FPCJ会見室の貸出し案内
FPCJ Conference Room Rental Guide

アクセス便利
Convenient Access

無料無線
LAN完備
Free Wi‐Fi Available

最大100名
を収容
Maximum Capacity
of 100 people

好評貸出中！
Available Now!

.

フォーリン・プレスセンターの会見室は、企業、諸団体、政府、地方自治体のみなさまの各種記者会見、講演会、
セミナー、会議などに幅広くご利用いただいております。霞が関駅、新橋駅、内幸町駅からもアクセスが便利。
プロジェクター、有線と無線のマイク、無料無線LAN完備の使い心地の良い会見室となっております。

The FPCJ Conference Room is available for a wide variety
of uses, such as press conferences, seminars, meetings,
and other events held by companies, organizations, and
the central and local governments. With Kasumigaseki,
Shinbashi, and Uchisaiwaicho Station in the vicinity,
it is easily accessible.
A projector ,wired and wireless microphones,
and free Wi‐Fi are also available for added convenience.
※上記の料金は税別です (Excluding consumption tax)

公益財団法人フォーリン・プレスセンター
TEL: 03－3501－5251

広報戦略課

（受付時間：平日 9：30～17：30）

レイアウト例
スクール型

Layout

会見室寸法 (Dimensions)：160㎡ / 天井高 (Ceiling height)：2.46ｍ

ラウンド型
Boardroom style: 24 people

Classroom style: 40 people (Maximum 80 people)

●プロジェクター： WUXGAワイド対応液晶・明るさ 5,000ルーメン

●スクリーン： ワイドサイズ 110インチ

お申込方法 Application
※事前にお電話で会見室の空き状況をご確認の上、
HPの「申込みフォーム」からお申し込みください。
こちらから確認のご連絡を差し上げます。
http://fpcj.jp/distribute/form/

*Please call beforehand to confirm the availability of the
conference room. Then, apply using the application form on
the web site. A confirmation notice will be sent to you later.
http://fpcj.jp/en/distribute/form/

※営業的な性格の強いものや政治、宗教活動など、
会合目的によって使用をお断りする可能性がござ
います。

*Depending on the purpose of use, applications may not be
accepted.(E.g. highly commercial, political or religious activities)

※前日および当日のキャンセルについては100％の
料金を申し受けます。
※記者会見の案内を在京外国メディア、在京大使館
へ送付したい場合は、FPCJのプレスリリース配信サー
ビスを有料でご利用いただけます。

*100％ of the fee will be charged for cancellation on the
scheduled day or on the day prior.
*If you wish to send a notice of your press conference to
members of the foreign press and foreign embassies in Japan,
the FPCJ’s mass notification email/fax mailing system is also
available at a charge.

• If you would like to bring food or beverages into
• ご飲食のご要望は、事前にご相談ください。
the conference room, please ask ahead of time.
• 無線マイク5本(有線5本)を無料でお使いいただけます。
•
5
wireless and 5 wired microphones are available for free.
• プロジェクターはブルーレイとDVDの再生ができ、
• The projector supports Blu‐ray and DVD playback, and has
VGA端子とHDMI端子に対応しております。
VGA and HDMI inputs.

所在地

Location

公益財団法人フォーリン・プレスセンター
〒100‐0011東京都千代田区内幸町2‐2‐1
日本プレスセンタービル6階

URL: http://fpcj.jp
Foreign Press Center Japan
Nippon Press Center Building 6F
2‐2‐1 Uchisaiwaicho,Chiyoda‐ku,
Tokyo 100‐0011
Tel:03‐3501‐5251 Fax:03‐3501‐3622
Email: sc@fpcjpn.or.jp

■交通
地下鉄霞ヶ関駅
（千代田線・丸の内線・日比谷線 C4出口）
内幸町駅（都営三田線 A6/A7出口）
徒歩1～2分

■ACCESS
1‐2 min.walk from Kasumigaseki Sta.
(Chiyoda, Marunouchi, Hibiya subway
lines; Exit C4)
Uchisaiwaicho Sta.(Toei Mita subway
line; Exit A6/A7)

