
日本食糧新聞社 食情報館 宛（FAX.03-3537-1071）

■ご利用内容

利用日時

利用希望場所
※ご希望の部屋に○をつけてください

利用目的

利用人数

利用機器
※ご希望の機器に○を付けてください

口個                         り有□
内容物

日本食糧新聞無料提供
※当てはまるものに○をつけてください

日本食糧新聞を購読
※当てはまるものに○をつけてください

先求請■報情者込申お■報情者用利ご■ （請求先が異なる場合のみご記入ください

社名・団体名

事業所名（支社・支店等）

部署名

役職名

氏名

ご住所
〒

電話番号      （       ）

ファックス番号      （       ）

e-mailアドレス

■ご利用料金（全て税別・1時間未満は切り上げ）
間の糧食間の糧間の食名屋部

名６１１名６９～４６名９６～名６４数人用利

㎡082約㎡931約㎡041約さ広

「日本食糧新聞」読者の方 7,500円（1時間） 7,500円（1時間）  15,000円（1時間）

上記以外 11,000円（1時間） 11,000円（1時間）  22,000円（1時間）

□裏面の「食情報館」ご利用規程を遵守し、申し込みます。
※上記にチェックを入れてください。

令和    年   月   日
上記ご申請の内容に基づき食情報館のご利用を受け付けました。
後日、請求書をお送りいたしますので期日までにお振り込みお願いいたします。

日本食糧新聞社 食情報館 担当：岩崎 印
〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-14-4 ヤブ原ビル7階

TEL.03-3537-1311

希望する ・ 希望しない

ご利用金額：         円+税

食情報館利用申し込み受付書

〒

        （       ）

        （       ）

事前荷物ご送付
※ご利用日前日着でご手配ください

□無し

食情報館利用申込書
申込日：     年    月   日

している  ・ していない ・ 購読を申し込む（読者価格適用）  ・試読をする

年   月   日   時   分  ～    時   分

食の間 ・  糧の間 ・ 食糧の間（食の間・糧の間両方）

人

プロジェクター   スクリーン   マイク  インターネット回線（無線・有線）

受付台

糧の間食の間

エレベーター

受付台

食糧の間

エレベーター

※1 最大通信速度は、技術規格上の最大値であり実使用速度を示すものではありま
せん。※2 当館にお送り頂く際は発払い、ご利用後、返送の際は着払いとなります。
なお、時間に寄っては翌営業日発送になることもございます。※3 データ作成は行っ
ておりません。A1 サイズのデータをご用意ください。ご利用日の 2 営業日前までに
データをご入稿ください。2 枚目以降は 1,000 円（税別）で承ります。※4 ご利用日
の 4営業日前までお申し付けください。

プロジェクターなど備品無料貸出プロジェクターなど備品無料貸出
他の会議室では有料のプロジェクターやモニターも無料で貸
出しております。

食の最新情報をプレゼント食の最新情報をプレゼント
日本食糧新聞最新号をご利用者人数分無償提供いたします（※4）

抜群の交通アクセス抜群の交通アクセス
地下鉄八丁堀駅（徒歩 2 分）、地下宝町駅（徒歩 5 分）、地下鉄
日本橋駅（徒歩 6分）、地下鉄茅場町（徒歩 6分）、JR 東京駅（徒
歩 12 分）の 5路線 4駅が利用可能です。

A1 サイズ・ポスター無料印刷サービスA1 サイズ・ポスター無料印刷サービス
式次第等、部屋内に掲示する A1 サイズポスターを 1 枚無料印刷
します。（※3）

お荷物の受け取り、発送サービスお荷物の受け取り、発送サービス
ご利用日前日に荷物のお受け取り、使用後の荷物の発送を代行し
ます。（※2）

高画質動画もストレス無く再生が可能
下り最大 1Gbps の高速光回線を無料でご利用いただけるのでイ
ンターネット動画を使ったセミナーも可能です。（※1）
無料 Wi-Fi もご用意しております。

ゆったり二人掛けゆったり二人掛け
横幅 1800mm の机に二人掛けでゆったりとご利用頂けます。
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東京建物ビル

東京駅

2番出口

6番出口

A8出口 D1出口

八重洲中央口

京橋 日本橋三丁目 日本橋二丁目第二 日本橋

八丁堀駅

八丁堀二丁目桜橋

八丁堀

京橋一丁目 江戸橋一丁目

宝町出口（外回り）

●東日本銀行

三菱UFJ 銀行●

越後屋ビル●

ドコモショップ●ファミリーマート●

セブンイレブン●
首都高速道路都心環状線

●スターツ八重洲中央ビル（地下街出入口）

●東京マツダ販売
茅場町一丁目

鍛
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橋
通
り

ヤブ原ビル

A5出口A3出口
（京葉線）

京橋駅 日本橋駅

茅場町駅

日本橋駅宝町駅

※ヤブ原ビル 1階には「マルエツプチ」があります。

食情報館・各種会議室のご案内
セミナー・会議、研修等、多彩にご利用いただけます！

【お問い合わせ・ご予約】

03-3537-1311☎
お問い合わせ時間：月～金　9時３０分～１７時３０分 食 情 報 館

日本食糧新聞社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀 2-14-4 ヤブ原ビル 6階
FAX.03-3537-1071 e-mail honbu@nissyoku.co.jp
担当：岩崎・村串・佐藤・細野

食の間
（約 140 ㎡）

糧の間
（約 139 ㎡）

食糧の間
（約 280 ㎡）

部 屋 利用人数

44 ～ 66 名

64 ～ 96 名

116 名

日本食糧新聞読者の方 左記以外の方

7,500 円

7,500 円

15,000 円

15,000 円

15,000 円

30,000 円

利用料金（1時間単価）

※価格は全て税別です

備品（無料）
◎演台／机・椅子
◎プロジェクター 2台
◎60 インチ大型モニター 2台
◎HDMI ケーブル
◎D-Sub ケーブル
◎ワイヤレスマイク 2本
◎ワイヤレスピンマイク 1個
◎インターネット回線
◎ハンガーラック
◎案内用サインスタンド 2台

45名様以上は 3人掛けの
机が必要となります。

65 名様以上は 3人掛けの
机が必要となります。

■館内設備（有料販売）：清涼飲料水自動販売機・コーヒーメーカー

見学随時 受付中！

見学随時 受付中！

ここが便利！食情報館の魅力

無料Wi-Fi 完備
大変お得！

□ウェビナーの配信サポートを希望する
希望される場合はチェックを入れてください



備品一覧

■司会者台（W600mmxD600mmxH1066mm）

■モニター（65 型）

モニタースタンドに取り付け済み
（移動可）

■糧の間・プロジェクター（天井固定）

■ワイヤレスマイク

EPSON　EB-2155W
　明るさ4000lm
　解像度WUXGA(1920×1200)

WX-4100BWX-4300B EPSON　EB-2155W
　明るさ5000lm
　解像度WXGA(1280×800)

■テーブル（W1,800mmxD450mmxH720mm）

■食の間・プロジェクター（可動）

■椅子

■スクリーン（天井固定）

食の間・プロジェクター用。最大120インチ

本規定は、日本食糧新聞社（以下「当社」という）が管理・運営する食情報館（以下「本施設」という）の利用につい
て定めるものです。

■利用料金について
・お申し込み後、速やかに請求書をお送りいたしますのでご利用日前々日までにお振り込みください
・上記期日に間に合わない場合、当社にご一報ください。連絡がいただけず入金が確認できない場合は利用予約
　をお取り消しする場合がございます

■本施設利用上の注意事項
・ご入室は予約時間の３0分前から可能です。ご退室は予約時間内にお願いします。退室が遅れた場合は、延長料
　金を頂く場合がございます
・ご予約はご利用希望日の 1週間前までにお願いします
・机、椅子等レイアウトはお客様にてご変更いただけますが、退室前に入室前と同じレイアウトにお戻しくださ
　い
・本施設を含むヤブ原ビルは禁煙です（喫煙スペースは設けておりません）
・本施設及びヤブ原ビル内でのポスター等の掲示は行っておりません

■本施設をご利用にあたり、以下の項目を遵守願います
・大音量での音響機器の再生は行わないでください
・発火物等の危険物を持ち込まないでください
・ケータリング、お弁当持ち込み等の食事はできません。飲料の持ち込みは可能です
・エレベーターホールや化粧室等の共有スペースでのお打ち合わせ等はお控えください
・お申し込み頂いた利用目的及びご利用人数以内でのご利用をお願いします

■以下の場合には本施設のご利用をお断りする事があります（申し込み受諾後も含みます）
・反社会的勢力団体、宗教活動またはこれらに類する活動を目的とする場合
・違法行為の恐れがある場合
・発火物等危険物を持ち込んだ場合
・利用お申し込み等に虚偽の記載やご申請いただいた利用目的以外のご利用された場合
・ご入金予定日までに入金確認がとれない場合
・その他、当社が好ましくないと判断した場合

■予約取消について
・キャンセルは 1週間前までにお願いします（1週間を過ぎてからのキャンセルはご利用料金全額を頂きます）
・上記規定に違反されたとき
・天災その他やむを得ない事情により、本施設をご利用いただけないと当社が判断した場合
・ヤブ原ビルおよび弊社の都合のためご利用者様の責任のよらず使用不可となった場合はお支払い頂いたご利
　用金は全額返金いたします。この際に発生いたしました損害につきましては補償いたしません

■免責事項
・やむを得ず予約を取り消しさせていただいた場合、取消に起因する一切の補償はいたしません
・ご利用者（セミナー参加者等含む）に起因する事故等については当社は責任を負いません
・お持ち込み頂いた物品の盗難や紛失については当社は責任を負いません
・天災、戦争等の不可抗力による全ての損害については当社は責任を負いません
・本施設のインターネットをご利用によるウィルス感染やその他トラブルによる損害については当社は責任を
　負いません。

■個人情報の取扱
・ご予約にあたりご登録いただく個人情報は、本施設の予約や連絡、当社からの各種ご案内のために使用いた　
　します

■その他
・本利用規程は事前の予告なく改変することがあります。お申し込みの際は、改めてご確認願います

「食情報館」ご利用規定

令和 2年 1月 1日
日本食糧新聞社・食情報館

「食情報館」でウェビナー配信ができます！

コロナ禍の影響で対面式のセミナーや商談会等の開催が難しい状況です。
食情報館では、セミナーや総会などを WEB 配信（ウェビナー）のサポートを行っ
ています。ウェビナー配信を行ったことがない、有料サービスを契約していないの
で配信ができないという企業様、団体様も安心してご利用いただけます。
リアル配信または事前収録したものを配信する。どちらも可能です。

配信サポートに含まれているもの

ご用意している配信サービス
Zoomビデオウェビナー／GigaCast

※Zoom ビデオウェビナーは、 Zoom ミーティングと違い、 カメラ ・音声のオンオフは　主催者側で行います
ので間違って視聴者の画面が映ったり音声が聞こえたりすることがありません。
※GigaCast は、 ウェビナー配信に特化したサービスです。 Zoom をご利用いただけないお客様が多い場合、
こちらをお勧めします。
※このほか、 ご指定の配信サービスの利用をご希望の場合は、 ご相談ください。

WEB 配信の流れ
お問い合わせ・お見積

▼

▼

▼

お申し込み
▼

お打ち合わせ 収録・編集

配信動画ご確認
▼ ▼

視聴者データのご提供

ウェビナーへの招待

セミナー配信

視聴データ・アンケート結果報告

▼

▼

▼

収録セミナーを配信の場合

配信・収録用機材の貸し出し、配信の事前作業（招待メールの送信など）、配
信時の立ち会い、配信後のデータ提供（視聴履歴など）など


