3-1

レンタル備品一覧

サイン・カタログスタンド

R-1

R-2

イーゼル 木製
W600×D550×H1150

イーゼル

R-3

クローム

サインスタンド
W430～1200×H200～1750250□×H900～1800

￥7,150（税込）

￥9,350（税込）

￥3,850（税込）

￥6,500（税抜）

￥8,500（税抜）

￥3,500（税抜）

R-5

R-6

カタログスタンドB
A4縦12段

R-7

カタログスタンドC

カタログスタンドD

W250×D550×H1700 B4縦12段 W290×D550×H1700

A4 11段3面（回転式）

Φ360×H1540

￥8,800（税込）

￥8,800（税込）

￥15,950（税込）

￥8,000（税抜）

￥8,000（税抜）

￥14,500（税抜）

R-9

ゴミ箱(白）

Φ240×H290

R-10

R-11

R-12

S字フック・チェーンベロクロテープ
13L （1m) 2本セット 4個セット

※R-11,12の壁面への
取付に必要です。

￥1,210（税込） ￥1,210（税込）
￥1,100（税抜）

R-14

A4縦6段

W250×D390×H1250

￥7,150（税込）
￥6,500（税抜）

R-8

卓上カタログスタンド
A4 3段 W230×D200×H415

￥2,970（税込）
￥2,700（税抜）

R-13

ポスターフレームB
B2 W515×H728

有効画面寸法

有効画面寸法

W713×H1030

W500×H713

※販売品

￥550（税込）

￥2,970（税込）

￥2,420（税込）

￥500（税抜）

￥2,700（税抜）

￥2,200（税抜）

￥1,100（税抜）

テーブル・チェア・カウンター
ハイテーブル（白）
Φ600×H1050

ポスターフレームA
B1 W728×H1030

R-4

カタログスタンドA

R-15

丸テーブル
Φ600×H600

R-16

R-17

R-18

角テーブル
スタッキングチェア ハイチェア（黒）
※会場備品のためデザインが W360×D350×H770×SH700
W600×D600×H600
変わる可能性があります。

￥10,450（税込）

￥7,700（税込）

￥3,850（税込）

￥1,650（税込）

￥9,500（税抜）

￥7,000（税抜）

￥3,500（税抜）

￥1,500（税抜）

R-19

R-20

W1200×D600×H940

付帯備品の商談セットと同様

受付カウンター（中棚付）
商談セット

R-21

丸椅子（白）
Φ360×H440

R-22

パイプ椅子（青）

￥6,600（税込）
￥6,000（税抜）

R-23

ラウンジセット

W420×D420×H780×SH430 椅子:W470×D500×H770

机:Φ600×H710

※付帯備品と差し替え可能

￥16,500（税込）

￥14,850（税込）

￥1,320（税込）

￥1,320（税込）

￥29,700（税込）

￥15,000（税抜）

￥13,500（税抜）

￥1,200（税抜）

￥1,200（税抜）

￥27,000（税抜）

3-2

映像備品一覧

映像備品

AV-1

AV-2

20インチモニター

AV-3

32インチモニター

20

AV-4

42インチモニター

32

50インチモニター

42

50

￥34,100（税込）

￥78,100（税込）

￥132,000（税込）

￥154,000（税込）

￥31,000（税抜）

￥71,000（税抜）

￥120,000（税抜）

￥140,000（税抜）

AV-5

AV-6

60インチモニター

AV-7

70インチモニター

モニタースタンド

AV-8

壁掛け金具（取付作業込み）
AV-2～AV-4と一緒に
お申込みください。
AV-5/AV-6で壁掛けをご希望の
場合は補強が必要なため、別途

60

70

￥258,500（税込）

￥363,000（税込）

￥22,000（税込）

￥235,000（税抜）

￥330,000（税抜）

￥20,000（税抜）

AV-9

Blu-rayプレイヤー

AV-10

AV-11

ご相談ください。

AV-12

簡易

AUTO REPAT機能

メディアプレイヤーHDMI

(USBのみ対応)

3m

データを納品して

※対応メディア・

頂く必要があります

本体操作は御自身で

※動画データ

お願い致します

フォーマットは

￥25,000（税抜）

AV-14

モニター用PC接続ケーブルモニター用PC接続ケーブル

メディアプレイヤー

※事前に動画

￥27,500（税込）

(Type A) to HDMI

￥2,750（税込）

VGA to HDMI
3m

￥2,500（税抜）

AV-13

￥5,500（税込）
￥5,000（税抜）

AV-15

モニター用PC接続ケーブルモニター用PC接続ケーブル

「mp4」となります

mini HDMI (Type C) to HDMI MDP(Mac) to HDMI

3m

￥27,500（税込）

¥27,500(税込)

¥27,500(税込)

￥5,500（税込）

￥25,000（税抜）

￥25,000（税抜）

￥25,000（税抜）

￥5,000（税抜）

3m

￥5,500（税込）
￥5,000（税抜）

3-3
ブース装飾

OP-1

ブース装飾一覧
OP-2

床パンチカーペット
壁面パネルドアユニット
3000×3000（1小間分） W990×H2400

OP-3

壁面シート装飾（単色）
W990×H2400

OP-4
壁面シート装飾（オリジナルデザイン）

W990×H2400

￥22,550（税込）

￥16,500（税込）

￥16,500（税込）

￥34,100（税込）

￥20,500（税抜）

￥15,000（税抜）

￥15,000（税抜）

￥31,000（税抜）

OP-5

キャビネットシート装飾
（単色）

OP-6

キャビネットシート装飾

◆OP-1、OP-3、OP-5

（オリジナル装飾）

①赤 ②青 ③黄 ④緑 ⑤黒

その他色については、事務局へお問い合わせください。

※パッケージブース付帯の

キャビネットへの装飾です。
キャビネット本体の費用は

￥39,050（税込）
￥35,500（税抜）

OP-7

B1 出力パネル作成
t５mm スチレンボード

の選択色

※パッケージブース付帯の

キャビネットへの装飾です。

￥60,500（税込）

◆OP-4、OP-6、OP-7、OP-8
デザイン完全データ支給でお願いします。
入稿規定、テンプレートはお申込みがあった出展者様へ
お送りします。入稿締切:9月11日（水）

￥55,000（税抜）

OP-８

B2 出力パネル作成
t５mm スチレンボード

OP-9

OP-10

t５mm スチレンボード

t５mm スチレンボード

B1 パネル作成（ポスター支給） B2 パネル作成（ポスター支給）

￥22,550（税込）

￥16,500（税込）

￥11,550（税込）

￥8,250（税込）

￥20,500（税抜）

￥15,000（税抜）

￥10,500（税抜）

￥7,500（税抜）

OP-11

システム展示台A
W495×D495×H920

OP-12

システム展示台B
W700×D495×H920

OP-13

システム展示台C
W990×D495×H920

OP-14

キャビネット・展示台用鍵

￥14,300（税込）

￥18,700（税込）

￥23,100（税込）

￥2,750（税込）

￥13,000（税抜）

￥17,000（税抜）

￥21,000（税抜）

￥2,500（税抜）

