント  
 の取材 

 
●取材録音データの書き起こし 

 

公開中の公式サイト：会期に向け、
コンテンツが増えていきます。 

上映後のQ&Aや記者会見の模様を
録音し、データに書き起こしていただ
きます。 

採用予定 
 5名程度 

宣伝広報グループ 

【WEB】 

ボランティア募集部署④ 



活動内容 

について 

求める人材 

映画祭での上映では、その作品のゲストによる舞台挨拶やQ&Aが行われます。
その舞台挨拶やQ&Aの模様を公式サイトを訪問してくれた皆様にお伝えする 

お仕事です。 

取材内容を録音、その録音データの文字起こしが主な業務になります。 

起こしたデータを校正、記事化する際の画像チェック等もお手伝いお願いします。 

●
    

   

● 

● 

PCに向かっての作業が苦にならない方。  

文章の校正・作成ができる方。  

英語ページの校正もできれば尚、可。 

定期的に活動できる方 

● 

● 

● 

● 

 
  活動に派手さはありませんが、あなたの担当した活動が世界中に発信されます。 

  映画祭開催中は世界から約50万人が公式サイトを訪問されています。 

  映画祭に参加される方はもちろん、参加できない方へも臨場感を伝える重要な役割を、 

  ぜひお手伝いしてください！  

 

担当者からのコメント 

宣伝広報グループ 

【WEB】 

ボランティア募集部署④ 
採用予定 
 5名程度 



採用予定 
10名程度 

写真 

B475 

写真 

093W0007 

国際交流グループ 

【国際交流】 

世界の映画祭、及び映画業界団体から来日 
されるお客様への対応をお願いします。 
例えば・・・ 
 ・成田/羽田空港でのお出迎え 
 ・ゲストからのリクエストへの対応 他 

ゲスト対応 

パーティ会場案内・受付・サポート 

パーティやイベント会場で受付、案内、通訳など
接客業務を多言語にて対応して頂きます。 

アシスタント業務 

映画祭会期前・会期中の国際交流グループのス
タッフのサポートをお願いします。 

英語必須 

ボランティア募集部署⑤ 



・世界の映画祭・業界団体からのお客様への対応業務が中心です。 

  １．成田/羽田空港への送迎、ホテルチェックイン時のサポート。 

  ２．会場案内やカーペット歩行などのサポート業務。 

  ３．パーティーやイベントにおける受付、海外ゲストの案内、通訳。 

・英語・他言語力(日常会話レベル)を活かしたい方 

・コミュニケーション能力の高い方 

・現場にて臨機応変な対応ができる方 

・元気で協調性があって、おもてなし精神にあふれる方！ 

世界の映画人と直接コミュニケーションして頂くので、まさに「国際映画祭」を体感できます。 

英語を基本とした語学力はもちろん必須ですが、それ以上に、海外からのお客様に素敵な笑顔と
日本ならではのきめ細かい対応をお願いします。お客様が滞在期間中に、日本、東京、そして 

映画祭を楽しんで頂くことを第一に、「お・も・て・な・し」の心で活動して頂ける方は大歓迎です！ 

TIFFの印象を左右すると言っても過言ではない業務です。海外のお客様から「TIFFに来てよかっ
た」と思って頂けるように、一緒にがんばって行きましょう！ 

 

活動内容 

について 

求める人材 

担当者からのコメント 

採用予定 
10名程度 英語必須 

ボランティア募集部署⑤ 

国際交流グループ 

【国際交流】 



イベントサポート業務 

活動内容 

●各種イベント運営補佐 

●スポンサーおよび来場者受付、応対業務 

●その他様々なサポート業務 

採用予定 
10名程度 

営業推進グループ 

【営業推進】 

ボランティア募集部署⑥ 



会期中は様々な業務に携わっていただきます。たとえば‥ 

■バックパネル等の設営、および撤去 

■パーティー会場およびイベント会場での受付、整理、誘導 

■記者会見用ドリンクの準備、手配 

■記録写真の撮影 etc… 

※スーツ（ブラック）の着用をお願いする日があります。（10/23・31ほか） 

●社会人経験のある方 

●基本的なPC作業ができる方 

●コミュニケーション能力が高く、臨機応変な対応ができる方 

●秘書業務およびそれに準ずる業務経験のある方歓迎 

●10/23・27・28・30・31の中で３日以上勤務できる方優先 

映画祭はスポンサーである各企業から協賛金を頂いて運営しています。 

「映画祭を応援したい」「映画産業が発展してほしい」というスポンサーからの 

思いを受け止め、「映画祭に協賛して、本当によかった」と思って頂けるように 

ともに映画祭を盛り上げていきましょう！ 

担当者からのコメント 

活動内容 

について 

求める人材 

採用予定 
10名程度 

営業推進グループ 

【営業推進】 

ボランティア募集部署⑥ 


