Jou r na l ism Beyond Borders

Foreign Correspondents’ Club of Japan

Exclusive Offer for New Associate Members
Sign up in a group and save on the joining fee

2 People

1 person free

4 People

2 people free

Monthly dues: ¥17,500/person

6 People

3 people free

Groups of 4 new members or more should include people of different genders, and not be limited solely to groups of company
executives, but groups inclusive of middle or junior management employees.

Masukomi Sushi Bar

Michelin star chef Shimizu (The Main Bar)

Pen & Quill Dining Room

Introducing the FCCJ

Founded in 1945, the Foreign Correspondents’ Club of Japan (FCCJ) is one of the most prestigious press clubs in the world.
Members include representatives of global news media, respected magazines, and leading photojournalists and filmmakers.
It is also a gathering place for top international business professionals. The FCCJ is the world’s bridge to Japan.

Membership Benefits

FCCJ members enjoy the benefits of a global environment in the heart of Tokyo. They have access to networking events with

domestic and international media organizations and journalists, and press conferences featuring prominent politicians and
other public figures. There is also a members-only restaurant and bar, and an English language library containing archived

books, newspapers, and audio-visual media. Also available are rental work rooms for private interviews and gatherings

open 24-hours a day.

For all inquiries, and to apply:

☎ 03-3211-3161

Email: membership@fccj.or.jp | www.fccj.or.jp

The standard Associate Membership joining fee for new members not employed in journalism is 400,000 yen. Full details on the FCCJ website.
This campaign only applies to groups with an even number of members. This campaign is available until the end of March, 2023.

国境を越えたジャーナリズム

日本外国特派員協会

新規入会キャンペーン
今なら入会金が半額！

2 名入会者

1 名分無料

4 名入会者

2 名分無料

月会費：17,500 円 / 人

6 名入会者

3 名分無料

FCCJ は、多様性を重んじています。4 名以上で入会をご希望の場合は、男女比の割合をご考慮いただき、また役員クラスだけではなく、
管理職やジュニアマネージャーなども入会者となるよう、ご選任ください。

マスコミ寿司バー

Michelin star 清水シェフ「The Main Bar」

Pen & Quill ダイニングルームディナー

FCCJ とは

日本外国特派員協会（FCCJ）は、1945 年に設立された、世界で最も歴史と権威のある記者クラブのひとつです。FCCJ の会員

組織は、新聞社、通信社、ジャーナリスト、写真家などのメディア業界を牽引する人々と、また国際的なビジネスプロフェッショ
ナルによって構成されています。FCCJ は、日本と世界を繋ぐ架け橋として、日本のニュースを世界へ発信しています。

会員特典について

FCCJ の会員は、東京丸の内のクラブハウスで様々な特典を受けることができます。国内外のメディアやジャーナリストとのネッ

トワークを構築できるほか、記者会見やイベントへの参加を通して、政治家や有名人と会う機会があります。クラブハウスには、
会員限定の寿司屋、レストラン、バーがあり、英語の書籍、映像や音声が揃うライブラリーを備えています。また会員専用のレ
ンタルルームは、会議や仕事に 24 時間ご利用いただけます。

入会申込・お問い合わせ

☎ 03-3211-3161

Email: membership@fccj.or.jp | www.fccj.or.jp

準会員の入会金は400,000円です。詳しくはFCCJのホームページをご確認ください。
キャンペーンは、偶数の人数でお申込みいただいた場合にのみ適用されます。キャンペーンの有効期限は2023年3月末日まで

