イベント支援サービス Support Services for Events

交通のご案内 Access

東京国際フォーラムでは、
お客様のイベントをお手伝いする
各種サービスを豊富に取り揃えています。
お気軽にご相談ください。
日比谷通り Hibiya -dori Ave.

At Tokyo International Forum, we offer a variety of services to assist you in the planning and organization of your event.
Please feel free to consult us regarding your needs.
受付、案内、クローク等のホールサービス

舞台、音響、照明、映像サービス

ケータリングサービス

設営・施工サービス

Hall operating services including reception,
guide and cloakroom

Stage, lighting and Audiovisual services

Catering services

Furniture rental and
decoration services

千代田線
日比谷駅
Hibiya Station,
Chiyoda Line

日比谷線日比谷駅
Hibiya Station, Hibiya Line

有楽町線有楽町駅
Yurakucho Station, Yurakucho Line

清掃サービス
東京国際フォーラム
Tokyo International Forum

Cleaning services

LANサービス

バリアフリー設備
Barrier-free equipments

お身体の不自由な方のためにバリアフリー設備を整備しています。
◎車いすのご利用に対応：エレベーター、
エスカレーター、
リフト、
トイレ、座席スペース
◎視覚障害の方のために：誘導ブロック、触地図、音声ガイドシステム、誘導鈴スピーカー
◎聴覚障害の方のために：難聴者補助設備（ループコイル方式）
＊会議室を除く全ホールで対応。
但し一部の座席は非対応。
ご利用の際は技術的な打合せが必要となります。
あらかじめお申出ください。

In addition to providing information concerning facilities and events in the complex, this facility also offers a
variety of services including assistance for lost children, lost property and visitors with physical disabilities.

Barrier-free mechanical systems are provided to assist visitors with physical disabilities.
◎Features designed to accommodate wheelchairs: Elevators, escalators, lifts, toilets, space for seats.
◎Features for visitors with visual disabilities: Textured paving blocks, tactile maps, voice-guidance system, guidance bell speakers.
◎Features for visitors with hearing impairments: Systems for assisting hearing-impaired persons (loop-coil method).
* Installed in all halls except Conference rooms. Technical arrangements are necessary for the use of the system so please notify in
advance if required. Please note that some seats are not supported by the system.

駐車場
Parking
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地下3階に収容台数420台
（うち身障者用7台）
の有料駐車場がございます。
利用時間は7:00〜23:30
（利用料/30分200円）
、年中無休です。
On the third basement floor, there are 420 parking spaces (including 7 disabled parking spaces).
Parking hours: 7:00AM to 11:30PM (Fee: ￥200/30min.), open all year.

クローク
Cloakroom

各ホールに専用クロークを設置しました
（ホールE 及びD1除く）。
ご利用については営業担当者にご相談ください。

医務室
First Aid Room

催事参加者が館内で体調不良となられた場合、一時的に休養していただける医務室を設けました。
ご利用については営業担当者にご相談ください。
＊医師や看護師は常駐していません。

託児室
Childcare Room

主催者が託児室を設ける場合にご利用になれます。
ご利用については営業担当者にご相談ください。
＊保育士やベビーシッターは常駐していません。

車輛導入路
Directions for vehicles

A first aid room for attendees of events which held in TIF is prepared, who are indisposed can rest tentatively.
Please consult with our salesperson concerning its use. * There are no doctors or nurses permanently on site.

コピー＆ファクスルーム
Copy and Fax Room

ガラス棟4階にセルフサービスのコピー&ファクスルームをご用意しています。

カフェ＆レストラン
Cafes and Restaurants

和・洋・中ほかお好みで選べる店舗が充実。
ランチタイムにティーブレイクに、
イベント前後の打合せにと、
さまざまなシーンでご利用いただけます。

フォーラム・アート・ショップ
Forum Art Shop

オリジナルグッズやアートポスターなどが揃う
「フォーラム・アート・ショップ」
がございます。

A private room for breastfeeding located on the first basement floor of the Glass Building.
* The nursing room is for women only.

A

hall A

A
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東京国際フォーラム東 Tokyo International Forum, East
JR東京駅
JR Tokyo Station

銀座線京橋駅
Kyobashi Station, Ginza Line

B

ホールB７・ホールB5
hall B7, hall B5

C

ホールC
hall C

D

ホールD7・ホールD5・ホールD1
hall D7, hall D5, hall D1

Location: 5-1 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo
JR線
JR Line

G

会議室・ホールE・ロビーギャラリー・ラウンジ
Conference rooms, hall E, Lobby gallery, Lounge

有楽町駅より徒歩1分
● 東京駅より徒歩5分
（京葉線東京駅と地下１階コンコースにて連絡）
● 1-minute walk from Yurakucho Station
● 5-minute walk from Tokyo Station (the concourse on
the first basement floor connects with Tokyo Station on
the Keiyo Line)

Yamanote Line

成田空港

成田空港から
From Narita Airport

●

Ueno

新宿

Shinjuku

東京国際フォーラム
Tokyo
International
Forum

リムジンバスで東京駅まで80-90分
JR成田エクスプレスで東京駅まで53分
● 80-90 minutes to Tokyo Station by limousine bus
● 53 minutes to Tokyo Station by Narita Express

●

モノレール浜松町駅まで23分
JR浜松町駅より有楽町駅まで4分
● 23 minutes by monorail to Hamamatsucho Station
● 4 minutes from JR Hamamatsucho Station to
Yurakucho Station

●

●

Narita Airport

上野

有楽町駅より徒歩1分（地下1階コンコースにて連絡）
● 1-minute walk from Yurakucho Station (connects to
the concourse on the first basement floor)

●

羽田空港から
From Haneda Airport

山手線

●

地下鉄
Subway

This room can be used if the organizer of the event wishes to set up a childcare room. Please consult with our
salesperson concerning its use.* Childcare worker or babysitter can be provided on demand.

ガラス棟地下１階に授乳のためのスペースをご用意しています。
＊男性の入室はご遠慮いただいております。

C

千代田線二重橋前駅
Nijubashimae Station, Chiyoda Line

所在地：東京都千代田区丸の内三丁目5番1号

Each hall (except Halls E and D1) has its own cloakroom. Please consult with our salesperson concerning their use.

授乳室
Nursing Room

その他のショップ
Other Shops

Harumi -dori Ave.

館内の施設や催事案内はもちろん、迷子や落し物の受付け、
お身体の不自由な方のための入退場補助など、
さまざまなお問合せにお応えします。

晴海通り

Service Facilities

案内所
Information

D

JR

Network system
services

サービス施設

三田線日比谷駅
Hibiya Station, Mita Line

品川

東京

Tokyo
有楽町

Yurakucho

浜松町

Hamamatsucho

Shinagawa
羽田空港

Haneda
Airport

モノレール

Monorail

A self-service copy and fax room located on the 4th floor of the Glass Building.

There are various restaurants and cafes in the complex featuring Japanese, Chinese and Western cuisine for lunch,
tea or meetings before or after an event.

The Forum Shops include “Forum Art Shop” which features a selection of original goods and posters.

コンビニエンスストアやリラクゼーションショップ、ATMコーナーもご用意しています。
各施設と合わせてご利用ください。
The complex also features a convenience store, a “relaxation space” and an ATM corner.

〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目5番1号

5-1 Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, Japan

Tel.03-5221-9000（代） Fax.03-5221-9011

Tel: +81-(0)3-5221-9000 (Main) Fax: +81-(0)3-5221-9011

www.t-i-forum.co.jp

www.t-i-forum.co.jp

〈ご利用について〉

Inquiries (by phone): +81-(0)3-5221-9050

お申込み・お問合せ：Tel.03-5221-9050
2018年6月発行

Issued June 2018
30

