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開催概要

【名 称】 Interop Tokyo 2010

【会 期】 コンファレンス 6月 7日（月）～11日（金）

展 示 会 6月 9日（水）～11日（金）

【開催時間】 コンファレンス 10:00～18:00

展 示 会 9日（水）10:30～18:00
10日（木）10:00～18:00
11日（金）10:00～17:00

【会 場】 幕張メッセ 国際会議場・展示ホール4～6
〒261-0023 千葉市美浜区中瀬2-1

【主 催】 Interop Tokyo 2010 実行委員会

【特別協力】 WIDEプロジェクト

【出展社数】 300社見込

【来場者数】 140,000人見込（同時開催展を含む）

【参加料金】 コンファレンス 有料 ・一部セッション無料

展 示 会 ￥3,000（消費税込） ・事前登録により無料

【運 営】 財団法人インターネット協会

株式会社ナノオプト・メディア

【同時開催】 IMC Tokyo 2010
デジタルサイネージ ジャパン 2010
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個人情報の取り扱い

本イベントにおける個人情報の取り扱いは、主催者である実行委員会が運営事務局である株式会社ナノオプト・メ
ディア F2Fフォーラムカンパニー（以下事務局）に委託しています。個人情報の取り扱いについては、事務局が自らが

定める「個人情報保護方針」及び「プライバシーポリシー」に沿って適切な管理をするよう監督いたします。

・出展マニュアルに基づく各種提出書類にご記入いただいた個人情報は、運営事務局から提出書類に関する事務連
絡を差し上げるため使用いたします。

・ご記入いただいた情報をもとに、事務局が取り扱うIT関連の会議、展示会、イベントおよび関連するマーケティング
サービスのご案内を差し上げることがございますが、お客様のご承諾がない限り、登録された個人情報を第三者に
開示・提供いたしません。

・ご案内送付などのために事務局が選定した企業へお客様の個人情報の取り扱いを業務委託する場合がございま
すのであらかじめご了承ください。その際、委託先が個人情報の適切な取り扱いを行うよう監督いたします。

株式会社ナノオプト・メディア F2Fフォーラムカンパニーの個人情報保護方針/プライバシーポリシーは
こちらからご覧いただけます。→ http://www.f2ff.jp/policy/

お問合わせ先

株式会社ナノオプト・メディア F2Fフォーラムカンパニー
E-mail: nom-info@f2ff.jp

ご出展に際し、名刺、芳名帳への記帳、アンケート用紙記入および名刺添付、またはバーコードシステムの利用
などにより来場者の個人情報を収集する際は、来場者ご本人に個人情報の利用目的や取り扱いについてご確
認いただき、同意を得たうえで取得することをお勧めします。

個人情報の取り扱いについては、各社の個人情報保護方針をもとに、個人情報保護法に準じた適切な措置を
講じてください。

■事務局による出展社の個人情報の取り扱いについて

■出展社による個人情報の取り扱いについて
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問合わせ先一覧

E-mail: ope-info@f2ff.jpTEL:03-6431-7804装飾・運営担当

E-mail: netserv10@f2ff.jpTEL:03-6431-7803ShowNet担当

E-mail: mktg10-info@f2ff.jpTEL:03-6431-7805マーケティング担当

E-mail: sales-info@f2ff.jpTEL:03-6431-7801   営業担当

株式会社ナノオプト・メディア F2Fフォーラムカンパニー
〒141-0031 東京都品川区西五反田1-18-9 五反田NTビル5F TEL㈹:03-6431-7800 FAX:03-6431-7850

運営事務局

4-17〒162-0055 東京都新宿区余丁町10-8
TEL:03-5368-1961 FAX:03-5368-1968岩瀬株式会社アズ･シーン備品レンタル

4-18,19

〒170-0005  東京都豊島区南大塚3-32-1
大塚S&Sビル
TEL:03-5843-0328 FAX:03-5979-6335
E-mail: kcrent@comtec.kicnet.co.jp

湯田
ミタライ

御手洗

キッセイコムテック株式会社
システムリソースサービス
事業部 レンタルセンター

PCレンタル

4-20
〒135-0053 東京都江東区辰巳1-7-32
TEL:03-3522-1040 FAX:03-3522-2190
E-mail: interop@kowanet.co.jp

桜田

吉田
株式会社光和AVレンタル

4-11,12

〒101-0024 東京都千代田区神田和泉町
1-3-1 三恵ビル9F
TEL:03-5687-3983 FAX:03-5687-5437
E-mail: interop@expo.co.jp

桜井
株式会社

エキスポ インターナショナル
パッケージブース

／オプション

4-7

4-5

4-2
4-6
4-8
4-14

3-7
3-8

2-7

2-4

掲載P

〒136-0082 東京都江東区新木場1-8-21
TEL:03-3521-3522  FAX:03-3521-3699
E-mail: interop10@iidae.co.jp

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
TEL:043-296-0602  FAX:043-296-0529

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-1
日光ビル4F
TEL:03-5259-7971 FAX:03-5259-7972
E-mail: interop@accost.co.jp

〒134-8585 東京都江戸川区臨海町5-2-2
TEL:03-5679-3248  FAX:03-5679-3247
E-mail: june2010-exhi@f2ff.jp
※TEL・FAXによる受付は4月5日（月）から開始します。

〒105-6112 東京都港区浜松町2-4-1 
世界貿易センタービル12F
TEL:03-6430-3193 FAX:03-6430-3196
E-mail: edms@neonet-inc.jp

TEL:03-3643-3320 FAX:03-5646-2140
受付期間：4月20日（火）～6月4日（金）

10:00～12:00, 13:00～17:00（土日祝日除く）

連絡先

バッジ
車両証
担当

株式会社アテナ
バッジ

車両証

ｶﾐｲｴ

上家

鈴木
株式会社ネオネット

バーコード
リーダー

ゲストチケット発送センター招待券・封筒

工藤

林

株式会社幕張メッセ

国際展示場課
特殊な装飾物

カブラギ

鏑木
岡野

田中

平野

担当

電気工事

装飾規定届類

床面アンカー工事

危険物持込

臨時電話・FAX

お問合わせ内容 名称

株式会社
アコースト・コーポレーション

飯田電機工業株式会社

※ メールでお問合わせの際は、件名に展示会名をご記入いただきますようお願いいたします。
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問合わせ先一覧

4-9
〒261-8755 千葉県千葉市美浜区幸町
1-3-9 千葉市総合保健医療センター2F
TEL:043-238-9934  FAX:043-238-9936

食品

指導係
千葉市保健所 食品衛生課飲食物提供

4-10
〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-17-1
日本生命新宿西口ビル10F
TEL:03-5321-9881 FAX:03‐3345‐5760

社団法人
日本音楽著作権協会

東京ｲﾍﾞﾝﾄ・ｺﾝｻｰﾄ支部
音楽著作権

4-16
〒135-0016 東京都江東区東陽5-22-12 
河合ビル1F
TEL:03-5683-3886 FAX:03-5683-3887

昼間

後藤
株式会社イン・サポートブース清掃

3-11
〒267-0056 千葉県千葉市緑区大野台2-6-15 
TEL:043-205-9686楠

株式会社
グローバルコムネット宅配便

TEL: 043-228-5115田村佐川急便千葉南店

3-12〒140-0002 東京都品川区東品川5-9-4
TEL:03-3474-8102 FAX:03-5460-9841

中島

望月

株式会社石川組 営業本部

国際部 展示会チーム
一括搬入出
通関手続

4-22

4-21

4-10

4-10

4-15

4-15

4-15

掲載P

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
TEL:043-296-0525  FAX:043-296-0529

〒105-0004 東京都港区新橋1-18-16 
日生新橋ビル5F
TEL:03-3504-0795 FAX:03-3502-3169 

〒170-0013 東京都豊島区東池袋5-40-9 
TEL:03-3590-6446  FAX:03-3590-4001

〒260-0026 千葉県千葉市中央区千葉港8-4
日本興亜ビル5F
TEL：043-246-1441 FAX:043-246-9704

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
TEL:043-296-0536  FAX:043-296-0012

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-6 
NTT幕張ビル

TEL:043-350-4980 FAX:043-350-4050

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1
TEL:043-296-0493  FAX:043-296-0492

連絡先

茅野

小川

東方エージェンシー株式会社
千葉営業所

保険

池上株式会社テックス小間内警備

香取

大塚

株式会社幕張メッセ

情報機械室
光回線・ADSL

宮澤NTT東日本千葉支店
ISDN1500
専用回線

宍倉
ﾍﾞｯﾌﾟ
別部

株式会社幕張メッセ

情報機械室
CATV接続

多辺田

篠村

関

JTB首都圏

法人営業新橋支店
宿泊予約

担当名称お問合わせ内容

飲食券
担当

株式会社幕張メッセ

経理・管理課
幕張新都心
共通飲食券


