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　平素より弊社事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げま

す。

　東京国際フォーラムは、1997年1月に旧都庁舎跡地に開館し、

2022年に開館25周年を迎えました。多目的ホールや劇場型の大

ホール、大小様々な会議室など、エンターテインメントから国際会議

まで様々な用途に応える空間を提供し、開業以来9万件を超える催

事をサポートさせていただきました。この「貸館事業」と併せて、地

域の賑わいを創出する数々の「主催事業」を実施し、日本の経済・文

化の中心地である大手町・丸の内、有楽町地域のまちづくりの核と

しての一翼を担ってまいりました。

　しかし、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大は、人々

のライフスタイルや企業活動に多大な影響を及ぼし、これにより催

事を取り巻く環境も大変厳しいものとなりました。2020年度以降、

緊急事態宣言の発出等が断続的に行われ、主催者の判断により催

事を急遽中止したり規模を縮小したりするケースが多数発生しま

した。こうした状況は2021年度も続き、弊社の主催事業について

も一部の中止を余儀なくされるなど、大きな影響を受けることとな

りました。

　そのような厳しい状況の中でも根強い催事ニーズがあり、弊社は

案内誘導・クロークなどのホールサービス、舞台・音響・照明などの

舞台技術サービス、設営サービスなど、多様で質の高いサービスを

提供するとともに、感染対策備品やオンライン配信サービスなど新

たなニーズにも対応しました。また、主催事業のうち、「TOKYO 

FANTASHION」、「J-CULTURE FEST」、「月曜シネサロン&トー

ク」については、感染防止対策に万全を期したうえで開催し、地域

や社会に貢献する弊社の使命を果たしました。

　新型コロナウイルス感染症の収束は、いまだ見えない状況では

ありますが、社会経済活動は着実に回復に向けた歩みを進めてい

ます。東京国際フォーラムでは、東京2020大会のウエイトリフティ

ング及びパワーリフティングの競技が行われるなど、コロナ禍にあ

って当館の存在を国内外に広く発信する機会を得ることができま

した。世界最大のスポーツイベントの一翼を担ったというレガシー

を、今後の弊社の更なる発展につなげてまいります。

　今後とも、弊社の事業活動に対し、ご支援とご愛顧を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

代表取締役社長 上條  清文

社長挨拶
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≫ 会社概要 （2022年4月1日現在）　　　　
　　
名　　　称　 株式会社東京国際フォーラム　（英文名称：Tokyo International Forum Co., Ltd.）
所　在　地　 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
設立年月日 2003年4月4日
主 要 事 業 1　東京国際フォーラムのホール、会議室等の管理運営
 2　東京国際フォーラムのサービス施設の管理運営
 3　国際交流促進等のための催事の企画、制作、実施及びその受託
 4　その他上記に付帯する一切の業務
代　表　者 代表取締役社長　上條　清文
資　本　金 4億9,000万円
 
≫ 株式の状況

1　会社が発行する株式の総数 　4　株主
　  9,800株

2　発行済株式総数
　  9,800株

3　株主数
　  8名

≫ 経営理念

東京国際フォーラム（Tokyo International Forum）は、リーディング･コンベンション&アートセンターとして、
コミュニティ･東京･日本の魅力を高め、その魅力を世界に向けて発信する感動創造企業である。

≫ 経営指針

・ TIFは、最高の品質とサービスを提供する、リーディング・コンベンション&アートセンターである。
・ TIFは、東京と日本の「いま」がわかる、コンベンション&アートセンターのオンリー・ワン・ブランドを目指す。
・ TIFは、競争と協調の精神で、東京の顔である｢大手町･丸の内･有楽町地区｣の魅力あるまちづくりの核として、
　地域社会に貢献していく。
・ TIFは、東京の魅力、まちの賑わい、人々の感動に満ちた、情報発信の拠点である。
・ TIFは、自らの感性を高め、お客様の気持ちを敏感にとらえ、喜びと満足をお客様と分かち合う。
・ TIFは、透明性が高く、効率的で高収益、高付加価値を創造する経営を目指す。

≫ 経営陣

代表取締役社長：上條  清文、 常務取締役：黒田  祥之、 取締役：歌川  貴、 監査役：中島  真介、 監査役：谷  哲志
常勤従業員：54人

≫ 組織概略図

会社情報

■ 東京都 5,000株 51.0%
■ 東日本旅客鉄道株式会社 1,000株 10.2%
■ 三菱地所株式会社 1,000株 10.2%
■ サントリーホールディングス株式会社 1,000株 10.2%
■ 株式会社電通グループ 800株 8.2%
■ 東京電力ホールディングス株式会社 400株 4.1%
■ 東日本電信電話株式会社 400株 4.1%
■ 東京ガス株式会社 200株 2.0%

管理部

監査役

施設部 広報部

代表取締役社長

取締役会

株主総会

営業部 事業推進部

内部監査委員会 危機管理委員会 コンプライアンス委員会 ＳＤＧs推進委員会

取締役

株主
構成比
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東京国際フォーラム施設稼働状況
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≫ 主要ホール等利用種別　催事件数の推移

≫ 会議室等単独利用　催事件数の推移 ≫ 駐車場利用台数の推移

≫ 来館者延人数（推定値）の推移

≫ 施設稼働率の推移

1,000

2017年度 2018年度 2021年度2020年度2017年度 2018年度 2021年度2020年度2019年度 2019年度

2017年度 2018年度 2021年度2020年度2019年度2017年度 2018年度 2021年度2020年度2019年度
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■ 文化系

■ 催事参加者
■ 店舗等利用者（注）
■ 施設見学者、
施設通過者等

（注）飲食店舗はレジ打ち数
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　　　　ホールB5 48.7 74.2 66.4 17.6 54.8
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　　　　ホールE 80.4 88.3 64.0 11.7 60.7
　　　　主要6施設合計 68.9 76.3 66.4 23.1 66.4
　　　　G棟会議室 72.8 70.7 49.3 14.6 46.1
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2021年度に開催された主な催事

A：ホールＡ、 B7：ホールＢ7、 B5：ホールＢ5、 C：ホールＣ、 D7：ホールＤ7、 D5：ホールＤ5、D1：ホールＤ1、
会：会議室、 E：ホールＥ（全面）、 E1：ホールＥ1、 E2：ホールＥ2、LG：ロビーギャラリー、 GL：ラウンジ、 地：地上広場

会場名称

分類 催事名 会期 会場

会
議
系

第54回　原産年次大会 2021/4/13～ 14 D7

第1回法遵守の文化のためのグローバルユースフォーラム 2021/10/9～ 10 B5

ヒューマンライツ・フェスタ東京2021 2021/10/10～ 11 D7,D5,D1,LG,地

"第80回（令和3年度）全国産業安全衛生大会、緑十字展2021～働く人の安心づくりフェア～ " 2021/10/27～ 29 A,B7,B5,C,E,LG,会

アドテック東京2021 2021/11/1～ 2 D7,D5,D1,E,会

国際ソロプチミスト100周年を祝う5リジョン記念講演会 2021/11/30 B7

SIGGRAPH Asia 2021 2021/12/14～ 17 B5,C,E,LG,会

IEEE MEMS 2022 Conference 2022/1/9～ 13 B7

第1回アジア太平洋刑事司法フォーラム 2022/2/14～ 15 B7, B5

学
会
系

第118回日本内科学会総会・講演会　　　　 2021/4/9～ 11 A,B7,B5,E（1）,会

第61回日本呼吸器学会学術講演会　　　　 2021/4/23～ 25 B7,B5,C,D7,D5,E,会

第94回日本整形外科学会学術総会　　 2021/5/20～ 23 全館

第36回JSCRS学術総会　　　　　　　　　　 2021/6/25～ 27 B7,B5,C,E（1）,会

第41回CMS学会 2021/10/3 オンライン開催

第62回日本視能矯正学会　　　　　　　　　 2021/11/20～ 21 A,会

第40回日本認知症学会学術集会　　　 2021/11/26～ 28 C,D7,D5,D1,会

第60回日本網膜硝子体学会総会　　　　 2021/12/3～ 5 B7,B5,C,会

第45回日本眼科手術学会学術総会 2022/1/28～ 30 オンライン開催

展
示
系

プレミアムテキスタイルジャパン 2022 SS 2021/5/25～ 26 E（1）

ケーブル技術ショー 2021 2021/6/3～ 4 E

グローバルフェスタ JAPAN 2021 2021/10/9～ 10 E（2）

FIT2021（金融国際情報技術展） 2021/10/14～ 15 B7,B5,C,D7,D5,E,LG,会

2021 東京インターナショナルオーディオショウ 2021/11/5～ 7 D5,LG,会

報道写真展 「日本人の働き方100年-定点観測者としての通信社-」 2021/11/14～ 28 LG

組合まつり in TOKYO～技と食の祭典!!～ 2021/12/2～ 3 E

EVバイクコレクション in TOKYO 2021 2021/12/4～ 5 E,地

JFWジャパン・クリエーション2022，プレミアムテキスタイルジャパン2022AW 2021/12/7～ 8 E,LG,GL

チャレスポ!TOKYO 2021/12/19 E,LG,会

ライフ・ワーク・バランスEXPO東京2022 2022/2/8 E（1）

J-CULTURE FEST presents 体験・企画展示『美しき雛まつりの世界』　
～平安・江戸・現代　ひなまつりのルーツをたどる～ 2022/3/1～ 6 B5

文
化
系

沢田研二 2021 ソロ活動50周年ライブ「BALLADE」 2021/5/28 A

AKIRA FUSE 55th ANNIVERSARY LIVE TOUR～陽はまた君を照らすよ～ FINAL 
SPECIAL!! 2021/6/6 A

森口博子　35周年アニバーサリーコンサート　～蒼い生命～ 2021/10/3 C

AI 20周年記念TOUR "IT'S ALL ME" FINAL  - AI Birthday Special - 2021/11/1 A

60th Birth Anniversary TOSHIHIKO TAHARA Double T Wonderland 2021 2021/11/10 A

宝塚歌劇花組・月組100th anniversary「Greatest Moment」 2021/11/13～ 22 C

TOKYO FANTASHION 2021 Nov. 2021/11/20 B7

放送開始45周年記念 「徹子の部屋」 コンサート 2021/11/24 A

K-PROお笑いスペシャルライブ 「行列の先頭43 in 東京国際フォーラム」 2021/11/24 C

KING CRIMSON MUSIC IS OUR FRIEND JAPAN 2021 2021/11/27～ 28 A

月曜シネサロン&トーク 全4回 B5

MANKAI STAGE『A3!』Troupe LIVE～ AUTUMN 2021～ 2021/12/8～ 12 C

第72回NHK紅白歌合戦 2021/12/31 全館

うたコン 全11回 A
舟木一夫 芸能生活60周年記念コンサート 2022 2022/1/19 A

Iwatani Presents Mariko Takahashi concert vol.44 
2022 our Days -Last Date- Supported by TACHIHI

2022/1/30 
2022/2/5～ 6 A

ミュージカル『ボディガード』 2022/2/8～ 19 C

ミュージカル「カーテンズ」 2022/2/26～ 3/13 C

J-CULTURE FEST presents 装束 meets ミュージカル『不思議の国のひなまつり』 2022/3/3～ 6 B7

文化放送開局70周年記念 乃木坂46の「の」presents 「の」フェス 2022/3/15 A

イル・ディーヴォ　グレイテスト・ヒッツ・ツアー 2022 2022/3/26～ 27 A
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　2005年度より毎年ゴールデンウィークの時期に、東京国際フォーラムを中心に大手町

・丸の内・有楽町等のエリアで、クラシック音楽祭「ラ・フォル・ジュルネ TOKYO」を開催

してまいりました。

　2021年度は、コロナ禍でも開催できるよう前向きに検討を重ね、1日限りの特別企

画として準備を進めてまいりました。しかしながら、予定していた時期に「まん延防止等

重点措置」が適用されたため、開催を見送ることにいたしました。

　日本文化に親しみ、新たな価値発見の機会をご提供することを目的に、開館20周年

記念事業として2016年度にスタートした「J-CULTURE FEST／にっぽん・和心・初詣

」は、多くの皆様からご好評をいただき、開館20周年のレガシーとして毎年お正月に開

催してまいりました。

　2021年度は3月に開催時期を変更し、大人も子供も楽しめるプログラムとして、“ひな

まつり”をテーマにしたミュージカルと体験・企画展示を実施しました。

　「J-CULTURE FEST presents 装束 meets ミュージカル『不思議の国のひなまつり』」は、

十二単や狩衣等、本物の装束をまとった出演者が雛人形に扮して歌い踊るなど、趣向を

凝らしたオリジナル脚本で、生演奏をバックに華やかなミュージカルを繰り広げました。

---------------------------------------------------------------------------------------

開催日 2022年3月3日（木）～ 6日（日） 
会　場 ホールB7 

出　演 山本 耕史／姿月 あさと／鈴木 福／岩立 沙穂／行天 優莉奈／込山 榛香

主　催 株式会社井筒／株式会社東京国際フォーラム

企画・制作 株式会社井筒企画／株式会社井筒東京

制作協力 花組芝居／株式会社サンライズプロモーション東京／

 株式会社オズエンタテイメント

来場者 1,730人

　「J-CULTURE FEST presents 体験・企画展示『美しき雛まつりの世界』～平安・江戸

・現代　ひなまつりのルーツをたどる～展」は、平安時代の「ひいな遊び」から江戸、そして

現代に受け継がれたひなまつりの世界を、等身大の衣装展示や1/4スケールの人形、現代

のひな人形飾りの展示を通してご紹介しました。

　また平安時代の装束を試着できる体験プログラムに加え、匂い袋づくりや偏（へん）つ

ぎづくりなどのワークショップも実施し、連日多くのお客様にお楽しみいただきました。

---------------------------------------------------------------------------------------

開催日 2022年3月1日（火）～ 6日（日） 
会　場 ホールB5 

主　催 株式会社井筒／株式会社東京国際フォーラム

企画・制作 株式会社井筒企画／株式会社井筒東京

来場者 2,305人　

主催事業

≫ ラ・フォル・ジュルネ ＴＯＫＹＯ

　東京国際フォーラムは、魅力あるまちづくりの核として、また、文化の創造と発信の拠点として、地域に賑わいをもたらし、都民や

社会へ貢献する主催事業を積極的に展開しています。

　2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、例年開催している主催事業を中止したり、開催時期を変更して実施

したりするケースがありました。

≫ J-CULTURE FEST

撮影：宮川 久
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　国立映画アーカイブとの共催により、希少な文化記録映画をセレクトして、講師の解

説を交えながら上映するイベント「月曜シネサロン&トーク」を2016年度より開催して

います。

　2021年度は「続・鉄道の時代」をテーマに、人々をつなぐ鉄道に関する貴重な映像を

上映しました。また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、「月曜シネサロン&

トーク」を会場外でもお楽しみいただけるよう、オンライン配信も行いました。

タイトル 開催日・会場、来場者 作品名

第
1
回

暮らしを守る
／輸送の力

2021年10月11日（月）　ホールB5　
配信　2021年10月16日（土）～11月14日（日） 
来場者数　187、　配信視聴数　698

『東宝文化映画シリーズ　活魚列車』、 
『ディーゼル特急』、『木曽王滝森林鉄道
－ひのきの里を去る林鉄－』　

第
2
回

戦前の鉄道力
2021年11月29日（月）　ホールB5　
配信　2021年12月4日（土）～ 12月31日（金） 
来場者数　164、　配信視聴数　429

『学校教科フィルム　第三編　尋常小
学第六学年　讀方教材映画　東京から
青森まで』、『装甲列車』、『機関車Ｃ57』

第
3
回

地域をつなぐ
2022年1月31日（月）　ホールB5　
配信　2022年2月7日（月）～ 3月6日（日） 
来場者数　136、　配信視聴数　424

『鉄道の発達と町のうつりかわり』、『海
を渡る鉄道』、『新清水トンネル　
13,500ｍ谷川岳を貫く』

第
4
回

鉄道王国　
北海道

2022年3月14日（月）　ホールB5　
配信　2022年3月22日（火）～ 4月21日（木） 
来場者数　132、　配信視聴数　148

『鉄道王国　北海道－その隆盛と衰頽』

≫ 月曜シネサロン&トーク

≫ 東京都との共催事業
 TOKYO FANTASHION
 2021 Nov.

≫ 「OPEN CITY MARUNOUCHI
 （オープンシティ丸の内）」

　東京を代表する若手デザイナーチーム"CREATORS TOKYO"によるファッションイ

ベント、「TOKYO FANTASHION（トーキョー　ファンタッション）」 を開催しました。

新進気鋭のブランドが2年ぶりに東京国際フォーラムに集結し、若きデザイナーの感性

と才能を体感できるイベントとなりました。

---------------------------------------------------------------------------------------

開催日 2021年11月20日（土）

会　場 ホールB7
主　催 東京都、株式会社東京国際フォーラム、

 TOKYO FANTASHION実行委員会

企画制作 株式会社東京国際フォーラム、学校法人文化学園

  （Tokyo新人デザイナーファッション大賞事務局）

オンライン配信 2021年12月1日から2022年2月28日までYouTubeにて、イベント 

 当日のファッションショーの様子をオンライン配信

来場者  1,200名（オンライン配信視聴回数：314回）

　「OPEN CITY MARUNOUCHI」は、日本有数のオフィス街である大手町・丸の内・

有楽町地区の知られざる魅力を発見するまち歩きツアーイベントです。普段は立ち入れ

ない場所に足を踏み入れ、ここでしか聞けない歴史の舞台裏を学び、最新のサステナブ

ルなビジネスマインドにも触れることができる、32のプログラムが用意されました。

　東京国際フォーラムでは、写真家の大杉隼平氏と一緒に「あなただけの一枚」を撮る、

フォトツアーを実施しました。撮影された写真は大杉さんがひとり1点ずつセレクトし、

後日東京国際フォーラム公式ウェブサイトにて写真ギャラリーとして掲載しました。

---------------------------------------------------------------------------------------

日 程 2021年10月8日（金）、10月9日（土）

写真ギャラリー https://www.t-i-forum.co.jp/about/building/

乗車券型の入場券

当日の様子

監修・解説（第1回～第4回）
小野田 滋 氏
（鉄道総合技術研究所所属、
工学博士・土木学会フェロー）
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「都心型MICE※」の取組

　アジアにおけるコンピュータグラフィックスとインタラクティブ技術に関するカンファ

レンスと展示会です。2018年に続き2回目の東京開催となった今回は、オンラインを交

えたハイブリッド形式で開催され、技術分野とクリエイティブ分野で活躍する世界中の

業界関係者が数多く参加されました。

---------------------------------------------------------------------------------------

会　期 カンファレンス 2021年12月14日～ 17日

 展示会 2021年12月15日～ 17日

会　場 カンファレンス ホールC、ホールB5、G棟会議室

 展示会 ホールE

来場者数 約4,000人（オンライン参加者を含む）

　IEEE MEMS 2022は、マイクロ/ナノスケールデバイス、マイクロ/ナノシステムおよ

びそれらの関連技術や産業動向のあらゆる科学的側面に関する研究成果を報告する

年1回のプレミアイベントの1つです。今回は、東京国際フォーラムで開催された対面式

の会議と、オンラインでホストされるバーチャルな会議サイトがセットになって、IEEE

の会議としては初めてのハイブリッド形式として開催されました。

---------------------------------------------------------------------------------------

会　期 2022年1月9日～ 13日

会　場 ホールB7
来場者数 約700人

≫ SIGGRAPH Asia 
 2021

≫ IEEE MEMS 2022
 Conference

　東京国際フォーラムは日本有数のコンベンション＆アートセンターとして、日本・東京のMICE誘致と開催の中核的役割を

担っています。

　東京国際フォーラムが位置する丸の内は、日本のビジネスの中心であり、近年は文化・観光エリアとしての魅力も高まって

います。東京国際フォーラムは、その北側にある東京駅と、南側にあるJR有楽町駅・東京メトロ有楽町駅との間を地下通路で

直結されています。鉄道だけでなく羽田空港からは約30分、成田空港からは約1時間と、空路によるアクセスも大変良好です。

また、東京国際フォーラム周辺には、国際的なラグジュアリーホテルからリーズナブルなビジネスホテルまで、数多くの宿泊施

設があります。

　緑豊かな皇居外苑、ショッピングエリアとして世界的にも名高い銀座、日比谷の劇場街なども徒歩圏内にあり、東京国際フ

ォーラムのある場所は、まさに東京の魅力が凝縮された最高の場所です。

　ビジネス・観光・商業施設・宿泊などの様々な施設・役割が集積されたエリア全体の機能と、東京国際フォーラムのコンベン

ション＆アートセンターとしての高い機能とを連携させることにより、高付加価値のMICE環境をエリア全体で提供する「都

心型MICE」の中核として、弊社は東京都や地域と連携しながら国際規模のMICE誘致・開催に取り組んでいます。

※MICE（マイス）とは…企業等の会議（Meeting）、企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive Travel）、国際

機関・団体、学会等が行う国際会議 （Convention）、展示会・見本市、イベント（Exhibition/Event）の頭文字を使った造語で、これら

のビジネスイベントの総称です。
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トピックス

　新型コロナウイルス感染症の影響により、東京2020オリンピック・パラリンピック競

技大会は開催が1年延期され、2021年に無観客で開催されました。

　東京国際フォーラムでは、ウエイトリフティング（オリンピック）、パワーリフティング

（パラリンピック）の競技が開催されました。

---------------------------------------------------------------------------------------

競技日程

ウエイトリフティング（オリンピック） 2021年7月24日（土）から8月4日（水）まで

パワーリフティング（パラリンピック） 2021年8月26日（木）から8月30日（月）まで

　弊社は「安全・安心の確保は絶対の使命」の認識のもと事業活動を展開しており、

日頃から防火・防災管理の重要性を深く認識し関係法

令に基づく業務を積極的に推進しています。今回、積極

的かつ計画的に応急救護技術の向上を図り、救急業務

の推進に貢献したとして、9月9日「救急の日」にあたり、

東京消防庁丸の内消防署長から表彰されました。

≫ 東京2020オリンピック・
 パラリンピック競技大会の開催

≫ 東京消防庁丸の内消防署長から
 表彰（2021年9月）

　地下コンコースの車いす対応トイレ内に、大人用ベッド「ユニバーサルベンチ」を設置しました。≫ 車いす用対応トイレに
 ユニバーサルベンチ設置
 （2021年10月）

ベッドを畳んだ状態トイレ入口 ベッドを広げた状態

　シンガポールの定番朝食、カヤジャムをベースにした「カヤト

ースト」やカスタマイズできる濃厚なミルクコーヒー「コピ」を

提供する、シンガポールの老舗名店「Ya Kun Kaya Toast（ヤ 

クン カヤ トースト）」がCブロック1階皇居側にオープンしました。

≫ 新店舗「Ya Kun Kaya Toast
 （ヤ クン カヤ トースト）」オープン
 （2021年6月）

　東京国際フォーラムのケータリングサービスを行う帝国ホ

テルが、期間限定でランチタイムの地上広場にキッチンカー

を出店しました。メニューは週替わりで、カレー、サンドイッ

チ、スープ等を販売し、好評を博しました。

≫ ランチタイムの地上広場に帝国
 ホテルキッチンカーが登場
 （2021年10月～2022年1月）

≫ 2カ所目のちよくるポートが
 オープン（2021年12月）

ちよくるポート　　　

　シェアサイクル「ちよくる」の需要が高いため、ガラス棟

有楽町駅側に敷地内2カ所目のちよくるポートがオープ

ンしました。

　地下コンコースのプロント イル バールが、これまでの「カフェ&

バー」スタイルから「昼はカフェ、夜はサカバ」へとリニューアルし、

店名も「プロント」になりました。夜のサカバは「キッサ（喫茶）＋

サカバ（酒場）＝キッサカバ」と名付けられたオリジナル業態です。

≫ リニューアル「昼はカフェ、夜は  
 サカバ　PRONTO（プロント）」
 （2021年10月）
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環境問題への取組

　東京都環境確保条例は、温室効果ガス排出量削減義務を事業者に課しています。

2002年度から2007年度のうち3か年度の温室効果ガス年間排出量の平均値をもとに「基

準排出量」を設定しました。2010年から5年ごとに区切って、第一計画期間（2010～ 14
年度）は基準排出量から6%削減、第二計画期間（2015～ 19年度）は15％削減、2020年

度からの第三計画期間（2020～ 24年度）では、基準排出量から25％削減しなくてはなり

ません。

　東京国際フォーラムでは、空調・照明設備を省エネ型設備に更新するハード面と、運転

スケジュール管理の徹底などソフト面との両面から環境対策を積極的に実施し、削減義

務以上の削減を達成してまいりました。

　2021年度の温室効果ガス排出量は、目標値の71.9％に相当する10,53 t（速報値）でし

た。排出量は、2020年度より増加しましたが、低水準で推移しています。これは、催事利

用件数は増加に転じたものの、コロナ禍以前に比べればまだ少ないこと、東京2020オリ

ンピック・パラリンピック競技大会が無観客で開催されたことが影響しています。
※基準排出量：2005年～ 2007年度のTIFでの温室効果ガス年間排出量の平均値を、第二計画期間中の温室効果ガス年間排出係数
によって再計算した数値

　お客様の快適性・利便性はそのままに、施設の省エネルギーを実現するため、エネル

ギー管理システム（EMS）を利用し、空調や設備等の最適運用を行っています。また、東京

国際フォーラムの環境配慮活動をより分りやすく発信するため、再生可能エネルギーの利用

状況をリアルタイムで把握し、館内のサイネージや公式ウェブサイトに表示しています。

（1） 太陽光発電システム ホール棟屋上 約600㎡、発電容量93kW
（2） 太陽熱集熱システム ホール棟屋上 約400㎡、集熱温度85℃
（3） 排水再利用
（4） 屋上緑化  ガラス棟会議室の屋上に緑化帯を設置
（5） 生ごみから電気エネルギー
（6） 照明・空調などの省エネルギー化
（7） エネルギー管理システムによる設備等の最適運用

（1） 環境に配慮した商品の使用推進
 ① 施設・設備の改修・補修工事で使用する資材にエコマーク認定品を使用しています。
  塗料の一部に、VOC（揮発性有機化合物）の使用を抑制したエコマーク認定塗料 
  内装用ボードの一部に、再生材料を使用したエコマーク認定ボード
 ② パンフレット等印刷物に、FSC認証用紙、環境配慮型パルプ配合用紙、グリー 
  ン印刷を採用しています。

（2） 脱プラスチックの促進
 ① ケータリングサービスで提供するミネラルウォーターに、ペットボトルに加えて、 
  紙パック入りやアルミ缶入りを追加しました。
 ② 制作物の部材を見直し、販促用カレンダーのリングと袋とを紙製へ変更しました。

（3） 端材や使用済みサインパネルを原料として使用する、完全リサイクル・環境配慮型 
 のサインパネル「Ｒecoボード」
 催事を開催するにあたって必要不可欠で、催事ごとに制作するサインパネル。弊社 
 では開催支援サービス（設営サービス）の商品として、完全リサイクル・環境配慮型 
 のサインパネル「Ｒecoボード」を用意しています。　

　弊社は、企業活動を通じて環境問題のみならず様々な社会問題の解決に貢献するため、

2021年度にSDGsの取組推進に向けた第一歩として、社内横断的なプロジェクトチームを

立ち上げました。この中では、先進的な他社事例の現地調査や弊社が取り組むべき課題に

ついての意見交換などを行いました。2022年度からは、社内に「SDGs推進委員会」を新た

に設置し、持続可能な社会の実現につながる様 な々取り組みを具体的に検討していきます。

≫ 温室効果ガス排出量削減の取組

≫ 環境負荷低減の取組

≫ 業務における取組

≫ ＳＤＧｓ
 推進の取組
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年度

2018
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年度

（
速
報
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■■ 特定温室効果ガス排出量　 ■ 基準排出量
■ 第二計画期間目標　　　　 ■ 第三計画期間目標

温室効果ガス排出量の推移

13,528 12,889
11,745

10,534
8,818

基準排出量：19,523

第二計画期間目標：16,595
第三計画期間目標

14,643

太陽熱集熱システム

太陽光発電システム
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安全・安心のための取組

　東京国際フォーラムは、お客様とスタッフの健康と安全確保を第一に、東京都をはじめ関

係機関と連携を図りながら、主催者、関係者、並びにご来館の皆様の協力のもと、徹底した新

型コロナウイルス対策を実施してきました。

（1） 東京国際フォーラムの取組

 ≫ 施設・貸出備品の抗ウイルス・抗菌処置

 貸出施設主要箇所（ホール・会議室・楽屋控室内の座席・手摺、ノブ・スイッチなど）、貸出 

 備品（いす、テーブルなど）への抗ウイルス・抗菌処置を実施しました。

 ≫ 施設の消毒・除菌

 定期的な日常清掃に加えて、お客様が触れる機会の多い箇所に対し、消毒液を使用し 

 た拭き上げ作業を実施しています。

 ・ 館内の各入口に手指消毒液の設置

 ・ 共用部分…ドアノブやエスカレーターなどの各種手摺、エレベーターや自販機などの 

 　ボタンなど

 ・ ホール貸出部分…客席の手摺部分（催事終了後）。催事主催者からの要望による特 

 　別作業も実施。

 ≫ 感染リスクを避けるための各種備品・サービスの提案

 ≫ 感染疑い発生時の対応

　　「感染疑い発生時の対応」につき、社内並びに開催支援サービス各社との連携・対応手順 

 を確立しました。

 ≫ 自治体との連携

 東京都が提供する「東京版新型コロナ見守りサービス」QRコードの館内掲示　等

（2） 主催者への協力依頼

 催事企画、実施にあたり主催者に以下の協力を依頼しています。

 ≫ 国・東京都・業界団体の指針等に沿ったイベントの企画及び実施

 入場者数制限の遵守、ソーシャルディスタンスを確保した会場レイアウト等対応

 ≫ イベント参加者への新型コロナウイルス拡散防止対策に関する積極的な働きかけ

 接触確認アプリインストールの促進、 イベント参加者の連絡先等の把握など

　安全・安心な東京国際フォーラムであるために各種の訓練を重ね、対応能力の向上を図っ

ています。

（1） 自衛消防訓練

 通報、避難誘導、防火区画の形成、消火器・屋内消火栓操法等の総合的な自衛消防訓練 

 を実施しました。

（2） 避難経路確認訓練

 普段は通行しない避難経路を実際に歩いて体験する、避難通路確認訓練を実施しました。

（3） 一時滞在施設開設訓練

 一時滞在施設を開設した場合の「災害時特設公衆電話」設置訓練を実施しました。

（4） 危機管理研修

  「不審物発見時の行動」「化学剤を使用したテロ行為」につき、研修を行いました。

（5） 普通救命講習の受講

 心肺蘇生やAEDの使い方、けがの手当など応急手当の技能を習得するため、東京国際 

 フォーラムのスタッフは、普通救命講習を受講しました。

≫ 新型コロナウイルス感染症対策

≫ 各種訓練の実施
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財務諸表

1,308

416,494

119,227

415,964

1,308

1,387,243

530

1,433

1,505,162

1,310,482

194,679

損　益　計　算　書

3,646,141

２０２１年４月  １日から

２０２２年３月３１日まで

金 額科 目

（単位：千円）

売売 上上 原原 価価

売売 上上 高高 3,451,462

当当 期期 純純 損損 失失

530
税税 引引 前前 当当 期期 純純 損損 失失

法人税、住民税及び事業税

過年度違約金収入返金額

売売 上上 総総 損損 失失

販販売売費費及及びび一一般般管管理理費費

営営 業業 損損 失失

営営 業業 外外 収収 益益

雑 収 入

営営 業業 外外 費費 用用

受 取 利 息

117,794

特特 別別 損損 失失

支 払 利 息

経経 常常 損損 失失

特特 別別 利利 益益

施 設 等 収 用 補 償 金 996,963

固 定 資 産 除 却 損 1,732
23,952 25,684

科 目

（ 資 産 の 部 ）

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

流流 動動 資資 産産

そ の 他

負負債債及及びび純純資資産産合合計計

負負 債債 合合 計計

利利 益益 剰剰 余余 金金

退 職 給 付 引 当 金

資資 本本 金金

利 益 準 備 金

無無 形形 固固 定定 資資 産産

建 物

構 築 物

5,436,435資資 産産 合合 計計

車 両 運 搬 具

貸 借 対 照 表
２０２２年３月３１日現在

3,717,781
3,373,742 買 掛 金

（ 負 債 の 部 ）

純純 資資 産産 合合 計計

37,253

1,718,653

12,448
409

未 払 法 人 税 等

70

リ ー ス 債 務

固固 定定 負負 債債

930,233

賞 与 引 当 金

預 り 金

（純資産の部）

（単位：千円）

金 額

リ ー ス 債 務292,431

2,997,443
1,395,700

34,676
456,399

流流 動動 負負 債債

科 目金 額

8,120
31,004

68,808
733,668

271,140

株株 主主 資資 本本

5,436,435

393,720

27,930

490,000

1,705,323

3,731,111

1,187,393

1,215,323

1,705,323

修 繕 引 当 金 73,149

その他利益剰余金

繰 越 利 益 剰 余 金

1,187,393

1,669
9,442

56,540
19,597

貯 蔵 品

立 替 金

前 払 費 用 9,624

911,144

未 払 費 用

2,304
未 払 事 業 所 税

未 払 消 費 税 等

未 払 金

未 収 入 金

契 約 負 債貸 倒 引 当 金

電 話 加 入 権

58,547

31,797

60,453

102,971
4,087

97,017

1,905

27,896

727,966投投資資そそのの他他のの資資産産

投 資 有 価 証 券

そ の 他

△ 10,433

長 期 前 払 費 用

700,000

有有 形形 固固 定定 資資 産産

固固 定定 資資 産産

長 期 預 り 保 証 金

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

器 具 及 び 備 品

694,359
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施設概要
名称 東京国際フォーラム（英文名称：Tokyo International Forum）
所在地 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号
敷地面積 約27,000㎡
延床面積 約145,000㎡
開館年月日 1997年1月10日
所有者 東京都
運営管理団体 株式会社東京国際フォーラム
設計者 ラファエル・ヴィニオリ（Rafael Viñoly）＜国際設計競技当選者・米国＞

ホール等

ホールＡ 劇場形式／座席数：5,012席（二層式：1階席3,025、2階席1,987）
ホールＢ7 平土間形式／床面積：1,400㎡（2分割可：670㎡／ 670㎡）
ホールＢ5 平土間形式／床面積：600㎡（2分割可：280㎡／ 300㎡）
ホールＣ 劇場形式／座席数：1,502席（三層式：1階席739、2階席363、3階席400）
ホールＤ7 平土間形式／床面積：340㎡（引き出し式収納席100席／ 180席）
ホールＤ5 平土間形式／床面積：285㎡
ホールＤ1 平土間形式／床面積：137㎡
ホールＥ 床面積：5,000㎡（2分割可：3,000㎡／ 2,000㎡）
会議室 Dブロック会議室（4･5階）:3室

ガラス棟会議室（4～ 7階）:31室（4～ 6階各階10室、7階1室）
その他 ロビーギャラリー：700㎡　ラウンジ：224㎡

ガラス棟
規模 面積：約4,000㎡（長さ：約207ｍ　最大幅：約32ｍ　高さ：約60ｍ）
ガラス枚数 約3,600枚（西側：約1,800枚　屋根：約1,000枚　東側：約800枚）
ガラス大きさ 壁面：2.6ｍ×2.5ｍ　屋根：1.7ｍ×1.9ｍ

地上広場
規模 面積：約9,700㎡
植栽等 植栽：欅42本、桂15本　アートワーク：3作品
その他 貸出スペース：A／約880㎡　B／約670㎡　C／約380㎡　D／約160㎡

駐車場
利用時間等 地下3階／ 7:00～ 23:30（年中無休）
収容台数 420台（うち身障者専用7台）
利用料金 30分200円

店舗等

カフェ・レストラン 9店舗（地下1階：5店舗　1階：3店舗　7階：1店舗）
ショップ 3店舗（アートショップ、ライフスタイルストア、コンビニエンスストア）
サービス 1店舗（リラクゼーション）
美術館 「相田みつを美術館」／地下1階

アートワーク 「赤と黒」（エルズワース・ケリー）など134点（作家50名）

ホール B7 ホール B5 ホール D7

ホールA ホール E ホールC

2022年4月1日現在
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東京国際フォーラムの沿革

≫ 基本構想から開館まで

1980年 12月3日 「マイタウン構想懇談会コミュニティ部会」でシティ・ホールの建設を提言

1985年 8月22日 「東京都シティ・ホール建設計画基本構想」を発表

1986年 1月24日 「東京都東京国際フォーラム建設等審議会発足」（1987年12月24日最終答申）

1989年 11月2日 国際公開設計競技の審査の結果、ラファエル・ヴィニオリ氏（米）が最優秀賞

1992年 10月9日 建築工事着工

1994年
9月1日 財団法人東京国際交流財団　設立

12月1日 東京国際フォーラム　施設利用申込の受付開始

1996年
5月31日 東京国際フォーラム　建物竣工

7月1日 財団法人東京国際交流財団、東京都から東京国際フォーラムの貸付を受ける

1997年 1月10日 東京国際フォーラム　開館

≫ 財団法人東京国際交流財団から株式会社東京国際フォーラムへ

1997年
1月10日～ 3月29日 東京国際フォーラム開館記念“東京ときめきフェスタ”実施

3月1日 ホール・会議室等一般利用開始

2000年 12月24日～ 1月1日 年末イベント“フォーラム・ミレナリオクラブ”実施（以降2005年末まで毎年実施）

2001年
10月1日 プラザ（現「地上広場」）一般利用開始

12月21日 東京国際フォーラム　株式会社化の発表

2002年 8月 東京国際フォーラム開館5周年記念事業の実施（“トーキョーアートジャングル”他）

2003年
4月4日 株式会社東京国際フォーラムの設立

7月1日 財団法人東京国際交流財団から株式会社東京国際フォーラムへの事業譲渡

≫ 株式会社東京国際フォーラム

2003年

7月1日 株式会社東京国際フォーラム本格稼動、館内サインの一新、開館時間の延長（7:00～ 23:30）

7月 地上広場に「ネオ屋台村」登場（以降平日の毎日）

10月 地上広場に「大江戸骨董市」登場（2005年9月まで毎月1回、2005年10月以降毎月2回）

11月1日 「相田みつを美術館」オープン

2004年 7月 ネオ屋台村スーパーナイト第1回開催

2005年
3月 ロビーギャラリー照明灯設置、Aブロック地下1階女子トイレ増設

4月24日～ 5月1日 第1回ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭（後にラ・フォル・ジュルネTOKYO）の
実施（2019年まで毎年ゴールデンウィークに実施）

2006年
4月 ホールA女子トイレの増設、ホールE用エレベーター設置、東京駅連絡口エスカレーター設置、地上

広場完全禁煙化
12月8日～ 1月15日 年末イベント“HARMONIA”実施（2007・2008年末にも実施）

2007年
通年 開館10周年記念事業の実施（8月“丸の内KIDSフェスタ”等）

6月1日 会議室G701（4月末竣工）の一般貸出開始

2008年
3月 展示ホール（現「ホールE」）ロビー内喫煙ブース設置

8月 東京国際フォーラム環境方針の決定

2009年
4月～ 12月 中期修繕10ヶ年計画に基づく大規模改修工事の初年度

12月 年末イベント“ストラスブールのマルシェ・ド・ノエル”の実施（2010年にも実施）

2010年

1月 ガラス棟屋上および同7階テラスの緑化実施

2月 ホールA音響設備等、第1期リニューアル工事終了

4月～ 中期修繕計画改修工事第2期（ホールA部分リニューアル、ガラス棟会議室空調更新ほか）
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2011年

2月 ホールA音響設備等、第2期リニューアル工事終了

3月11日 東日本大震災発生　東京国際フォーラムは帰宅困難者の受入を実施

3月31日 ホールD1リニューアルオープン（固定座席のシアター形式から平土間形式に）

4月～ 中期修繕計画改修工事第3期（地上広場植栽植替え、喫煙ブース（ホールA・C）新設、ガラス棟1階 
利用受付・打合せコーナーのリニューアル

2012年

通年 開館15周年記念事業の実施（5月〝マイケル・サンデル特別講義〞、8月〝丸の内キッズジャンボリー〞　等）

4月～ 中期修繕計画改修工事第4期（ホールC・B7・B5部分リニューアル、地上広場石床補修　等）

5月 授乳室の開設

2013年 4月～ 中期修繕計画改修工事第5期（中央厨房全面改修、ホールA部分リニューアル、地上広場植栽植替
え、外壁部分リフレッシュ　等）

2014年
4月～ 中期修繕計画改修工事第6期（京葉線側階段改修、ガラス棟喫煙所設置　等）

12月 年末イベント「TOKYO stylish NIGHT “REFLECTION 2014/2015”」の実施

2015年
4月～ 中期修繕計画改修工事第7期（館内サイン改修、ホールE改修、大型催事情報表示板更新　他）

6月 館内デジタルサイネージの導入

2016年
4月～ 中期修繕計画改修工事第8期（ガラス棟屋根鉄骨改修、ホールC舞台床全面張替・ロビーカーペット

張替・2&3階席縦通路手すり設置・客席照明LED化　他）
8月 ロビーギャラリー拡張（販売開始10月）

2017年

通年 開館20周年記念アニバーサリーイヤー（J-CULTURE FEST、写真展「新たな船出」、光のアクアリ
ウムなど開館20周年記念事業の実施）

3月 ガラス棟1階案内所リニューアル

4月～ 中期修繕計画改修工事第9期（ホールA音響設備更新・2階席縦通路手すり設置・トイレ改修、Bブロ
ックエレベーター更新・エスカレーター改修　他）

2018年 4月 中期修繕計画改修工事第10期（Dブロック空調機・エレベーター更新、トイレ改修、段差解消機の
エレベーター化　他）

2019年 8月
ウエイトリフティングやパワーリフティング体験、ラグビー関連プログラムなどスポーツプログラム
を拡充した「ホップ! ステップ! 2020!! 東京国際フォーラムで夏休み ～ 丸の内キッズジャンボリー 
スペシャル版 ～」開催

2020年

3月
新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会
の1年延期が決定
ラ・フォル・ジュルネTOKYO2020　新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により開催中止を決定

4月～ 5月 緊急事態宣言により全館休館

5月 新型コロナウイルス感染症と闘う医療従事者への感謝の気持ちを込め、ガラス棟を青色でライト
アップ「＃LightItBlue」を実施

2021年

4月 ラ・フォル・ジュルネTOKYO2021　新型コロナウイルスの影響により開催中止を決定

6月 Cブロック1階皇居側に「Ya Kun Kaya Toast（ヤ クン カヤ トースト）」開店

7月～ 9月 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のウエイトリフティング及びパワーリフティング
の競技が開催

10月～ 1月 平日のランチタイム、帝国ホテルが地上広場にキッチンカーを出店

10月～ 3月 「月曜シネサロン&トーク　続・鉄道の時代－人々をつなぐ鉄道－」開催（全4回）

2022年 3月 J-CULTURE FEST presents 『装束meetsミュージカル　不思議の国のひなまつり』、『体験・企
画展示　美しき雛まつりの世界～平安・江戸・現代　ひなまつりのルーツをたどる～』を開催

ガラス棟夜景 東京国際フォーラム外観 ガラス棟
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