
1. 展示台-タイプ500

 W990×D495×H750(or1000)mm

レンタル料金　　                          　　　￥ 9,000

事務局ではパッケージディスプレイの追加装飾に便利な下記のレンタル備品をご用意しております。

※ 表示価格はすべて税別です。
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2. 展示台-タイプ700

 W990×D695×H750(or1000)mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 14,000

750
(or1000)

695

990

3. 展示台-タイプ1000

 W990×D990×H750(or1000)mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 14,000

750
(or1000)

750
(or1000)

990

990

4. 雛壇展示台

レンタル料金　　                          　　　￥ 5,000

750
(or1000)

990

990

990

990

2700

2700

300

5. 引き違い戸ユニット

 W990×D990×H1000mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 17,000

6. R型展示台-500Rタイプ

 W495×D495×H750(or1000)mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 11,000

1. 蛍光灯 40W

レンタル料金　　                          　　　￥ 3,500

2. スポットライト 100W

レンタル料金　　                           　　  ￥ 3,500

3. アームスポット 100W

レンタル料金　　                           　　  ￥ 3,500

7. R型展示台-1000Rタイプ

 W990×D990×H750(or1000)mm

レンタル料金　　                          　　　￥ 15,000

8. 棚ユニット

 W990×D300mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 4,000

9. ドアユニット

 W990×H2700mm

 W990×H2700mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 20,000

990

2700

990

2700

990

10. アコーデオンユニット

レンタル料金　　                          　　　￥ 13,000

11. 壁面パネル

 W990×H2700mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 10,000

12. カラーシート

 W990×H2700mm

基礎パネル(白)に
カラーシートを貼ります。
（単色の場合 P4参照）

※ 1～4の展示台に使用できます。

レンタル料金（1枚当り）                　　   ￥ 7,000

4. ハロゲンライト 300W

レンタル料金　　                          　　　￥ 5,500

5. H I D  75W

レンタル料金　　                           　　  ￥ 12,000

6. コンセント

レンタル料金        500wまで            　　  ￥ 5,500
1000wまで           　　  ￥ 8,500
1500wまで          　　  ￥ 11,500

※ コンセント費用には電源工事費用が含まれます。
※ ひとつのコンセントは最大で1500wまでになります。   
    それ以上必要な場合は複数の申し込みとなります。

1. ライトグレー

※印刷により実物と多少色味が異なります。 ※印刷により実物と多少色味が異なります。

2. グレー 3. ブラック

4. ピンク 5. レッド 6. ブラウン

7. イエロー 8. ライトグリーン 9. グリーン

10. クリーム 11. スカイブルー 12. ブルー

1. アイボリー 2. ホワイトグレー 3. ブラック

4. ピンク 5. レッド 6. アンバー

7. イエロー 8. オレンジ 9. イエローグリーン

事務局では便利な下記のオプション備品をご用意しております。

※上記以外の映像機器・音響機器・観葉植物・サインスタンド・陳列什器等を
   ご希望の場合は下記のURLをご覧になり別途お問合せ下さい。

※表示価格は全て税別です。

【 株式会社アズシーン  http://www.azscene.co.jp 】

B/φ600…4,500 円
C/φ750…4,500 円
D/φ900…5,000 円 ※天板：黒　足：クロームメッキ仕様 ※セット内容：テーブル…1台・椅子…4脚

A/W1,800×D600×H700
B/W1,500×D600×H700

※サイズ違いをご希望の場合はお問合せ下さい。

A4縦3段

B/A4 縦 6段…5,500 円

※色：カラーサンプル表を参照 /金額は 1小間分です。※パネルは含まれません。 ※色：カラーサンプル表を参照 /金額は 1小間分です。
※土間渡しの場合のみ料金が発生します。

1. 受付カウンター

 W900×D450×H750mm

レンタル料金　                   ￥ 6,000

※サイズ違いをご希望の場合はお問合せ下さい。 ※座面高さ違いをご希望の場合はお問合せ下さい。

2. カウンターチェア

 W440×D440×SH600mm

レンタル料金　                   ￥ 4,000

※色は白・黒・シルバーの中からお選び下さい。

白

黒

シルバー

3. スタッキングチェア

 W500×D530×SH420mm

レンタル料金　                   ￥ 3,500

4. 折りたたみ椅子

 W420×D460×SH400mm

レンタル料金　                   　￥ 600

5. カフェテーブル

レンタル料金(A/Φ450）        ￥ 4,000

6. ハイテーブル

Φ450×H1,000mm

レンタル料金　                    ￥ 8,000

7. 応接セット

レンタル料金　                  ￥ 12,,000

8. 会議テーブル

レンタル料金　                    ￥ 3,500

9. カタログスタンド

レンタル料金(A/A4縦12段）　￥ 6,000

10. 卓上カタログスタンド

レンタル料金　                   ￥ 1,500

11. 貴名受け

レンタル料金　                   ￥ 1,500

12. ダストボックス

レンタル料金　                   　￥ 650

13 パネルチェーン

レンタル料金 1セット(2本）   ￥ 1,000

14. 植木 

レンタル料金（Lサイズ）         ￥ 3,500 

15. カラーシート

レンタル料金　                   ￥ 36,000

16. パンチカーペット

レンタル料金　                  ￥ 20,000

990

1000

990

750

■ 電気工事業者

電気工事設計略図(隣接小間番号もご記入下さい。)

電力 100V

器具名
容　量

W W W W W W 決定容量

個　数

正　面(上から見た図でご記入下さい。)

※ その他、ご希望がある場合はお問い合わせください。

※ 100Vコンセントのアース工事は1kwにつき5,000円の負担となります。

※ 動力 200V の電源をご希望の場合は別途お見積もりを致しますのでお問い合わせ下さい。

※ 24時間通電をご希望の場合は、必ず備考欄にご記入下さい。

照明器具名 消費電力 金　額

スポットライト(100W)

アームスポットライト（100W）

蛍光灯（40W）

100V コンセント (2 ヶ口/500Wまで)

100V コンセント (2 ヶ口/1,000Wまで)

100V コンセント (2 ヶ口/1,500Wまで)

灯

灯

灯

個

個

個

合計金額(税別)

円

円

円

円

円

円

円

単　価

3,500円

3,500円

ハロゲンライト（300W）

灯 円

5,500円

3,500円

5,500円

H I D ( 75W) 個 円12,000円

8,500円

11,500円

【電気配置図】 【備　考　欄】

正面(上から見た図でご記入下さい。)

金　額

合計金額(税別) 円

単　価申込数品番 品　　名

展示台-タイプ500/W990×D495×H750(or1000)1 円9,000円

展示台-タイプ700/W990×D695×H750(or1000)2 円14,000円

展示台-タイプ1000/W990×D990×H750(or1000)3 円14,000円

5

6

7

8

12

雛壇展示台/W990×D990×H1,0004 円17,000円

R型展示台-500Rタイプ/W495×D495×H750(or1000)

R型展示台-1000Rタイプ/W990×D990×H750(or1000)

棚ユニット/W990×D300

引き違い戸ユニット 円5,000円

円11,000円

円15,000円

円4,000円

ドアユニット/W990×H27009 円20,000円

アコーデオンユニット/W990×H2700 円13,000円

壁面パネル/W990×H270011

10

円10,000円

カラーシート/W990×H2700 (パネル1枚当り） 円7,000円

円

ブースプラン1-A

ブースプラン1-B

ブースプラン2-A

ブースプラン2-B

50,000円(税別)

70,000円(税別)

110,000円(税別)

※2 角小間の出展社のみ記入して下さい。

※1 展示台の高さをお選び下さい。

通路側袖パネル 有　/　無

H750  / H1000

150,000円(税別)

ハーフカラーブースプラン(2小間)

フルカラーブースプラン(2小間) 170,000円(税別)

135,000円(税別)

※ 説明パネル・写真パネル・文字は別途お見積もり致します。

※ 上記以外の備品も多数ございます。また 2次側小間装飾（プラン含む）及び木工・アクリル・金物製作等も
　 承りますのでアドヴァンス企画までお問合せ下さい。

金　額

合計金額(税別) 円

単　価申込数品番 品　　名

受付カウンター1 円  6,000円

カウンターチェア2 円4,000円

スタッキングチェア　色：［　　　　］ 3 円3,500円

折りたたみ椅子4

5

円600円

カフェテーブルA（φ450）

カフェテーブルB（φ600）

カフェテーブルC（φ750）

カフェテーブルD（φ900）

円4,000円

円4,500円

円4,500円

円5,000円

ハイテーブル6 円8,000円

応接セット 円12,000円

会議テーブルA（W1,800）8

7

円3,500円

会議テーブルB（W1,500） 円3,500円

カタログスタンドA（12段）9 円6,000円

カタログスタンドB（6段） 円5,500円

卓上カタログスタンド（3段）10 円1,500円

貴名受け11 円1,500円

ダストBOX12

13

円  650円

パネルチェーン

14

円1,000円

植木 Lサイズ 円3,500円

カラーシート貼り(壁・パラペット)色：［　　　　］15 円36,000円

パンチカーペット　色：［　　　　］16 円20,000円

■ 下記の通り電気供給を申し込みます。

社名:

電話:

ご担当者名:

■ 電気レンタル品一覧

■ 独自の小間装飾(二次配線工事)をする場合は、1kwごとに￥9500(税別・電気使用料含む)の幹線工事費用が
　 かかります。

■ パッケージブース一覧 (ご希望のタイプの左空間に○をつけてください。)

社名: 印

電話:

FAX:

e-mai l :

ご担当部署:

ご担当者名:

■ システムレンタル備品一覧

様

社名: 印

電話:

FAX:

e-mai l :

ご担当部署:

ご担当者名: 様

社名: 印

電話:

FAX:

e-mai l :

ご担当部署:

ご担当者名: 様

社名: 印

電話:

FAX:

e-mai l :

ご担当部署:

ご担当者名: 様

Booth No :
ブース

社名: 印

電話:

FAX:

e-mai l :

ご担当部署:

ご担当者名: 様

No.1

■ レンタル備品一覧

Booth No :
ブース

Booth No :
ブース

Booth No :
ブース

Booth No :
ブース

担当  斎藤・木村
Tel  03-3669-2795 Fax  03-3669-2668
e-mai l  saito@adv-k.com

提出先（問合せ先）

担当  斎藤・木村
Tel  03-3669-2795 Fax  03-3669-2668
e-mai l  saito@adv-k.com

提出先（問合せ先）

担当  斎藤・木村
Tel  03-3669-2795 Fax  03-3669-2668
e-mai l  saito@adv-k.com

提出先（問合せ先）

担当  斎藤・木村
Tel  03-3669-2795 Fax  03-3669-2668
e-mai l  saito@adv-k.com

提出先（問合せ先）

担当  斎藤・木村
Tel  03-3669-2795 Fax  03-3669-2668
e-mai l  saito@adv-k.com

提出先（問合せ先）

展示台-イレギュラーサイズ

W580×D410×H750(or1000)mm

レンタル料金               　　　￥ 7,000（税別）

750
(or1000)

410

580

出展準備の効率化と装飾費用の削減を考慮し、環境に優しいパッケージディスプレイをご用意しております。

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

出展準備の効率化と装飾費用の削減を考慮し、環境に優しいパッケージディスプレイをご用意しております。

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

ブースプラン1-A

■ 1小間 (W3000×D3000×H2700 mm)

3台 (@￥14,000)

3灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

スポットライト(100W)

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥60,500

合計  ￥50,000

－￥10500パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

ブースプラン1-B

■ 1小間 (W3000×D3000×H2700 mm)

3台 (@￥14,000)

3灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

フリーブース電源供給について

自社にて装飾を行うフリーブースにつきましては必要電気供給量を書類申請4にて申し込みください。

同時に電気工事者名を明記してください。

2台 (@￥13,000)アール型展示台

スポットライト(100W)

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥86,500

合計  ￥70,000

－￥16,500 パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

ブースプラン2-A

■ 2小間 (W6000×D3000×H2700 mm)

6台 (@￥14,000)

6灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

出展準備の効率化と装飾費用の削減を考慮し、環境に優しいパッケージディスプレイをご用意しております。

ハーフカラーブースプラン 2小間の場合の金額

スポットライト(100W)

1セット (@￥20,000)商談セット

1セット (@￥20,000)商談セット

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥133,000

合計  ￥110,000

－￥23,000パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

ブースプラン2-B

■ 2小間 (W6000×D3000×H2700 mm)

6台 (@￥17,000)

6灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

2台 (@￥15,000)アール型展示台

スポットライト(100W)

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥181,000

合計  ￥150,000

－￥31,000パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

NAME

NAME
NAME

NAME

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

■ 2小間 (W6000×D3000×H2700 mm)

6台 (@￥14,000)

6灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

スポットライト(100W)

1セット (@￥20,000)商談セット

1式 (@￥30,000)カラーシート

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥163,000

合計  ￥135,000

－￥28,000パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

出展準備の効率化と装飾費用の削減を考慮し、環境に優しいパッケージディスプレイをご用意しております。

フルカラーブースプラン 2小間の場合の金額

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

■ 2小間 (W6000×D3000×H2700 mm)

6台 (@￥14,000)

6灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

スポットライト(100W)

1セット (@￥20,000)商談セット

1式 (@70,000)カラーシート

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥203,000

合計  ￥170,000

－￥33,000パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

オプション備品リスト

パッケージブースプラン

システムレンタル備品P1

レンタル備品P2

電気器具P3

P4 カラーシートカラーサンプル

P5 パンチカーペットカラーサンプル

パッケージブースプラン1小間タイプ

パッケージブースプラン2小間タイプ

P6

P7

カラーブースプラン（ハーフカラー）

カラーブースプラン（フルカラー）

P8

P9

各種申請書類
システムレンタル備品申込書

レンタル備品申込書

申請書類 1

申請書類 2

電気器具申込書申請書類 3

電気供給申込書・電気工事業者届申請書類 4

パッケージブースプラン申込書申請書類 5



1. 展示台-タイプ500

 W990×D495×H750(or1000)mm

レンタル料金　　                          　　　￥ 9,000

事務局ではパッケージディスプレイの追加装飾に便利な下記のレンタル備品をご用意しております。

※ 表示価格はすべて税別です。

750
(or1000)

495

990

495

495

2. 展示台-タイプ700

 W990×D695×H750(or1000)mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 14,000

750
(or1000)

695

990

3. 展示台-タイプ1000

 W990×D990×H750(or1000)mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 14,000

750
(or1000)

750
(or1000)

990

990

4. 雛壇展示台

レンタル料金　　                          　　　￥ 5,000

750
(or1000)

990

990

990

990

2700

2700

300

5. 引き違い戸ユニット

 W990×D990×H1000mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 17,000

6. R型展示台-500Rタイプ

 W495×D495×H750(or1000)mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 11,000

7. R型展示台-1000Rタイプ

 W990×D990×H750(or1000)mm

レンタル料金　　                          　　　￥ 15,000

8. 棚ユニット

 W990×D300mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 4,000

9. ドアユニット

 W990×H2700mm

 W990×H2700mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 20,000

990

2700

990

2700

990

10. アコーデオンユニット

レンタル料金　　                          　　　￥ 13,000

11. 壁面パネル

 W990×H2700mm

レンタル料金　　                          　　  ￥ 10,000

12. カラーシート

 W990×H2700mm

基礎パネル(白)に
カラーシートを貼ります。
（単色の場合 P4参照）

※ 1～4の展示台に使用できます。

レンタル料金（1枚当り）                　　   ￥ 7,000

990

1000

990

750

申請書類1にてお申し込み下さい。1

システムレンタル備品



事務局では便利な下記のオプション備品をご用意しております。

※上記以外の映像機器・音響機器・観葉植物・サインスタンド・陳列什器等を
   ご希望の場合は下記のURLをご覧になり別途お問合せ下さい。

※表示価格は全て税別です。

【 株式会社アズシーン  http://www.azscene.co.jp 】

B/φ600…4,500 円
C/φ750…4,500 円
D/φ900…5,000 円 ※天板：黒　足：クロームメッキ仕様 ※セット内容：テーブル…1台・椅子…4脚

A/W1,800×D600×H700
B/W1,500×D600×H700

※サイズ違いをご希望の場合はお問合せ下さい。

A4縦3段

B/A4 縦 6段…5,500 円

※色：カラーサンプル表を参照 /金額は 1小間分です。※パネルは含まれません。 ※色：カラーサンプル表を参照 /金額は 1小間分です。
※土間渡しの場合のみ料金が発生します。

1. 受付カウンター

 W900×D450×H750mm

レンタル料金　                   ￥ 6,000

※サイズ違いをご希望の場合はお問合せ下さい。 ※座面高さ違いをご希望の場合はお問合せ下さい。

2. カウンターチェア

 W440×D440×SH600mm

レンタル料金　                   ￥ 4,000

※色は白・黒・シルバーの中からお選び下さい。

白

黒

シルバー

3. スタッキングチェア

 W500×D530×SH420mm

レンタル料金　                   ￥ 3,500

4. 折りたたみ椅子

 W420×D460×SH400mm

レンタル料金　                   　￥ 600

5. カフェテーブル

レンタル料金(A/Φ450）        ￥ 4,000

6. ハイテーブル

Φ450×H1,000mm

レンタル料金　                    ￥ 8,000

7. 応接セット

レンタル料金　                  ￥ 12,,000

8. 会議テーブル

レンタル料金　                    ￥ 3,500

9. カタログスタンド

レンタル料金(A/A4縦12段）　￥ 6,000

10. 卓上カタログスタンド

レンタル料金　                   ￥ 1,500

11. 貴名受け

レンタル料金　                   ￥ 1,500

12. ダストボックス

レンタル料金　                   　￥ 650

13 パネルチェーン

レンタル料金 1セット(2本）   ￥ 1,000

14. 植木 

レンタル料金（Lサイズ）         ￥ 3,500 

15. カラーシート

レンタル料金　                   ￥ 36,000

16. パンチカーペット

レンタル料金　                  ￥ 20,000

申請書類2にてお申し込み下さい。2

レンタル備品



1. 蛍光灯 40W

レンタル料金　　                          　　　￥ 3,500

2. スポットライト 100W

レンタル料金　　                           　　  ￥ 3,500

3. アームスポット 100W

レンタル料金　　                           　　  ￥ 3,500

4. ハロゲンライト 300W

レンタル料金　　                          　　　￥ 5,500

5. H I D  75W

レンタル料金　　                           　　  ￥ 12,000

6. コンセント

レンタル料金        500wまで            　　  ￥ 5,500
1000wまで           　　  ￥ 8,500
1500wまで          　　  ￥ 11,500

※ コンセント費用には電源工事費用が含まれます。
※ ひとつのコンセントは最大で1500wまでになります。   
    それ以上必要な場合は複数の申し込みとなります。

フリーブース電源供給について

自社にて装飾を行うフリーブースにつきましては必要電気供給量を書類申請4にて申し込みください。

同時に電気工事者名を明記してください。

申請書類3にてお申し込み下さい。3

電気器具



1. ライトグレー

※印刷により実物と多少色味が異なります。

2. グレー 3. ブラック

4. ピンク 5. レッド 6. ブラウン

7. イエロー 8. ライトグリーン 9. グリーン

10. クリーム 11. スカイブルー 12. ブルー

申請書類2にてお申し込み下さい。4

カラーシートカラーサンプル



※印刷により実物と多少色味が異なります。

1. アイボリー 2. ホワイトグレー 3. ブラック

4. ピンク 5. レッド 6. アンバー

7. イエロー 8. オレンジ 9. イエローグリーン

申請書類2にてお申し込み下さい。5

パンチカーペットカラーサンプル



出展準備の効率化と装飾費用の削減を考慮し、環境に優しいパッケージディスプレイをご用意しております。

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

ブースプラン1-A

■ 1小間 (W3000×D3000×H2700 mm)

3台 (@￥14,000)

3灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

スポットライト(100W)

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥60,500

合計  ￥50,000

－￥10500パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

ブースプラン1-B

■ 1小間 (W3000×D3000×H2700 mm)

3台 (@￥14,000)

3灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

2台 (@￥13,000)アール型展示台

スポットライト(100W)

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥86,500

合計  ￥70,000

－￥16,500 パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

NAME

NAME

申請書類5にてお申し込み下さい。6

パッケージブースプラン 1小間タイプ



出展準備の効率化と装飾費用の削減を考慮し、環境に優しいパッケージディスプレイをご用意しております。

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

ブースプラン2-A

■ 2小間 (W6000×D3000×H2700 mm)

6台 (@￥14,000)

6灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

スポットライト(100W)

1セット (@￥20,000)商談セット

1セット (@￥20,000)商談セット

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥133,000

合計  ￥110,000

－￥23,000パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

ブースプラン2-B

■ 2小間 (W6000×D3000×H2700 mm)

6台 (@￥17,000)

6灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

2台 (@￥15,000)アール型展示台

スポットライト(100W)

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥181,000

合計  ￥150,000

－￥31,000パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

NAME

NAME

申請書類5にてお申し込み下さい。7

パッケージブースプラン 2小間タイプ



出展準備の効率化と装飾費用の削減を考慮し、環境に優しいパッケージディスプレイをご用意しております。

ハーフカラーブースプラン 2小間の場合の金額

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

■ 2小間 (W6000×D3000×H2700 mm)

6台 (@￥14,000)

6灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

スポットライト(100W)

1セット (@￥20,000)商談セット

1式 (@￥30,000)カラーシート

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥163,000

合計  ￥135,000

－￥28,000パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

申請書類5にてお申し込み下さい。8

カラーブースプラン



出展準備の効率化と装飾費用の削減を考慮し、環境に優しいパッケージディスプレイをご用意しております。

フルカラーブースプラン 2小間の場合の金額

※角小間の場合、通路側の袖パネルの有無をお選び頂けますので事前にご連絡下さい。

■ 2小間 (W6000×D3000×H2700 mm)

6台 (@￥14,000)

6灯 (@￥3,500)

展示台(白)

　■ 料金表

■ 基本装飾品

スポットライト(100W)

1セット (@￥20,000)商談セット

1式 (@70,000)カラーシート

1台 (@￥8,000)受付カウンター

小計  ￥203,000

合計  ￥170,000

－￥33,000パッケージ特別値引

・システムパネル(白)
・パラペット
・パンチカーペット
・社名板(W1200×H200)

※ 表示価格はすべて税別です。

申請書類5にてお申し込み下さい。9

カラーブースプラン



金　額

合計金額(税別) 円

単　価申込数品番 品　　名

展示台-タイプ500/W990×D495×H750(or1000)1 円9,000円

展示台-タイプ700/W990×D695×H750(or1000)2 円14,000円

展示台-タイプ1000/W990×D990×H750(or1000)3 円14,000円

5

6

7

8

12

雛壇展示台/W990×D990×H1,0004 円17,000円

R型展示台-500Rタイプ/W495×D495×H750(or1000)

R型展示台-1000Rタイプ/W990×D990×H750(or1000)

棚ユニット/W990×D300

引き違い戸ユニット 円5,000円

円11,000円

円15,000円

円4,000円

ドアユニット/W990×H27009 円20,000円

アコーデオンユニット/W990×H2700 円13,000円

壁面パネル/W990×H270011

10

円10,000円

カラーシート/W990×H2700 (パネル1枚当り） 円7,000円

円

社名: 印

電話:

FAX:

e-mai l :

ご担当部署:

ご担当者名:

■ システムレンタル備品一覧

様

No.1

Booth No :
ブース

担当  斎藤・木村
Tel  03-3669-2795 Fax  03-3669-2668
e-mai l  saito@adv-k.com

提出先（問合せ先）

申請書類 1

システムレンタル備品申込書
ワールドオプチカルフェア2012 1 月 20日(金)

該当出展社のみ提出

提出書類

提出期限



※ 説明パネル・写真パネル・文字は別途お見積もり致します。

※ 上記以外の備品も多数ございます。また 2次側小間装飾（プラン含む）及び木工・アクリル・金物製作等も
　 承りますのでアドヴァンス企画までお問合せ下さい。

金　額

合計金額(税別) 円

単　価申込数品番 品　　名

受付カウンター1 円  6,000円

カウンターチェア2 円4,000円

スタッキングチェア　色：［　　　　］ 3 円3,500円

折りたたみ椅子4

5

円600円

カフェテーブルA（φ450）

カフェテーブルB（φ600）

カフェテーブルC（φ750）

カフェテーブルD（φ900）

円4,000円

円4,500円

円4,500円

円5,000円

ハイテーブル6 円8,000円

応接セット 円12,000円

会議テーブルA（W1,800）8

7

円3,500円

会議テーブルB（W1,500） 円3,500円

カタログスタンドA（12段）9 円6,000円

カタログスタンドB（6段） 円5,500円

卓上カタログスタンド（3段）10 円1,500円

貴名受け11 円1,500円

ダストBOX12

13

円  650円

パネルチェーン

14

円1,000円

植木 Lサイズ 円3,500円

カラーシート貼り(壁・パラペット)色：［　　　　］15 円36,000円

パンチカーペット　色：［　　　　］16 円20,000円

社名: 印

電話:

FAX:

e-mai l :

ご担当部署:

ご担当者名: 様

■ レンタル備品一覧

Booth No :
ブース

担当  斎藤・木村
Tel  03-3669-2795 Fax  03-3669-2668
e-mai l  saito@adv-k.com

提出先（問合せ先）

申請書類 2

1 月 20日(金)

該当出展社のみ提出

提出書類

提出期限

レンタル備品申込書
ワールドオプチカルフェア2012



※ 100Vコンセントのアース工事は1kwにつき5,000円の負担となります。

※ 動力 200V の電源をご希望の場合は別途お見積もりを致しますのでお問い合わせ下さい。

※ 24時間通電をご希望の場合は、必ず備考欄にご記入下さい。

照明器具名 消費電力 金　額

スポットライト(100W)

アームスポットライト（100W）

蛍光灯（40W）

100V コンセント (2 ヶ口/500Wまで)

100V コンセント (2 ヶ口/1,000Wまで)

100V コンセント (2 ヶ口/1,500Wまで)

灯

灯

灯

個

個

個

合計金額(税別)

円

円

円

円

円

円

円

単　価

3,500円

3,500円

ハロゲンライト（300W）

灯 円

5,500円

3,500円

5,500円

H I D ( 75W) 個 円12,000円

8,500円

11,500円

【電気配置図】 【備　考　欄】

正面(上から見た図でご記入下さい。)

■ 電気レンタル品一覧

社名: 印

電話:

FAX:

e-mai l :

ご担当部署:

ご担当者名: 様

Booth No :
ブース

担当  斎藤・木村
Tel  03-3669-2795 Fax  03-3669-2668
e-mai l  saito@adv-k.com

提出先（問合せ先）

申請書類 3

電気器具申込書
ワールドオプチカルフェア2012 1 月 20日(金)

該当出展社のみ提出

提出書類

提出期限



■ 電気工事業者

電気工事設計略図(隣接小間番号もご記入下さい。)

電力 100V

器具名
容　量

W W W W W W 決定容量

個　数

正　面(上から見た図でご記入下さい。)

■ 下記の通り電気供給を申し込みます。

社名:

電話:

ご担当者名:

■ 独自の小間装飾(二次配線工事)をする場合は、1kwごとに￥9500(税別・電気使用料含む)の幹線工事費用が
　 かかります。

社名: 印

電話:

FAX:

e-mai l :

ご担当部署:

ご担当者名: 様

Booth No :
ブース

担当  斎藤・木村
Tel  03-3669-2795 Fax  03-3669-2668
e-mai l  saito@adv-k.com

提出先（問合せ先）

申請書類 4

電気供給申込書・電気工事業者届
ワールドオプチカルフェア2012 1 月 20日(金)

該当出展社のみ提出

提出書類

提出期限



※ その他、ご希望がある場合はお問い合わせください。

ブースプラン1-A

ブースプラン1-B

ブースプラン2-A

ブースプラン2-B

50,000円(税別)

70,000円(税別)

110,000円(税別)

※2 角小間の出展社のみ記入して下さい。

※1 展示台の高さをお選び下さい。

通路側袖パネル 有　/　無

H750  / H1000

150,000円(税別)

ハーフカラーブースプラン(2小間)

フルカラーブースプラン(2小間) 170,000円(税別)

135,000円(税別)

■ パッケージブース一覧 (ご希望のタイプの左空間に○をつけてください。)

Booth No :
ブース

社名: 印

電話:

FAX:

e-mai l :

ご担当部署:

ご担当者名: 様

担当  斎藤・木村
Tel  03-3669-2795 Fax  03-3669-2668
e-mai l  saito@adv-k.com

提出先（問合せ先）

申請書類 5

パッケージブースプラン申込書
ワールドオプチカルフェア2012 1 月 20日(金)

該当出展社のみ提出

提出書類

提出期限



展示台-イレギュラーサイズ

W580×D410×H750(or1000)mm

レンタル料金               　　　￥ 7,000（税別）

750
(or1000)

410

580

システムレンタル備品


