（2022 年 10 月 5 日更新版）

CEATEC 2022
報道関係者向け公開日 取材要領
CEATEC 2022 Media Convention Information for PRESS

2022 年 10 月 17 日（月）
Monday, October 17, 2022
11：30～12：00
プレスブリーフィング（記者会見）：幕張メッセ 展示ホール 6 トークステージ
Press Conference at Makuhari Messe, Exhibition Hall 6, Talk Stage
12：00～16：00
メディアコンベンション（報道関係者限定公開）：幕張メッセ 展示ホール 4-8
Media Convention at Makuhari Messe, Exhibition Hall 4-8

■CEATEC 2022
CEATEC 2022 の開幕に先立ち、メディアの方を対象にした報道関係者向けのイベントを 10 月 17 日に開催します。
取材活動につきましては、以下の事項をご了承いただき、円滑な運営にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
Prior to the opening of CEATEC 2022, a “Media Convention” will be held exclusively for media
personnel on Monday, October 17. For your newsgathering activities, your understanding of the
following matters and cooperation for smooth operation are greatly appreciated.

1. プレスブリーフィング(記者会見)：Press Conference
本年の狙いや見どころ、取材要領の説明および本年の出展者数の発表などを実施します。
■開催時間
■Schedule

： 2022 年 10 月 17 日（月） 11：30～12：00
： 11:30 a.m. – 12:00 p.m., Monday, October 17, 2022

■会場
■Venue

： 幕張メッセ 展示ホール 6 トークステージ
： Talk Stage at Exhibition Hall 6, Makuhari Messe

次第：
(1) CEATEC 2022 に関する概要説明
(2) メディアコンベンションの取材要領説明

2. メディアコンベンション：Media Convention
報道関係者向けの先行公開として、メディアコンベンションを開催します。メディアコンベンションでは、全出展者のうち、
ご協力いただける一部の出展者のみが取材対象となっておりますのでご留意ください。なお、取材活動につきましては、
以下の事項をご了解いただき、円滑な運営にご協力を賜りますようお願い申し上げます。
■開催時間
■Schedule

： 2022 年 10 月 17 日（月） 12：00～16：00
： 12:00 p.m. – 4:00 p.m., Monday, October 17, 2022

■会場
■Venue

： 幕張メッセ 展示会場 ホール 4-8
： Exhibition Halls 4-8, Makuhari Messe

取材上の注意および協力依頼事項：
(1) 取材位置、その他については、主催者ならびに運営担当者の指示に従ってください。
(2) メディアコンベンションは、以降に記載があります出展ブース内の製品等が取材対象となります。記載のない出展
者および製品等は、原則、取材対象外となりますので、予めご了承ください。
(3) 取材に必要な車両を会場施設内に進入させる必要がある場合は、CEATEC 運営事務局までご連絡ください。

プレスセンター：Press Center
取材のためにご来場の報道関係の皆様は、各出展者配信のプレスリリースおよびプレスキットの配布をはじめ、ネットワ
ーク完備のワークスペース、打ち合わせ用スペースなどを完備したプレスセンターをご利用いただけます。
A full-function Press Center is available for media personnel covering CEATEC 2019 and
provides exhibitor press releases and press kit distribution as well as computer workstations
and meeting spaces.
開設時間：Open Hours
10 月 17 日（月）
October 17 (Mon)

09:30～20:00
09:30～20:00

開設場所：Location
幕張メッセ・ホール 6
Exhibition Halls 6, Makuhari Messe
設備など：Planned Facilities
・ワークスペース：ワークデスク、インターネット接続環境
・ケータリングサービス：軽食、コーヒー、ソフトドリンク、ミネラルウォーター（無料）
・クロークサービス：ロッカー（数に限りあり）
・資料コーナー：主催者プレスリリース、出展者プレスリリース、開催概要、主催者関連資料、特別展示関連資料、
コンファレンス関連資料、会場案内図など
・プレスブリーフィングルーム：プレスセンター内に出展者による製品発表、記者会見などを開催するプレスブリーフィング
ルームを設置いたします。
・
・
・
・

Work Space: Work desks, Internet connection
Catering Service: Snacks, Coffee, Soft Drink, Water (Free)
Cloakroom Service: Locker (limited number available)
Reference Handouts: Hosts' comments and releases, exhibitors' releases, exhibition
overview, general guide pamphlets, host-related materials, special exhibition-related
materials, conference-related materials, venue map, venue photos, etc.
・ Press Briefing Room: A press briefing room will be setup so that exhibitors can make
product announcements and hold press conferences in the Press Center.
ご取材に伴う、Web での情報提供について：Information for Members of the Press
プレス関係者の皆様に CEATC 2022 に関する情報収集や取材活動をスムーズに行っていただくための情報を
CEATEC 2022 公式 Website にてご案内しております。ぜひ皆様の取材活動にお役立てください。
Information will be provided to members of the press in the CEATEC 2022 Official Website to
enable the smooth information gathering and news concerning CEATEC 2022. We hope it will
prove to be of use in your news gathering activities.
URL：https://www.ceatec.com/ja/press
お問い合わせ先 / Contacts
一般社団法人電子情報技術産業協会
E-mail：press@ceatec.com
TEL： 080-7749-2249 担当：吉田

Japan Electronics and Information
Technology Industries Association (JEITA)
Contact: Shun Yoshida
E-mail：press@ceatec.com

