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Spacious and fu‖ y wired fac‖ ities rё 9ularly host inter―
national head‖ ne― grabbing news conferences and
brienngS featuring leading pontical,business and social

ngures,covered by international and」 apanese media.

Our packed Progran∩  of theme events, excursions,

concerts, book introductions and movie previevvs

ofFers something for everyone. The multi function

rooms are ava‖ able to host your meetin9,conference

or social gathering and the aFfordable catering,「 oom
rates and our centrallocation make the FCC」 the ideal

venue for your event.

ネット環境が完備された広い施設では内外の記者の為

に、政治。経済。社会問題等、国際的に注目される記者会

見が常時行われています。さらにテーマ別イベント、小

旅行、コンサー ト、出版記念会、試写会等、魅力満載のプ

ログラムヘもご参加いただけます。多目的ルームは会員

の皆様が東京の中心で、会合・会議・パーティ等にお手

頃な料金でご利用できる理想的な空間で丸

receive messages, make reservations, place cans, ask

for local advice. Eng‖ sh― language newspapers and
magazines are ava‖ able,as are unique FCC」 souvenirs.

経験豊富でフレン ドリーなスタッフが多忙な会員を常

時サポー トいたしま丸 メッセージの取次ま 各種予約、

通話申し込み、その他ご案内を承 ります。英字新聞、雑

誌、F⊂⊂Jオ リジナルグッズの販売もしております。
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ready to provide assistance to busy members.Leave or

&符α蒻 蒻 竹
With sweeping views over A/1arunouchi and the lrnperial

Palace and claiming a n「 st class menu,the pen&Qui‖

Dining Room features dishes from across the 91obe

prepared by the Club's team of expert chefs.The Aノ aヽsu―

komi Sushi Baris one of Tokyo's most scenic and cosmo―

politan sushi restaurants where you can enioy one Of

」apan's best culinary treats.The FCCJ'sA/1ain Bar,with its

grand views over Marunouchi, is one of the most
renowned Press club barsin the vvorld,a meeting 9round

for media people from around the globe where you can

meet co‖ eagues,chents orf「 iends for moderately priced

meals and drinksin a truly international atmosphere.

丸ノ内と皇居を一望しながら、高級料理を楽しむ事が出

来るペン&ク イル・ダイニングではベテランシェフたちに

よる世界中の料理を存分にご堪能いただけます。
″
真酔

米
″
すしバーでは国際的なムー ドの中で、日本料理の奥

深さをご紹介いたします。丸ノ内側 に位置するメインバ

ーは世界で最も有名なプレスクラブバーの一つであり、

各国からのジャーナリスト達の出会いの場で丸 国際色

豊かな雰囲気の中、ご友人、クライアントの方々とリーズ

ナブルなご飲食をお楽しみください。

二形%響
The library is a hidden fountain of information stocked

with a wide variety of resources on」 apan and Asia.

Along with its extensive titles,the library oFFers research

services,malor neWSWires,databases,newspapers and

magazines,internet access and work space.

日本アジアに関するバラエティーに富んだ資料を豊富に

揃えてお ります。膨大な蔵書 と共に リフアレンス・ ワ

イヤー・データベースサービスと、新聞、雑誌、インターネ

ット、ワークスペースを提供しております。
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