
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

（TIFF）

ボランティア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



フェスティバル・ディレクター
久松猛朗

東京国際映画祭事務局

都島事務局長

パートナーシップG オペレーションG

プロモーションG
インターナショナル

リレーションG プログラミングG

パートナーシップG、プロモーションG、オペレーションG、管理G、
4つのグループ・8つの部署でボランティアを募集します！

映画祭に関わるセクションの組織構成

フェスティバル・ディレクター久松猛朗を筆頭に
映画祭事務局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JCSを実施しています。

管理G

映画祭事務局の７つのグループ

国際支援G



スポンサーに関わる様々な業務のサポートをお願いします。
■イベントおよび上映会場での受付・アテンド・クローク 等
■バックパネルの設営、および撤去
■その他各種サポート業務
※スーツ（ブラック）の着⽤をお願いする⽇があります。（10/25・11/3 他）

●社会⼈経験またはアルバイト経験のある⽅
●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・接客およびそれに準ずる業務経験のある⽅歓迎
●英語ができる⽅歓迎
●10/25（⽔）11/3（祝）に勤務できる⽅優先

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
20名程度【パートナーシップグループ】

ボランティア募集部署①



採⽤予定
20名程度プロモーショングループ

【宣伝広報】

【お願いする業務内容】

■イベントマスコミ受付サポート
■プレスセンター運営補助
■劇場でのマスコミ受付サポート
■会⾒等記録のための録⾳

【プロモーショングループとは】

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②



活動内容
について

求める人材

担当者からのコメント

ボランティア募集部署②

■プレスセンター運営補助■
映画祭期間中、取材に必須なプレス向けパスの発行・受け渡し
プレスからの問い合わせ対応
プレスセンターで提供しているドリンクの補充や空き容器の片付け
その他プレスセンター内の清掃
プレス向け配布物の印刷やアッセンブリー
夜遅い時間の活動も有ります。

・終日参加可能な方
・会期中複数日参加できる方
・元気で明るく対応をしてくれる方
・雑用と思われる仕事でも進んでやってくださる方。

映画祭期間中、主要会場に設けられる世界各国からのマスコミ・報道機関のための
センターの運営をお手伝いいただくお仕事です。
マスコミの方が気持ちよくお仕事頂ける様サポートしてくださる方を募集します。

専門のスタッフが常駐していますのでわからない事や困ったときは何でも相談してく
ださい。

プロモーショングループ
【宣伝広報】

採⽤予定
20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

ボランティア募集部署②

■プレス対応サポート■
映画祭期間中、劇場始め各会場でマスコミ取材が行われます。
その取材に関連した作業に従事していただきます。

（データ入力作業・記者会見、舞台挨拶時のマスコミ受付補助・個別取材部屋の準
備・録音作業・その他）その都度担当者の指示に従っての作業になります。

夜遅い時間の活動も有ります。イベントとイベントの間は待機時間となります。日によ
って待機時間が異なり、長い時間待機していただく場合もあります
待機中にプロモーショングループ内の別の仕事に従事していただくこともあります

・終日参加可能な方
・会期中複数日参加できる方
・簡単なPCスキルのある方（データ入力など）
・フットワークの軽いハキハキお仕事してくださる方

東京国際映画祭には国内外から毎年多くのマスコミの方が取材にいらっしゃいます。
マスコミの方々が円滑に気持ちよく取材できるよう一緒にサポートしてくださる方をお待
ちしております！

待機時間を出来るだけ少なくする工夫はしますが、ご協力頂ける実施イベントの少な
い日も有ります。待つことも仕事と割り切ってご協力頂けるとうれしいです。

プロモーショングループ
【宣伝広報】

採⽤予定
20名程度



TIFF公式WEBサイト サポート業務

活動内容

●取材録音データの書き起こし

●記者会見、舞台挨拶、Q&A、会場内イベント
の取材

●公式WEB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 等)への
情報出し

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名程度プロモーショングループ

【公式WEBサイト】

ボランティア募集部署③



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WEB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WEB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

プロモーショングループ
【公式WEBサイト】

ボランティア募集部署③
採⽤予定
5名程度

●



採⽤予定
6~8名

ボランティア募集部署④
プロモーショングループ
【cyberTIFF】

公式動画撮影・編集・配信 サポート

■撮影・編集のサポートスタッフ
オープニング・クロージング中継、
インタビュー・舞台挨拶・イベント等の撮影の事前
準備、場所取り、本番時のアシスト等
撮影素材の編集準備、テロップ作成、映像のチェック、
エンコード作業、配信のアシスト、編集室の整頓等

※10時〜22時頃の間で1,2名程度ずつの交替勤務となります。
※英語が堪能な⽅歓迎します。
※映像制作に興味がある⽅歓迎ですが、知識の有無は問いません。
※いろいろな事に臨機応変に対応できる⽅を希望します。

cyberTIFFとは︖
東京国際映画祭に関するさまざまな動画を撮影・編集し、
各種媒体に配布したり、公式WEBサイトやYouTubeなど
の動画媒体に配信したりするセクションです。

募集するのは︖

■翻訳・通訳スタッフ
⽇本語・英語字幕の翻訳、インタビュー時のアシスト
や通訳等



会期中は様々な業務に携わっていただきます。たとえば‥

■イベントの受付及びスタッフ作業室における、システム的確認
■情報の整理
■ログ収集・集計作業
■軽作業
※スーツ（ブラック）の着⽤をお願いする⽇があります。
●社会⼈経験のある⽅
●会期前に複数⽇働いてくださる⽅
●会期中終⽇もしくは複数⽇働いてくださる⽅
●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
●地味な作業でも積極的にやってくださる⽅
●効率よく作業をしてくださる⽅

システムは、映画祭の中で全体にかかわるグループです。
実務は地味で、主に各グループで関わる担当者のサポートになりますが、他のスタッフの
業務がスムーズにいくように、縁の下の⼒持ちになることが、映画祭に来てくださった⽅全
員の気持ちを良くする結果になると思います。みなさまの応募をお待ちしております。

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
５名程度【管理グループ システムユニット】

ボランティア募集部署⑤



採⽤予定
50名程度

・映画祭の顔ともいえるレッドカーペット（レッドカーペット内外での来場者・ＶＩＰの案内誘導や通訳等）
・オープニングを飾るオープニングセレモニー（会場内外の案内誘導・舞台上の演出の補助）
・クロージングを締めくくるクロージングセレモニー （会場内外の案内誘導・舞台上の演出の補助）
・野外上映会場（お客様の案内誘導、飲食ゾーンの管理運営）
・チケット売場やカフェを併設した特設テラス（お客様の案内誘導、飲食ゾーンの管理運営、通訳等）
・関係者／ＶＩＰ向けラウンジ（利用者の案内誘導、通訳等）
・運営本部補助業務（各イベントの情報管理やスタッフ管理）

・土日含めて会期中に複数日、参加できる方
・参加日は終日（終了が夜間になる場合あり）参加できる方
・元気で明るく対応をしてくれる方
・体力に自信のある方
・自分が仕切る！という気概とリーダーシップがある方歓迎
・会期前の準備期間に参加できる方も歓迎
・他言語のできる方歓迎

活動内容
について

求める人材

ボランティア募集部署⑥
オペレーショングループ
【イベント運営】

『映画を観る』以外の映画祭の魅力を作りながら、
自分自身の経験を磨ける部門です！

担当者からのコメント



採⽤予定
15名程度

・プレイベント上映会は映画祭開催に先駆けて実施する上映会です。過去の映画祭で観客賞受賞作品
やコンペティション作品を上映し、映画祭を盛り上げるための重要なイベントです。

・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。

・みなと区⺠まつりは毎年、芝公園や増上寺周辺で⾏われている港区の在住在勤の⼈たちが主体と
なって実施する最⼤のお祭りです。20万⼈が来場する会場で東京国際映画祭みなと委員会の事業を
PRするブースを出展して設営や素敵な環境で⼀緒に映画祭をアピールしましょう。

・観客賞授賞式と上映会は映画祭の最終⽇に発表されます。記念すべき受賞作品をいち早く観客の皆
さんと分かち合える素敵な場所を⼀緒に成功させましょう︕

・限定のイベントなので⼟⽇に参加できる⽅。
・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

・地域と連携した事業に携わりたい⽅

活動内容
について

求める人材

ボランティア募集部署⑦
みなと上映会（オペレーショングループ）
【プレイベント上映会（9/30,10/1）・みなと区⺠まつり（10/7,10/8）
クリーンアップ（10/14）・みなと上映会（10/28）・観客賞授賞式 (11/3）】

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︕

担当者からのコメント



様々な部署で⼈⼿が⾜りない時に、HELPに⾏くチームです。
■お仕事内容は、⽇によって違ってきます。
■待機時間が多くなる可能性があります。
■事務局ボランティアチームのお⼿伝いをしてもらいます。

●どんな仕事でも臨機応変な対応ができる⽅
●待機が多くなっても⼤丈夫な⽅
●明るく⼈と接することができる⽅
●地味な作業でも積極的にできる⽅
●イベントスタッフの経験がある⽅歓迎︕

遊軍チームは、昨年初めて採⽤したチームになります。
急な仕事に対応することが多く、仕事内容は他の部署と違って決まったものがなく、⽇によってバラバラです。
⾊々な体験が出来る可能性がありますが、仕事がなく、待機時間が多くなることもあります。
それでも映画祭のお⼿伝いをしていただけるという⽅、お待ちしてます︕

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
20名程度オペレーショングループ

【遊軍】

ボランティア募集部署⑧


