仮入館証
プレス登録及びプレスルームのご案内
■設置場所： 福岡国際センター 主催者事務局内
■設置期間： 2 月 3 日（月）10：00～18:00－4 日（火）10：00～17:00
取材のために会場にご入場頂く際はプレスバッジが必要となります。プレスバッジは、プレスルームにて登録を
行って頂いた方に発行させて頂きます。また、会場内での撮影を希望されるプレスの方には、撮影許可証（腕
章）を別途発行させて頂いております。
なお、プレスバッジ及び撮影許可証（腕章）の発行には審査を実施しています。
取材以外の目的でご来場の方への発行は行いませんのでご了承下さい。

Press Registration / Press Room
■Place for press registration: Fukuoka Kokusai Centre (Inside the Organiser’s Office)
■Operating hours: 3(Mon) 10：00～18:00－4(Tue) 10：00～17:00, February
Press badge is needed to enter the exhibition halls and perform news gathering activities. Press badge
is available at the press room located inside the organiser’s office (Please see the map below). In
addition, Photo/video Permission Arm Badge is required for taking photos and videos in the exhibition
halls.
Please note that the Press Badge and the Photo/Video Permission Arm Badge will only be issued to
qualified professional journalists and editors.

福岡国際センター
見本市事務局内「プレスルーム」
“Press Room”
(Inside the Organiser’s office)

※お名刺を 2 枚ご用意ください※
*Please prepare 2 name cards*

プレス来場登録用紙 / Press Registration
プレスバッジは取材目的以外の方には発行できませんのでご了承下さい。
Please note that the Press Badge will only be issued to qualified professional journalists and editors.

■お名刺をお持ちでない方はご記入ください

■If you do not have name cards, please fill in all the items below.

氏名 / Name
会社名 / Company name
所属部 / Department

役職 / Title

住所 / Address
電話（携帯） / TEL (Cell)

FAX

メールアドレス / E-mail

■下記項目をご記入ください

■Please fill in the box.

媒体名
Publication name
掲載予定日
Expected publication date
媒体区分（複数選択可）

1.□ 業界紙誌 / Industrial Paper & Magazine

2.□ 新聞 / Newspaper

Publication category

3.□ 雑誌 / Magazine

5.□ テレビ / TV

(multiple choice)

職種区分（複数選択可）
Occupation category
(multiple choice)

撮影腕章の貸出
Photography Permit

4.□ ウェブ / Web

6.□ ラジオ / Radio

7.□ その他：ご明記ください / Others: Please specify （
1.□ 編集 / Editor

2.□ 記者・ライター / Writer

）
3.□ ディレクター / TV Producer & Director

4.□ カメラマン・音声・レポーター / Photographer, Sound engineer, Reporter
5.□ 営業・企画・制作・広報 / Marketing and Sales Promotion, Advertisement, PR
6.□ その他：ご明記ください / Others: Please specify （

あり / YES

・

なし / NO

）

返却状況
Returning status
ご協力ありがとうございました。 Thank you for your cooperation.

個人情報の取り扱い / Privacy Policy
ご登録いただきました個人情報は、メッセフランクフルト ジャパン株式会社およびメッセフランクフルト グループが主催・運営する国内外の見本市のご紹介および
出版物、各種サービスや関連情報、出展者・スポンサー等の製品やサービスに関する情報をご提供するために利用させていただく場合があります。これらの正当
な目的以外に無断で利用することはありません。なお、ご提出いただきました個人情報は当社にて厳重に管理いたします。
Your personal data may be used for the purpose of providing information on fairs / magazines and related services of the Messe Frankfurt Group companies
as well as on products and services provided by exhibitors and sponsors. We will utilize your data for no other purposes. The personal information received
will be kept under our strict control and management.

