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ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2021
第4回 香りデザイン東京

［ 会期 ］2021年11月24日　 ～26日水 金［ 会場 ］ 東京ビッグサイト

レンタル備品
のご案内

スマート装飾プラン
のご案内

展示ブースの装飾
日本能率協会の「スマート装飾プラン」

本プランは出展者様と日本能率協会（以下、ＪＭＡ）間の契約となります。ただし、会期までの本プラン打合せ、
ご質問・要望事項への対応、見積発行はＪＭＡが業務委託契約を締結した指定施工会社が担当させていただきま
す。従いまして、本プランに関し、次ページに記載のある施工会社より、直接ご連絡をさせていただく場合がござい
ます。あらかじめ、ご承知おきください。
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展示ブースの装飾
日本能率協会の「スマート装飾プラン」
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お申込手順
お問合せ先
会期までのスケジュール
スマート装飾プラン対象展示会 一覧
スマート装飾プランのご案内
レンタル備品のご案内
スマート装飾プラン申込書（契約書）／仕様確認書
レンタル備品申込書

装飾の仕様がお決まりになりましたら「2.装飾仕様のご選択」、「3.ブース内レイアウト図のご記入」に
ご記入いただき、メール（smart@kogeisha.co.jp）もしくはFAX（03-5801-0795）で送信

スマート装飾プランに追加のレンタル備品を申込む、
またはレンタル備品を申込む場合は、次の「レンタル備品申込書」にお進みください。

  「レンタル備品申込書」にご記入いただき、株式会社工芸社へメール（smart@kogeisha.co.jp）もしくは
   FAX（03-5801-0795）で送信してください。

手順2

手順3

お申込手順
● 「スマート装飾プラン」お申込手順

● 「レンタル備品」お申込手順

手順1

お問合せ先 
［スマート装飾プランお申込み・レンタル備品、スマート装飾プラン追加レンタル備品の詳細に関するお問合せ］

株式会社工芸社
TEL：03-5801-0792  FAX：03-5801-0795

Email：smart@kogeisha.co.jp

［展示会の内容等に関するお問合せ］

展示会ヘルプデスク
TEL：03-6809-1635 （土日・祝日を除く 9:30～18：00）

Email：helpdesk@k3c.co.jp

会期までのスケジュール（ブースの装飾について）

出展申込書にて基礎ブースを申込み

装飾会社が決まっていない 装飾会社が決まっている

スマート装飾プランを申し込む スマート装飾プランを申し込まない

追加レンタル備品
申込みなし

一般社団法人日本能率協会
株式会社工芸社

スマート装飾プラン請求書発行
（申込完了時）

スマート装飾プラン追加レンタル備品
レンタル備品のみ

請求書発行
（会期終了後）

2021年11月22日（月）～23日（火） 搬入期間

会場 東京ビッグサイト
会期 2021年11月24日（水）～26日（金） 10:00～17:00

スマート装飾プランに追加レンタル備品あり
レンタル備品のみ申込みあり

レンタル備品
申込みなし

会期前日、展示会場内に（株）工芸社のデスクをご用意いたします。ご不明な点や追加備品の申し込みなどは、お気軽にお問い合わせください。

［スマート装飾プラン／仕様確認書・レンタル備品］  申込書提出期限 ： 2021年10月22日（金）

展示会名

株式会社工芸社

会期〈会場〉

2021/11/24（水）～26（金）
〈東京ビッグサイト〉

「スマート装飾プラン」の対象となる展示会は下記の国内ブースとなります。

スマート装飾プラン対象展示会 一覧

施工会社

❶ ご出展展示会の支払期限に準じます。　❷ 左記❶の支払期限を過ぎてからのお申込みは10月29日（金）が支払期限となります。 （原則）
❸ カスタマイズプランのご請求はご出展展示会終了後となります。　❹ レンタル備品のご請求は原則展示会後となります。

スマート装飾プランのお振込期日

「スマート装飾プラン申込書（契約書）／仕様確認書」に
貴社名などの「基本情報」と「1.お申込みプラン」をご記入の上、メール（smart@kogeisha.co.jp）
もしくはFAX（03-5801-0795）で送信

HOSPEX Japan 2021
次世代ヘルスケアプロジェクト2021
ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2021
第4回 香りデザイン東京

※ご連絡の際には最初に「展示会名」をお伝えください（メールの場合は件名をご記載ください）。
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［展示会の内容等に関するお問合せ］

展示会ヘルプデスク
TEL：03-6809-1635 （土日・祝日を除く 9:30～18：00）

Email：helpdesk@k3c.co.jp

会期までのスケジュール（ブースの装飾について）

出展申込書にて基礎ブースを申込み

装飾会社が決まっていない 装飾会社が決まっている

スマート装飾プランを申し込む スマート装飾プランを申し込まない

追加レンタル備品
申込みなし

一般社団法人日本能率協会
株式会社工芸社

スマート装飾プラン請求書発行
（申込完了時）

スマート装飾プラン追加レンタル備品
レンタル備品のみ

請求書発行
（会期終了後）

2021年11月22日（月）～23日（火） 搬入期間

会場 東京ビッグサイト
会期 2021年11月24日（水）～26日（金） 10:00～17:00

スマート装飾プランに追加レンタル備品あり
レンタル備品のみ申込みあり

レンタル備品
申込みなし

会期前日、展示会場内に（株）工芸社のデスクをご用意いたします。ご不明な点や追加備品の申し込みなどは、お気軽にお問い合わせください。

［スマート装飾プラン／仕様確認書・レンタル備品］  申込書提出期限 ： 2021年10月22日（金）

展示会名

株式会社工芸社

会期〈会場〉

2021/11/24（水）～26（金）
〈東京ビッグサイト〉

「スマート装飾プラン」の対象となる展示会は下記の国内ブースとなります。

スマート装飾プラン対象展示会 一覧

施工会社

❶ ご出展展示会の支払期限に準じます。　❷ 左記❶の支払期限を過ぎてからのお申込みは10月29日（金）が支払期限となります。 （原則）
❸ カスタマイズプランのご請求はご出展展示会終了後となります。　❹ レンタル備品のご請求は原則展示会後となります。

スマート装飾プランのお振込期日

「スマート装飾プラン申込書（契約書）／仕様確認書」に
貴社名などの「基本情報」と「1.お申込みプラン」をご記入の上、メール（smart@kogeisha.co.jp）
もしくはFAX（03-5801-0795）で送信
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次世代ヘルスケアプロジェクト2021
ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2021
第4回 香りデザイン東京

※ご連絡の際には最初に「展示会名」をお伝えください（メールの場合は件名をご記載ください）。
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スマート装飾プランのご案内

￥330,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。
W2,970×D2,970×H2,700（単位：mm）

光るパラペットでブースにインパクト！ 企業イメージを訴求できる壁面カラー！ 存在感のあるデザインブースです。

プレミアムプラン ［効果的な製品展示が可能なワンランク上のパッケージプランです］

W5,940×D2,970×H2,700（単位：mm）

モニターの映像で製品展示を効果的に！B

1ブース ￥660,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。2ブース

展示・商談スペースの両方KEEP!
ブースでじっくり商談しませんかC

※壁面、展示台側面、カーペットの色はご相談の上決定。
※ポスターフレームはプランに含まれておりません。

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
光るパラペット(社名サイン含む)
壁面カラーシート貼り
展示台(W900×D495×H1000）
ストックスペース(展示台下)
受付カウンター(W650×D450×H900)
社名ロゴシート

1式
1式
1式
3台
1式
1台
1箇所

カウンターチェア
商談セット
スポットライト（15W）
コンセント
電気幹線工事（100V/1.0kW)
電気使用料（1.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

1脚
1式
5灯
1個
1式

製品展示を効果的に！
モニターを使ってプレゼンが行えるプランですB

※壁面、展示台側面、カーペットの色は
　ご相談の上決定。
※説明パネルはプランに
　含まれておりません。

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
光るパラペット
（社名サイン含む）

キャッチコピーサイン（柱）
壁面カラーシート貼り
ブース内ストックルーム
ストックスペース（展示台下）
カウンターテーブル
コンセント
展示台
（W990×D990×H1000）

プレゼン用モニターセット
（32インチ・PC別途）

スポットライト（15W）
電気幹線工事
（100V/2.0kW）

電気使用料（2.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

1式

1式
1箇所
1式
1式
1式
1台
2個

3台

1台
6灯

1式

十分な展示スペースを確保しながらブース内ストックルームが付いてくる！A 製品展示スペースを十分に確保！ 展示を中心としたブースをお考えの方にオススメ！A

イメージ図

※壁面、展示台側面、カーペットの色はご相談の上決定。
※ポスターフレームはプランに含まれておりません。

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
光るパラペット(社名サイン含む)
壁面カラーシート貼り
展示台（W990×D990×H1000）
ストックスペース(展示台下）
スポットライト（15W）
コンセント

１式
１式
１式
5台
１台
 3灯
1個

電気幹線工事(100V/1.0kW)
電気使用料
(1.0kW/搬入日～会期中)

プレゼン用モニターセット
(32 インチ・PC、スピーカー別途)
キャッチコピーサイン（柱）
設営・撤去・会期中の保守管理

1式

1台
1箇所

イメージ図

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
光るパラペット(社名サイン含む)
壁面カラーシート貼り
ブース内ストックルーム

1式
1式
1式
1式

スポットライト（15W）
コンセント
電気幹線工事（100V/1.0kW)
電気使用料（1.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

4灯
1個
1式

展示台(W990×D990×H1000）
ストックスペース(展示台下）
受付カウンター(W650×D450×H900)
カウンターチェア

2台
1式
1台
1脚

※壁面、展示台側面、カーペットの色はご相談の上決定。
※ポスターフレームはプランに含まれておりません。

イメージ図

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
光るパラペット（社名サイン含む）
キャッチコピーサイン（柱）
壁面カラーシート貼り
ブース内ストックルーム

1式
1式
1箇所
1式
1式

スポットライト（15W）
カタログスタンド（A4・6段）
電気幹線工事（100V/2.0kW）
電気使用料（2.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

7灯
1台
1式

ストックスペース（展示台下）
カウンターテーブル
コンセント
ひな段展示台（W990×D990×H1000～1200）
展示台（W990×D495×H1000）

1式
1台
2個
3台
3台

※壁面、展示台側面、カーペットの色はご相談の上決定。 ※説明パネルはプランに含まれておりません。

イメージ図

バルーンがひと際目立ちます！
存在感あるブースにしませんかC

※壁面、展示台側面、カーペットの色は
　ご相談の上決定。
※説明パネルはプランに
　含まれておりません。

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
パラペット（H300）
社名板(W1800×H200)
壁面カラーシート貼り
ブース内ストックルーム
展示台
(W990×D990×H1000)

展示台
(W990×D495×H1000)

ストックスペース(展示台下)
受付カウンター
(W650×D450×H900)

カウンターチェア
バルーン(W3500×φ1200)
社名ロゴシート
スポットライト（15W）
コンセント
電気幹線工事
（100V/2.0kW）

電気使用料(2.0kW/搬入日～会期中)
設営・撤去・会期中の保守管理

1式
1式
1枚
1式
1式

5台

1台
1式

1台
1脚
1式
1箇所
5灯
2個

1式

イメージ図イメージ図

3ブースも対応可能です。ご相談ください。
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イメージ図

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
光るパラペット（社名サイン含む）
キャッチコピーサイン（柱）
壁面カラーシート貼り
ブース内ストックルーム

1式
1式
1箇所
1式
1式

スポットライト（15W）
カタログスタンド（A4・6段）
電気幹線工事（100V/2.0kW）
電気使用料（2.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

7灯
1台
1式

ストックスペース（展示台下）
カウンターテーブル
コンセント
ひな段展示台（W990×D990×H1000～1200）
展示台（W990×D495×H1000）

1式
1台
2個
3台
3台

※壁面、展示台側面、カーペットの色はご相談の上決定。 ※説明パネルはプランに含まれておりません。

イメージ図

バルーンがひと際目立ちます！
存在感あるブースにしませんかC

※壁面、展示台側面、カーペットの色は
　ご相談の上決定。
※説明パネルはプランに
　含まれておりません。

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
パラペット（H300）
社名板(W1800×H200)
壁面カラーシート貼り
ブース内ストックルーム
展示台
(W990×D990×H1000)

展示台
(W990×D495×H1000)

ストックスペース(展示台下)
受付カウンター
(W650×D450×H900)

カウンターチェア
バルーン(W3500×φ1200)
社名ロゴシート
スポットライト（15W）
コンセント
電気幹線工事
（100V/2.0kW）

電気使用料(2.0kW/搬入日～会期中)
設営・撤去・会期中の保守管理

1式
1式
1枚
1式
1式

5台

1台
1式

1台
1脚
1式
1箇所
5灯
2個

1式

イメージ図イメージ図

3ブースも対応可能です。ご相談ください。



スマート装飾プランのご案内

5 6

￥990,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。
W8,910×D2,970×H2,700（単位：mm）

充実した設備・備品と、上品で高級感のあるデザインを備えた展示ブースです。

プレミアムプラン ［効果的な製品展示が可能なワンランク上のパッケージプランです］

3ブース

ブースをフルに活用して、
展示・プレゼン・商談すべて行える充実プランですB スペースの広さと高さを活かして

集客しやすいブースに最適なデザインですC

イメージ図イメージ図

ひと際目立つ社名が存在感を表わします。 他社との差別化にオススメのプランですA

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
上物社名看板(社名出力含む)
壁面カラーシート貼り
ブース内ストックルーム
展示台(W990×D495×H1000）
植栽
社名ロゴシート
スポットライト(15W)
コンセント
電気幹線工事（100V/3.0kW)
電気使用料（3.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

1式
1式
1式
1式
3台
2鉢
2箇所
5灯
3個
1式

※壁面、展示台側面、カーペットの色は
　ご相談の上決定。
※説明パネルはプランに含まれておりません。

イメージ図

※壁面、展示台側面、カーペットの色はご相談の上決定。 ※説明パネルはプランに含まれておりません。

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
上物社名ロゴシート
システム受付カウンター
カウンターチェア
壁面・展示台造作
壁面カラーシート貼り
商談セット

1式
1箇所
1台
1脚
1式
1式

1セット

プレゼン用モニターセット
(32インチ・PC別途)

スポットライト(15W)
コンセント
ブース内ストックルーム
電気幹線工事（100V/3.0kW）
電気使用料(3.0kW/搬入日～会期中)
設営・撤去・会期中の保守管理

1台
5灯
3個
1式
1式

※壁面、展示台側面、カーペットの色はご相談の上決定。 ※説明パネルはプランに含まれておりません。

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
上物社名ロゴシート
システム受付カウンター
カウンターチェア
壁面・展示台造作
壁面カラーシート貼り

1式
1箇所
1台
1脚
1式
1式

スポットライト(15W)
コンセント
ブース内ストックルーム
電気幹線工事（100V/3.0kW）
電気使用料(3.0kW/搬入日～会期中)
設営・撤去・会期中の保守管理

5灯
3個
2式
1式

カスタマイズプラン （装飾施工例）  ※施工例ですのでご予算とコンセプトに合わせてデザインいたします。
貴社のご予算、イメージに合わせたオリジナルの装飾を施工いたします。1ブースよりご相談を承ります。まずはお電話を。

小さなブースであっても存在感のある貴社のイメージに合ったデザインに仕上げます。1～2ブースの施工例

コンパクトで理想的・機能的なコンセプトのブースに施工いたします。3～4ブースの施工例

圧倒的な存在感で他社ブースと差別化を図ります。6ブース～の施工例

イメージ図 イメージ図

イメージ図 イメージ図

イメージ図 イメージ図

イメージ図 イメージ図



スマート装飾プランのご案内

5 6

￥990,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。
W8,910×D2,970×H2,700（単位：mm）

充実した設備・備品と、上品で高級感のあるデザインを備えた展示ブースです。

プレミアムプラン ［効果的な製品展示が可能なワンランク上のパッケージプランです］

3ブース

ブースをフルに活用して、
展示・プレゼン・商談すべて行える充実プランですB スペースの広さと高さを活かして

集客しやすいブースに最適なデザインですC

イメージ図イメージ図

ひと際目立つ社名が存在感を表わします。 他社との差別化にオススメのプランですA

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
上物社名看板(社名出力含む)
壁面カラーシート貼り
ブース内ストックルーム
展示台(W990×D495×H1000）
植栽
社名ロゴシート
スポットライト(15W)
コンセント
電気幹線工事（100V/3.0kW)
電気使用料（3.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

1式
1式
1式
1式
3台
2鉢
2箇所
5灯
3個
1式

※壁面、展示台側面、カーペットの色は
　ご相談の上決定。
※説明パネルはプランに含まれておりません。

イメージ図

※壁面、展示台側面、カーペットの色はご相談の上決定。 ※説明パネルはプランに含まれておりません。

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
上物社名ロゴシート
システム受付カウンター
カウンターチェア
壁面・展示台造作
壁面カラーシート貼り
商談セット

1式
1箇所
1台
1脚
1式
1式

1セット

プレゼン用モニターセット
(32インチ・PC別途)

スポットライト(15W)
コンセント
ブース内ストックルーム
電気幹線工事（100V/3.0kW）
電気使用料(3.0kW/搬入日～会期中)
設営・撤去・会期中の保守管理

1台
5灯
3個
1式
1式

※壁面、展示台側面、カーペットの色はご相談の上決定。 ※説明パネルはプランに含まれておりません。

仕様 （単位：mm）
パンチカーペット
上物社名ロゴシート
システム受付カウンター
カウンターチェア
壁面・展示台造作
壁面カラーシート貼り

1式
1箇所
1台
1脚
1式
1式

スポットライト(15W)
コンセント
ブース内ストックルーム
電気幹線工事（100V/3.0kW）
電気使用料(3.0kW/搬入日～会期中)
設営・撤去・会期中の保守管理

5灯
3個
2式
1式

カスタマイズプラン （装飾施工例）  ※施工例ですのでご予算とコンセプトに合わせてデザインいたします。
貴社のご予算、イメージに合わせたオリジナルの装飾を施工いたします。1ブースよりご相談を承ります。まずはお電話を。

小さなブースであっても存在感のある貴社のイメージに合ったデザインに仕上げます。1～2ブースの施工例

コンパクトで理想的・機能的なコンセプトのブースに施工いたします。3～4ブースの施工例

圧倒的な存在感で他社ブースと差別化を図ります。6ブース～の施工例

イメージ図 イメージ図

イメージ図 イメージ図

イメージ図 イメージ図

イメージ図 イメージ図



7 8

スマート装飾プランのご案内

とても簡単！ カラーを選ぶだけのシンプルプラン。

ベーシックプラン ［おまかせタイプ］

W2,970×D2,970×H2,700（単位：mm）

W5,940×D2,970×H2,700（単位：mm）

イメージ図

￥132,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。1ブース

￥264,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。2ブース

イメージ図

パラペットの高さをフルに使ったインパクトのある社名板と人気の備品が揃ったお得なパッケージです。
社名サイン 社名板 パラペット

インパクトのある社名板と人気の備品が揃ったお得なパッケージです。

組合せ自由！ 貴社展示に合わせて備品が選べるプラン

ベーシックプラン ［選べる備品タイプ］

W2,970×D2,970×H2,700（単位：mm）

W5,940×D2,970×H2,700（単位：mm）

組合せ例 イメージ図

￥132,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。1ブース

￥264,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。2ブース

組合せ例 イメージ図

必要な備品が揃います！ お好みの備品を6点までお選びいただけます。
パラペット 社名サイン 社名板

必要な備品が揃います！ お好みの備品を14点までお選びいただけます。

※社名サイン、社名板デザイン部、カーペットの色を
　P11の色見本よりお選びいただけます。 
※説明パネルはプランに含まれておりません。 
※備品の変更はできません。

以下の内容が本プランの料金に含まれます。
 （単位：mm）
パンチカーペット
パラペット（H300）
社名板（法人の種類抜き：W2400×H300）
受付カウンター
貴名受
カタログスタンド（A4縦・12段）
折りたたみ椅子
会議テーブル（W1800×D450×H730）
会議テーブル用白布(3面巻）
LEDスリムライト（21W）
スポットライト（15W）
コンセント
電気幹線工事（100V/1.0kW）
電気使用料（1.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

1式
1式
1枚
1台
1個
1台
1脚
1台
1式
1灯
2灯
1個
1式

※社名サイン、社名板デザイン部、カーペットの色をP11の色見本よりお選びいただけます。 ※説明パネルはプランに含まれておりません。 ※備品の変更はできません。

以下の内容が本プランの料金に含まれます。 （単位：mm）
パンチカーペット
パラペット（H300）
社名板（法人の種類抜き：W2400×H300）
受付カウンター

1式
1式
1枚
1台

コンセント
電気幹線工事（100V/2.0kW）
電気使用料（2.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

2個
1式

貴名受
カタログスタンド（A4縦・12段）
折りたたみ椅子
会議テーブル（W1800×D450×H730）

1個
1台
4脚
2台

会議テーブル用白布（3面巻）
丸テーブル（φ650）
LEDスリムライト（21W）
スポットライト（15W）

2式
1台
2灯
4灯

※3ブース以上も対応可能です。ご相談ください。

※説明パネルはプランに含まれておりません。

システム展示台（W700×D495×H1000）
サインスタンド
スポットライト（15W）
受付カウンター
カタログスタンド（A4縦・12段）

1台
1台
2灯
1台
1台

※社名サイン、カーペットの色をP11の色見本よりお選びいただけます。 ※説明パネルはプランに含まれておりません。

受付カウンター
カタログスタンド（A4縦・12段）
ラウンジテーブル
ロビーチェア

1台
1台
1台
4脚

カフェテーブル
会議テーブル（W1800×D450×H730）
会議テーブル用白布（3面巻）
スポットライト（15W）

1台
1台
1式
4灯

選べる備品（P6）より14点までお選びいただけます

選べる備品（P9）より6点までお選びい
ただけます

組合せ例

組合せ例

以下の1～6が本プランの料金に含まれます。
1. パラペット（白）＋社名板（W1800×H200）
2. コンセント 1個
3. 色の選べるカーペット
　 カーペットの色はP11の色見本よりお選びいただけます。
4. 選べるレンタル備品（P9より） 
　 6点までお選びいただけます。
5. 電気
　電気幹線工事（100V/1.0kW）
　電気使用料（1.0kW/搬入最終日～会期中）
6. 設営・撤去・会期中の保守管理 

以下の1～6が本プランの料金に含まれます。
1. パラペット（白）＋社名板（W1800×H200）
2. コンセント2個
3. 色の選べるカーペット
　 カーペットの色はP11の色見本よりお選びいただけます。
4. 選べるレンタル備品（P9より） 
　 14点までお選びいただけます。
5. 電気
　電気幹線工事（100V/1.0kW）
　電気使用料（1.0kW/搬入最終日～会期中）
6. 設営・撤去・会期中の保守管理 



7 8

スマート装飾プランのご案内

とても簡単！ カラーを選ぶだけのシンプルプラン。

ベーシックプラン ［おまかせタイプ］

W2,970×D2,970×H2,700（単位：mm）

W5,940×D2,970×H2,700（単位：mm）

イメージ図

￥132,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。1ブース

￥264,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。2ブース

イメージ図

パラペットの高さをフルに使ったインパクトのある社名板と人気の備品が揃ったお得なパッケージです。
社名サイン 社名板 パラペット

インパクトのある社名板と人気の備品が揃ったお得なパッケージです。

組合せ自由！ 貴社展示に合わせて備品が選べるプラン

ベーシックプラン ［選べる備品タイプ］

W2,970×D2,970×H2,700（単位：mm）

W5,940×D2,970×H2,700（単位：mm）

組合せ例 イメージ図

￥132,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。1ブース

￥264,000（税込）　※備品の等価交換はできませんのでご了承ください。2ブース

組合せ例 イメージ図

必要な備品が揃います！ お好みの備品を6点までお選びいただけます。
パラペット 社名サイン 社名板

必要な備品が揃います！ お好みの備品を14点までお選びいただけます。

※社名サイン、社名板デザイン部、カーペットの色を
　P11の色見本よりお選びいただけます。 
※説明パネルはプランに含まれておりません。 
※備品の変更はできません。

以下の内容が本プランの料金に含まれます。
 （単位：mm）
パンチカーペット
パラペット（H300）
社名板（法人の種類抜き：W2400×H300）
受付カウンター
貴名受
カタログスタンド（A4縦・12段）
折りたたみ椅子
会議テーブル（W1800×D450×H730）
会議テーブル用白布(3面巻）
LEDスリムライト（21W）
スポットライト（15W）
コンセント
電気幹線工事（100V/1.0kW）
電気使用料（1.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

1式
1式
1枚
1台
1個
1台
1脚
1台
1式
1灯
2灯
1個
1式

※社名サイン、社名板デザイン部、カーペットの色をP11の色見本よりお選びいただけます。 ※説明パネルはプランに含まれておりません。 ※備品の変更はできません。

以下の内容が本プランの料金に含まれます。 （単位：mm）
パンチカーペット
パラペット（H300）
社名板（法人の種類抜き：W2400×H300）
受付カウンター

1式
1式
1枚
1台

コンセント
電気幹線工事（100V/2.0kW）
電気使用料（2.0kW/搬入日～会期中）
設営・撤去・会期中の保守管理

2個
1式

貴名受
カタログスタンド（A4縦・12段）
折りたたみ椅子
会議テーブル（W1800×D450×H730）

1個
1台
4脚
2台

会議テーブル用白布（3面巻）
丸テーブル（φ650）
LEDスリムライト（21W）
スポットライト（15W）

2式
1台
2灯
4灯

※3ブース以上も対応可能です。ご相談ください。

※説明パネルはプランに含まれておりません。

システム展示台（W700×D495×H1000）
サインスタンド
スポットライト（15W）
受付カウンター
カタログスタンド（A4縦・12段）

1台
1台
2灯
1台
1台

※社名サイン、カーペットの色をP11の色見本よりお選びいただけます。 ※説明パネルはプランに含まれておりません。

受付カウンター
カタログスタンド（A4縦・12段）
ラウンジテーブル
ロビーチェア

1台
1台
1台
4脚

カフェテーブル
会議テーブル（W1800×D450×H730）
会議テーブル用白布（3面巻）
スポットライト（15W）

1台
1台
1式
4灯

選べる備品（P6）より14点までお選びいただけます

選べる備品（P9）より6点までお選びい
ただけます

組合せ例

組合せ例

以下の1～6が本プランの料金に含まれます。
1. パラペット（白）＋社名板（W1800×H200）
2. コンセント 1個
3. 色の選べるカーペット
　 カーペットの色はP11の色見本よりお選びいただけます。
4. 選べるレンタル備品（P9より） 
　 6点までお選びいただけます。
5. 電気
　電気幹線工事（100V/1.0kW）
　電気使用料（1.0kW/搬入最終日～会期中）
6. 設営・撤去・会期中の保守管理 

以下の1～6が本プランの料金に含まれます。
1. パラペット（白）＋社名板（W1800×H200）
2. コンセント2個
3. 色の選べるカーペット
　 カーペットの色はP11の色見本よりお選びいただけます。
4. 選べるレンタル備品（P9より） 
　 14点までお選びいただけます。
5. 電気
　電気幹線工事（100V/1.0kW）
　電気使用料（1.0kW/搬入最終日～会期中）
6. 設営・撤去・会期中の保守管理 
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レンタル備品のご案内スマート装飾プランのご案内

● 展示台等は、システムパネル仕様の白色になっております。また、展示台等に色付けする場合は、別途お見積りいたします。
● 展示台にのせる製品などは、50kg以内でお願いします。（50kgを超える場合はご相談ください。）　● 下記表示料金は、会期中のレンタル料金（税込）です。
● 備品のレイアウト（設置場所）は、レンタル備品申込書にご記入ください。　● お申し込みの内容によっては、別途施工費が発生する場合がございます。
● 本パンフレットに掲載している備品以外もお選びいただけます。詳しくは（株）工芸社までお問合せください。

レンタル備品ご案内

SY-4A,B
展示台

SY-3A,B
展示台

a：W990×D495×H1000 
b：W990×D495×H800
￥14,300

（単位：mm）

a：W700×D700×H1000 
b：W700×D700×H800
￥13,200

（単位：mm） SY-5A,B
展示台

a：W990×D700×H1000 
b：W990×D700×H800
￥15,400

（単位：mm） SY-6A,B
展示台

a：.W990×D990×H1000
b：.W990×D990×H800
￥18,700

（単位：mm） SY-8A,B
1/4R展示台

a:W495×D495×H1000
b:W495×D495×H800
￥13,200

（単位：mm）SY-7A,B
三角展示台

a：W495×D495×H1000 
b：W495×D495×H800
￥8,800

（単位：mm）

SY-14
アコーディオンドア

W1000×H2700 ※鍵付き
￥22,000

（単位：mm）SY-12
パラペット

W1000×H300
￥3,300 白仕様

（単位：mm）

パラペット

※1mあたりの
　価格です。

SY-13
ドア

W1000×H2700 ※鍵付き
￥27,500

（単位：mm）SY-11
壁面パネル

W1000×H2700
￥11,000

（単位：mm）

壁面パネル

CS-5
壁面カラーパネル

W1000×H2700
￥7,700

（単位：mm）

壁面カラーパネル
※既存壁面に追加
　される価格です。

CS-4
光るパラペット社名サイン

※コンセントをお申込みください。
※印字代込みです。
※別途取り付け作業費が
　発生いたします。
￥22,000～　1ブース（例）

消費電力：60W

PK-1
パンチカーペット

W3000×D3000
1ブース ￥24,200

（単位：mm） UN-105 
受付カウンター（中棚付）

W650×D450×H900
￥11,000

（単位：mm）CS-2 社名サイン

H50   1文字 ￥770
H100 1文字 ￥1,430
H150 1文字 ￥2,310

（単位：mm）

JMA
※色見本P.11参照
※壁などに貼ってご利用いただけます。

PW-33A
三つ折りパーテーション

W1800×H1730
アイボリー、デコラ板
フレーム：アルミ、キャスター付
￥11,000

（単位：mm） G-44
鏡面ケース

※コンセントをお申込みください。
外寸：W1200×D600×H920
内寸：W1140×D510×H600
照明（スリムライン）
￥17,600 ※鏡付

（単位：mm） UN-106B 
受付カウンター（中棚付）

W900×D450×H940
￥7,480

（単位：mm）

UE-34
コーヒーマシン＋コーヒーセット

100杯分
コーヒー豆／カップ／マドラー
ミルク／砂糖
￥25,960

コンセントを
お申込みください。
（100V 1500W）

AV-2 
40型液晶テレビ

※コンセントをお申込みください。
￥118,800
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

AV-1 
32型液晶テレビ

UE-61
ウォーターサーバー

W340×D360×H610 ￥13,200
UE-62 ミネラルウォーター
3ガロン（11.4リットル） ￥3,080

（単位：mm）

※コンセントをお申込みください。
￥102,300
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

￥11,000
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

AV-4 
ヘッドセットマイク

￥22,000
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

AV-3 
スピーカー+アンプセット

￥6,600

M-63
姿見

￥6,600

UT-30A
台車

※コンセントをお申込みください。
￥22,000
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

AV-5 
ブルーレイプレイヤー

AV-6 
ディスプレイスタンド

￥16,500
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

AV-7 
32～70型 汎用壁掛金具

￥11,000
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

UE-29,30,31 冷蔵庫
コンセントをお申込みください。

29/大：170ℓ
（100V 150W）
￥22,000
30/中：100ℓ～106ℓ
（100V 100W）
￥17,600
31/小：70ℓ～74ℓ
（100V 70W）
￥13,200

UO-37A
ホワイトボード

ST-265
ラウンジセット

（単位：mm） CS-3
LEDライト解説パネル

含まれているもの：レンタルLEDパネル
※アドビイラストレーターで完全原稿データを
　ご提出いただく必要があります
※データ作成がある場合は別途有料
※LEDパネル用にコンセントを1個別に申込みが
　必要です。
※本体フィルム別途
A3 : ￥13,200～
A2 : ￥17,600～
A1 : ￥22,000～

T-217B
カラーテーブル黒

W800×D800×H720 
￥6,600

（単位：mm）

C-421
アジャストパイプベンチ

板面 W1800×H900
￥11,000 ￥11,000

（単位：mm）

T-128
カウンターテーブル

φ600×H1000 
￥7,480

（単位：mm） UN-108,110 
ユニットカウンター（中棚なし）

（単位：mm） ST-047A,B
カフェセット

イス　A:ホワイト　B：ネイビー 
￥18,480

C-231A,B,C,E
カウンターチェア

a：SH540 b：SH600 
c：SH700 e：SH800 
￥4,400

（単位：mm） M-31A,B
トルソー

a b c e

S-70
ディスプレイスタンド

W1200×D900×H700～1050
￥11,000

（単位：mm）

UN-108:W1200×D600×H800
UN-110:W1500×D600×H800
￥11,000

W1200×D350×H420、510、600
※高さ調整機能付
￥6,600

A:紳士
B:婦人
￥7,480

● お申込み1ブースの場合は下記より6点まで、2ブースの場合は14点までお選びいただけます。
● 下記の備品は単品でも、レンタル備品申込書で申し込み可能です。
● 金額は税込です。

ベーシックプラン ［選べる備品タイプ］

100V 21W（長さ：1200mm）
￥3,300

E-1
LEDスリムライト

UO-162
多目的BOX

100V 15W
￥3,850

E-2
スポットライト

100V
￥3,300

E-5
コンセント

100V 15W
￥4,400

E-3
アームスポットライト

お申込の際はご利用の
電気容量を必ずご記入ください。

a：W495×D495×H1000 
b：W495×D495×H800
￥9,900

SY-1A,B
展示台

（単位：mm）

a：W700×D495×H1000
b：W700×D495×H800
￥11,000

SY-2A,B
展示台

（単位：mm） SY-9
中棚

※引き違い戸のみとなります。
　合わせてSY-2展示台の
　お申込みが必要です。

SY-10
引き違い戸

C-382 
丸椅子

（単位：mm）
（単位：mm）

UN-106A 
受付カウンター（中棚付）

（単位：mm）

W900×D450×H800
￥6,600

W1000×D300
￥3,300

SY-15 棚（壁取付タイプ）
◆最大荷重：2kg◆

（単位：mm）

A:W600×D600×H600
￥3,080
B:W750×D750×H750
￥4,400

S-75A,B 
ユニットディスプレイスタンド

UO-41
多目的BOX

（単位：mm）（単位：mm）

W600×D450×H650（片扉）　
※鍵付き

W900×D600×H740（両扉）　
※鍵付き

T-220 
ダイニングテーブル

（単位：mm）

W900×D900×H700
￥5,280

T-113:φ600×H600
T-117:φ750×H600
T-121:φ900×H600
￥4,400

T-113,117,121 
カフェテーブル

（単位：mm）

ホワイト

￥1,760

UE-58
ほうき・ちりとりセット

W900×D450×H730
￥2,640

T-240
小机

（単位：mm）

T-216:W450×D450×H600
T-213:W800×D450×H600
￥2,200

T-216,213 
ラウンジテーブル

（単位：mm）

ホワイト

W420×D420×H780×SH430
￥770

C-370 
折りたたみイス

ブルー

（単位：mm）

T-234:W1200×D600×H730
T-232:W1800×D600×H730
T-235:W1800×D450×H730
￥3,520

T-232,234,235 
会議用テーブル

（単位：mm）

ホワイト

（単位：mm）

T-232、234、235用
W1800～W1200
￥3,520

UT-21a
白布(テーブル3面巻)

ホワイト

W2200×D1000（3枚）
￥3,960

（単位：mm）UT-21c 
白布(製品用白布3枚)

ホワイト

C-299
ロビーチェア

W450×D550×H740×SH350
￥2,200

（単位：mm）

a:ブルー　b:ホワイト　
c:シルバー

C-367A,B,C
スタッキングチェア

a b c

C-235A,B,C,E
カウンターチェア

A:SH430　B:SH500　
C:SH600　E:SH700

（単位：mm）

（単位：mm）

W1520×D470×H410

C-426
ベンチ

a:A4 6段　b:A4 12段　
c:B4 12段

PS-91A,B,C
カタログスタンド

a
b c

250角×H900～1800　
※パネル取付方法：
　両面テープ（パネル別）

PS-36B
パネルスタンド

（単位：mm）

A4 縦型・3段

PS-93 
卓上カタログスタンド

PS-127A,B,C,D
ポスターケース

スタンド：W500×D430×H920～1440
パネルサイズ：H600～1120
パネル厚：25mm対応（パネル別）

（単位：mm）PS-39
サインスタンド

PS-54
イーゼル

（単位：mm）S-77B
壁掛け式メッシュパネル

W900×H1800
￥5,280

クロムメッキ

（単位：mm）M-55
コートハンガー

φ400×H1810
￥4,400

W400×D480×H1020～1700
￥2,640

（単位：mm）M-58
傾斜ハンガー

クロム
メッキ

W950×D450×H950～1700
￥3,190

M-57 
シングルハンガー

（単位：mm）

（単位：mm）

φ370×H800
￥1,760

PP-66
ポールパーテーション

（単位：mm）

ホワイト、
スチール

PP-60A,B,C,D,E
ポール用チェーン

A:ホワイト　B:イエロー
C:レッド　D:ブルー　E:ブラック
￥264／m

UO-131
UO-129

UO-129:25ℓ（W220×D391×H565）
UO-131:13ℓ（φ240×H290）
￥1,760

UO-129,131 
ゴミ箱

（単位：mm） HM-1A,B,C,D 
観葉植物

a

b
c d

10号
￥4,400

UT-18
消火器

UO-43:W900×D300×H1800
UO-42:W900×D450×H1800
￥7,040

UO-42,43
スチール棚（ストックルーム用）

UO-70
手金庫

（単位：mm）

W1800×H200
板：ホワイト　
文字：選択可　
ロゴ：別途有料　
※印字代込みです。

CS-1
社名板

株式会社○○○○

W200×H150
￥1,760

UA-4 
貴名受

（単位：mm）

※SY-1、SY-2の展示台の
　お申込みが必要です。
高さ調整可

￥3,300

￥6,600￥6,600

￥3,300

￥2,640￥3,520

￥4,400

￥5,280

￥4,400 ￥11,000

￥6,160 ￥1,760 ￥2,640 ￥4,400

a: 大 ￥4,950
b: 中 ￥3,850
c,d: 小 ￥2,420

A:B1　B:B2　C:A1　D:A2
￥1,760

φ360×H440
￥770

※こちらは多少の
　キズ・サビ等が
　ございますので
　ストックルーム用として
　お使いください。
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レンタル備品のご案内スマート装飾プランのご案内

● 展示台等は、システムパネル仕様の白色になっております。また、展示台等に色付けする場合は、別途お見積りいたします。
● 展示台にのせる製品などは、50kg以内でお願いします。（50kgを超える場合はご相談ください。）　● 下記表示料金は、会期中のレンタル料金（税込）です。
● 備品のレイアウト（設置場所）は、レンタル備品申込書にご記入ください。　● お申し込みの内容によっては、別途施工費が発生する場合がございます。
● 本パンフレットに掲載している備品以外もお選びいただけます。詳しくは（株）工芸社までお問合せください。

レンタル備品ご案内

SY-4A,B
展示台

SY-3A,B
展示台

a：W990×D495×H1000 
b：W990×D495×H800
￥14,300

（単位：mm）

a：W700×D700×H1000 
b：W700×D700×H800
￥13,200

（単位：mm） SY-5A,B
展示台

a：W990×D700×H1000 
b：W990×D700×H800
￥15,400

（単位：mm） SY-6A,B
展示台

a：.W990×D990×H1000
b：.W990×D990×H800
￥18,700

（単位：mm） SY-8A,B
1/4R展示台

a:W495×D495×H1000
b:W495×D495×H800
￥13,200

（単位：mm）SY-7A,B
三角展示台

a：W495×D495×H1000 
b：W495×D495×H800
￥8,800

（単位：mm）

SY-14
アコーディオンドア

W1000×H2700 ※鍵付き
￥22,000

（単位：mm）SY-12
パラペット

W1000×H300
￥3,300 白仕様

（単位：mm）

パラペット

※1mあたりの
　価格です。

SY-13
ドア

W1000×H2700 ※鍵付き
￥27,500

（単位：mm）SY-11
壁面パネル

W1000×H2700
￥11,000

（単位：mm）

壁面パネル

CS-5
壁面カラーパネル

W1000×H2700
￥7,700

（単位：mm）

壁面カラーパネル
※既存壁面に追加
　される価格です。

CS-4
光るパラペット社名サイン

※コンセントをお申込みください。
※印字代込みです。
※別途取り付け作業費が
　発生いたします。
￥22,000～　1ブース（例）

消費電力：60W

PK-1
パンチカーペット

W3000×D3000
1ブース ￥24,200

（単位：mm） UN-105 
受付カウンター（中棚付）

W650×D450×H900
￥11,000

（単位：mm）CS-2 社名サイン

H50   1文字 ￥770
H100 1文字 ￥1,430
H150 1文字 ￥2,310

（単位：mm）

JMA
※色見本P.11参照
※壁などに貼ってご利用いただけます。

PW-33A
三つ折りパーテーション

W1800×H1730
アイボリー、デコラ板
フレーム：アルミ、キャスター付
￥11,000

（単位：mm） G-44
鏡面ケース

※コンセントをお申込みください。
外寸：W1200×D600×H920
内寸：W1140×D510×H600
照明（スリムライン）
￥17,600 ※鏡付

（単位：mm） UN-106B 
受付カウンター（中棚付）

W900×D450×H940
￥7,480

（単位：mm）

UE-34
コーヒーマシン＋コーヒーセット

100杯分
コーヒー豆／カップ／マドラー
ミルク／砂糖
￥25,960

コンセントを
お申込みください。
（100V 1500W）

AV-2 
40型液晶テレビ

※コンセントをお申込みください。
￥118,800
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

AV-1 
32型液晶テレビ

UE-61
ウォーターサーバー

W340×D360×H610 ￥13,200
UE-62 ミネラルウォーター
3ガロン（11.4リットル） ￥3,080

（単位：mm）

※コンセントをお申込みください。
￥102,300
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

￥11,000
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

AV-4 
ヘッドセットマイク

￥22,000
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

AV-3 
スピーカー+アンプセット

￥6,600

M-63
姿見

￥6,600

UT-30A
台車

※コンセントをお申込みください。
￥22,000
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

AV-5 
ブルーレイプレイヤー

AV-6 
ディスプレイスタンド

￥16,500
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

AV-7 
32～70型 汎用壁掛金具

￥11,000
※別途取り付け作業費（33,000円～）が
　発生いたします。

UE-29,30,31 冷蔵庫
コンセントをお申込みください。

29/大：170ℓ
（100V 150W）
￥22,000
30/中：100ℓ～106ℓ
（100V 100W）
￥17,600
31/小：70ℓ～74ℓ
（100V 70W）
￥13,200

UO-37A
ホワイトボード

ST-265
ラウンジセット

（単位：mm） CS-3
LEDライト解説パネル

含まれているもの：レンタルLEDパネル
※アドビイラストレーターで完全原稿データを
　ご提出いただく必要があります
※データ作成がある場合は別途有料
※LEDパネル用にコンセントを1個別に申込みが
　必要です。
※本体フィルム別途
A3 : ￥13,200～
A2 : ￥17,600～
A1 : ￥22,000～

T-217B
カラーテーブル黒

W800×D800×H720 
￥6,600

（単位：mm）

C-421
アジャストパイプベンチ

板面 W1800×H900
￥11,000 ￥11,000

（単位：mm）

T-128
カウンターテーブル

φ600×H1000 
￥7,480

（単位：mm） UN-108,110 
ユニットカウンター（中棚なし）

（単位：mm） ST-047A,B
カフェセット

イス　A:ホワイト　B：ネイビー 
￥18,480

C-231A,B,C,E
カウンターチェア

a：SH540 b：SH600 
c：SH700 e：SH800 
￥4,400

（単位：mm） M-31A,B
トルソー

a b c e

S-70
ディスプレイスタンド

W1200×D900×H700～1050
￥11,000

（単位：mm）

UN-108:W1200×D600×H800
UN-110:W1500×D600×H800
￥11,000

W1200×D350×H420、510、600
※高さ調整機能付
￥6,600

A:紳士
B:婦人
￥7,480

● お申込み1ブースの場合は下記より6点まで、2ブースの場合は14点までお選びいただけます。
● 下記の備品は単品でも、レンタル備品申込書で申し込み可能です。
● 金額は税込です。

ベーシックプラン ［選べる備品タイプ］

100V 21W（長さ：1200mm）
￥3,300

E-1
LEDスリムライト

UO-162
多目的BOX

100V 15W
￥3,850

E-2
スポットライト

100V
￥3,300

E-5
コンセント

100V 15W
￥4,400

E-3
アームスポットライト

お申込の際はご利用の
電気容量を必ずご記入ください。

a：W495×D495×H1000 
b：W495×D495×H800
￥9,900

SY-1A,B
展示台

（単位：mm）

a：W700×D495×H1000
b：W700×D495×H800
￥11,000

SY-2A,B
展示台

（単位：mm） SY-9
中棚

※引き違い戸のみとなります。
　合わせてSY-2展示台の
　お申込みが必要です。

SY-10
引き違い戸

C-382 
丸椅子

（単位：mm）
（単位：mm）

UN-106A 
受付カウンター（中棚付）

（単位：mm）

W900×D450×H800
￥6,600

W1000×D300
￥3,300

SY-15 棚（壁取付タイプ）
◆最大荷重：2kg◆

（単位：mm）

A:W600×D600×H600
￥3,080
B:W750×D750×H750
￥4,400

S-75A,B 
ユニットディスプレイスタンド

UO-41
多目的BOX

（単位：mm）（単位：mm）

W600×D450×H650（片扉）　
※鍵付き

W900×D600×H740（両扉）　
※鍵付き

T-220 
ダイニングテーブル

（単位：mm）

W900×D900×H700
￥5,280

T-113:φ600×H600
T-117:φ750×H600
T-121:φ900×H600
￥4,400

T-113,117,121 
カフェテーブル

（単位：mm）

ホワイト

￥1,760

UE-58
ほうき・ちりとりセット

W900×D450×H730
￥2,640

T-240
小机

（単位：mm）

T-216:W450×D450×H600
T-213:W800×D450×H600
￥2,200

T-216,213 
ラウンジテーブル

（単位：mm）

ホワイト

W420×D420×H780×SH430
￥770

C-370 
折りたたみイス

ブルー

（単位：mm）

T-234:W1200×D600×H730
T-232:W1800×D600×H730
T-235:W1800×D450×H730
￥3,520

T-232,234,235 
会議用テーブル

（単位：mm）

ホワイト

（単位：mm）

T-232、234、235用
W1800～W1200
￥3,520

UT-21a
白布(テーブル3面巻)

ホワイト

W2200×D1000（3枚）
￥3,960

（単位：mm）UT-21c 
白布(製品用白布3枚)

ホワイト

C-299
ロビーチェア

W450×D550×H740×SH350
￥2,200

（単位：mm）

a:ブルー　b:ホワイト　
c:シルバー

C-367A,B,C
スタッキングチェア

a b c

C-235A,B,C,E
カウンターチェア

A:SH430　B:SH500　
C:SH600　E:SH700

（単位：mm）

（単位：mm）

W1520×D470×H410

C-426
ベンチ

a:A4 6段　b:A4 12段　
c:B4 12段

PS-91A,B,C
カタログスタンド

a
b c

250角×H900～1800　
※パネル取付方法：
　両面テープ（パネル別）

PS-36B
パネルスタンド

（単位：mm）

A4 縦型・3段

PS-93 
卓上カタログスタンド

PS-127A,B,C,D
ポスターケース

スタンド：W500×D430×H920～1440
パネルサイズ：H600～1120
パネル厚：25mm対応（パネル別）

（単位：mm）PS-39
サインスタンド

PS-54
イーゼル

（単位：mm）S-77B
壁掛け式メッシュパネル

W900×H1800
￥5,280

クロムメッキ

（単位：mm）M-55
コートハンガー

φ400×H1810
￥4,400

W400×D480×H1020～1700
￥2,640

（単位：mm）M-58
傾斜ハンガー

クロム
メッキ

W950×D450×H950～1700
￥3,190

M-57 
シングルハンガー

（単位：mm）

（単位：mm）

φ370×H800
￥1,760

PP-66
ポールパーテーション

（単位：mm）

ホワイト、
スチール

PP-60A,B,C,D,E
ポール用チェーン

A:ホワイト　B:イエロー
C:レッド　D:ブルー　E:ブラック
￥264／m

UO-131
UO-129

UO-129:25ℓ（W220×D391×H565）
UO-131:13ℓ（φ240×H290）
￥1,760

UO-129,131 
ゴミ箱

（単位：mm） HM-1A,B,C,D 
観葉植物

a

b
c d

10号
￥4,400

UT-18
消火器

UO-43:W900×D300×H1800
UO-42:W900×D450×H1800
￥7,040

UO-42,43
スチール棚（ストックルーム用）

UO-70
手金庫

（単位：mm）

W1800×H200
板：ホワイト　
文字：選択可　
ロゴ：別途有料　
※印字代込みです。

CS-1
社名板

株式会社○○○○

W200×H150
￥1,760

UA-4 
貴名受

（単位：mm）

※SY-1、SY-2の展示台の
　お申込みが必要です。
高さ調整可

￥3,300

￥6,600￥6,600

￥3,300

￥2,640￥3,520

￥4,400

￥5,280

￥4,400 ￥11,000

￥6,160 ￥1,760 ￥2,640 ￥4,400

a: 大 ￥4,950
b: 中 ￥3,850
c,d: 小 ￥2,420

A:B1　B:B2　C:A1　D:A2
￥1,760

φ360×H440
￥770

※こちらは多少の
　キズ・サビ等が
　ございますので
　ストックルーム用として
　お使いください。
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レンタル備品のご案内

 　● 照明器具やコンセント等の配線工事の際、電気使用量の合計が1500W毎に、分岐スイッチ（分電盤・有料）が必要になります。
● 下記表示価格には、追加一次側幹線工事費・電気使用料・分電盤工事費は含まれておりません。電気器具のレンタルをお申込みの場合、
　 別途、事務局指定電気工事会社より追加一次側幹線工事費・電気使用料、（株）工芸社より分電盤工事費をご請求いたします。
● 下記表示料金は、会期中のレンタル料金（税込）です。
● 交流三相200V電源工事については別途お見積もりいたします。   

電気器具レンタル

※色見本は、印刷物の色と実際の色が若干異なりますのでご了承ください。  ご希望がございましたら、実際の色見本をお送り致します。お問い合せください。

色見本

１．社名サインカラー（文字色）

CS312（黄） CS421（緑） CS524（青） CS122（赤） CS791（黒）

２．カーペットカラー

T-18（茶） T-05（グレー） T-04（黒） T-13（オレンジ） T-01（赤） T-20（緑） T-24（濃緑） T-43（青） T-12（紺） T-02（濃赤）

３．社名板デザイン部分カラー／壁面カラー／展示台側面／パラペットカラーシート

YG80-7（黒） YG80-9
（クリーム）

※壁面のみ選択可

YG80-15（黄） YG80-17
（オレンジ）

YG80-19（赤） YG80-24（緑） YG80-28
（ライトブルー）

YG80-31（青） YG80-37（紺）

＋

※税込

※税込

電気の合計容量

100V1.5kW未満

100V1.5kW以上～3.0kW未満

100V3.0kW以上～4.5kW未満

100V4.5kW以上～6.0kW未満

電気の合計容量

1.0kWまで

2.0kWまで

3.0kWまで

4.0kWまで

5.0kWまで

幹線工事費

7,700円

15,400円

23,100円

30,800円

38,500円

電気使用料

1,584円

3,168円

4,751円

6,335円

7,920円

合計金額

9,284円

18,568円

27,852円

37,136円

46,420円

分電盤工事費

―

7,700円

10,450円

13,200円

分電盤（二次側電気工事費＋分岐スイッチ工事費）

※注1：分岐スイッチは漏電遮断機能付とします。 記載の電気使用料は、東京電力の電気料金変動により変動する可能性がございます。ご了承ください。

電気の合計容量100V1.5kW毎に、分電盤工事費が別途かかります。
（スマート装飾プランお申込みの場合、超過分のみのご請求となります。）

一次側幹線工事費と電気使用料

（交流単相100/200V、交流三相200V）
（搬入日+会期3日間）

レンタル備品（電気器具レンタル単品）をお申込みの場合、出展の手引内「電灯・電力供給申込書」をご提出ください。

100V 21W（長さ：1200mm）
￥3,300

E-1 LEDスリムライト

100V 15W
￥3,850

E-2 スポットライト

100V 15W
￥4,400

E-3 アームスポット

100V 60W
￥11,000

E-4 LEDライト

100V
￥3,300

E-5 コンセント

100V
￥4,400

E-6 アースコンセント 
お申込の際はご利用の電気容量を必ずご記入ください。

※（株）工芸社より請求 ※事務局指定電気工事会社より請求

プラン名

※別途打合せの上決定

1ブース 2ブース 3ブース （　　）ブース

プレミアムプラン カスタマイズプラン

ブース数

料金（税抜）

1. お申込みプラン  ※下記のプランよりご希望のブース数にチェック□を入れてください
※カスタマイズプランまたは下記プランのブース数以上をご希望の方は別途お問い合わせください

ベーシックプラン

¥300,000 ¥600,000 ¥900,000¥120,000 ¥240,000
¥30,000 ¥60,000 ¥90,000消費税8％ ¥12,000 ¥24,000
¥330,000 ¥660,000 ¥990,000料金（税込） ¥132,000 ¥264,000

1ブース 2ブース

おまかせ
タイプ
選べる備品
タイプ

おまかせ
タイプ
選べる備品
タイプ

A

C

B

A

C

B

A

C

B

一般社団法人日本能率協会では個人情報の保護に努めております。詳細は小会のHPに掲載いたしております個人情報保護方針をご高覧ください。今回ご記入いただきましたお客様の個人
情報は、今後の小会からの各種ご案内のために利用させていただくことがございます。また個人情報は書類、書簡発送などの依頼等で機密保持契約を締結している業務委託先に預託させて
いただくことがありますので、予めご承知おきください。

プラン名

※別途打合せの上決定

ブース数

料金（税抜）

1. お申込みプラン  ※下記のプランよりご希望のブース数にチェック□を入れてください

消費税10％

料金（税込）

【事務局使用欄】
受付 No. PJT検印 BILL SEND MEMO

必要事項をご記入、ご捺印の上、右上に記載のメールアドレスもしくはFAXにご送信ください。
● 捺印がないものは無効となります。  ● フリクション等の消えるボールペン、シャープペン、鉛筆は使用しないでください。
※本プラン料金（税込）の支払期限はご出展展示会の支払期限に準じます。期限までにお支払をいただけない場合、本プランのサービス提供が出来ない場合があります。

お申込みにあたりましては、以下のスマート装飾プランお申込み規定（以下、「本規定」という）を必ずお読みください。
上記の「ご担当者名」欄のご記入とご捺印をもって、本規定に同意したものとさせていただきます。

①本プランのお申込みは、主催（日本能率協会）が業務委託契約を締結した
施工会社が承ります。装飾の仕様や付帯レンタル備品など、またお問合せ、
会期前準備、会期中の施工や手配も一括して、同上施工会社が担当します。
②お申込みの締切りは、2021年10月22日（金）とします。
③スマート装飾プランのお申込みのみをキャンセルする場合…キャンセル
料としてWEBお申込み時同意いただいた出展規定、ならびに出展展示
会申込書裏面の出展規定（以下、「出展規定」という）第11条記載の要領
でキャンセル料をお支払いいただきます。なお、「税抜金額」は「税抜本

体価格」と読み替えて適用します。
④出展申込み自体もキャンセルする場合…③に加え、別途出展料につい
ても規定通りのキャンセル料をお支払いいただくことになりますので、
ご留意ください。
⑤ブース内の出展物の管理については出展規定第8・9条を適用します。
⑥その他、お申込みには本規定に抵触しない範囲でご出展展示会の出展
規定が適用されます。

スマート装飾
プラン

お申込み規定

基本情報

出展会社名

展示会名

所在地
〒

部課名

会期中でも連絡の
取れる携帯電話

※お分かりの場合は
　ご記入ください

TEL

ご担当者名

ブース番号

FAX

Eメール

印
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プラン名

※別途打合せの上決定

1ブース 2ブース 3ブース （　　）ブース

プレミアムプラン カスタマイズプラン

ブース数

料金（税抜）

1. お申込みプラン  ※下記のプランよりご希望のブース数にチェック□を入れてください
※カスタマイズプランまたは下記プランのブース数以上をご希望の方は別途お問い合わせください

ベーシックプラン

¥300,000 ¥600,000 ¥900,000¥120,000 ¥240,000
¥30,000 ¥60,000 ¥90,000消費税8％ ¥12,000 ¥24,000
¥330,000 ¥660,000 ¥990,000料金（税込） ¥132,000 ¥264,000

1ブース 2ブース

おまかせ
タイプ
選べる備品
タイプ

おまかせ
タイプ
選べる備品
タイプ

A

C

B

A

C

B

A

C

B

一般社団法人日本能率協会では個人情報の保護に努めております。詳細は小会のHPに掲載いたしております個人情報保護方針をご高覧ください。今回ご記入いただきましたお客様の個人
情報は、今後の小会からの各種ご案内のために利用させていただくことがございます。また個人情報は書類、書簡発送などの依頼等で機密保持契約を締結している業務委託先に預託させて
いただくことがありますので、予めご承知おきください。

プラン名

※別途打合せの上決定

ブース数

料金（税抜）

1. お申込みプラン  ※下記のプランよりご希望のブース数にチェック□を入れてください

消費税10％

料金（税込）

【事務局使用欄】
受付 No. PJT検印 BILL SEND MEMO

必要事項をご記入、ご捺印の上、右上に記載のメールアドレスもしくはFAXにご送信ください。
● 捺印がないものは無効となります。  ● フリクション等の消えるボールペン、シャープペン、鉛筆は使用しないでください。
※本プラン料金（税込）の支払期限はご出展展示会の支払期限に準じます。期限までにお支払をいただけない場合、本プランのサービス提供が出来ない場合があります。

2. 装飾仕様のご選択  ※必須　該当箇所にご記入ください

全プラン
共通

名称

基本情報にご記入の出展会社名と
異なる場合は、ご記入ください。
ご記入がない場合は、
基本情報のとおりに表示いたします。

社名板の文字色をお選びください。

文字色

文字色

プレミアム
プラン

黄 緑 青 赤 黒

指定書体・ロゴ希望

白 黒 クリーム 赤オレンジ黄
ライトブルー緑 青 紺

黄 緑 青 黒赤

白 黒 クリーム 赤オレンジ黄
ライトブルー

ライトブルー

緑 青 紺

色

黒 黄 オレンジ 緑赤
紺青

色

色

社名板

カーペット

社名

壁面

社名板
デザイン部分

展示台側面

キャッチコピー 名称

色 茶 グレー 黒 赤オレンジ
濃緑 青 紺 濃赤

緑

※ 指定書体は別途費用がかかります。（ロゴ：￥5,500［税込］～）
【ロゴをご希望の出展者様は、アウトラインをかけたイラストレーターデータを下記メール宛てにご送付ください】
株式会社工芸社 スマート装飾プラン担当宛て→ email: smart@kogeisha.co.jp

追加
電気容量

100V ／ W
200V ／ W

※ 追加容量がある場合のみご記入ください。（別途追加料金がかかります）
電気幹線工事、電気容量に関してのお問合せ先は飯田電機工業株式会社 担当：杉本・豊嶋まで
TEL:03（3521）3522  email: smart@iidae.co.jp

※ 該当するプランにお申込みの場合のみご記入ください。

※ 選べる備品タイプをお申込みの場合、P9より備品を6点まで（1ブース）・14点まで（2ブース）お選びください。

No. 備品名 数量 数量 数量No. 備品名 No. 備品名

ベーシック
プラン
選べる
備品タイプ

ベーシック
プラン

おまかせタイプ

ベーシック
プラン

両タイプ共通

3. ブース内レイアウト図のご記入  ※必須  ※3ブース以上の場合は別紙にてレイアウト提出してください

コンセント
スイッチ（分電盤）

スポットライト
アームスポットライト

2ブース記入例

コンセント100V×200W
(使用電力量記入)

コンセント100V×500W(使用電力量記入)

正面

受付台展示台H1000

応接セット隣接ブースNo 隣接ブースNo

ストック

●展示台・照明器具・コンセントのレイアウトを必ずご記入ください
● ガス、給排水等を使用する場合は、設置場所をご記入ください
● コンセントのご使用電力量をご記入ください
●隣接ブースを必ずご記入ください

注意事項！

［1ブース］ ［2ブース］

お申込みにあたりましては、以下のスマート装飾プランお申込み規定（以下、「本規定」という）を必ずお読みください。
上記の「ご担当者名」欄のご記入とご捺印をもって、本規定に同意したものとさせていただきます。

①本プランのお申込みは、主催（日本能率協会）が業務委託契約を締結した
施工会社が承ります。装飾の仕様や付帯レンタル備品など、またお問合せ、
会期前準備、会期中の施工や手配も一括して、同上施工会社が担当します。
②お申込みの締切りは、2021年10月22日（金）とします。
③スマート装飾プランのお申込みのみをキャンセルする場合…キャンセル
料としてWEBお申込み時同意いただいた出展規定、ならびに出展展示
会申込書裏面の出展規定（以下、「出展規定」という）第11条記載の要領
でキャンセル料をお支払いいただきます。なお、「税抜金額」は「税抜本

体価格」と読み替えて適用します。
④出展申込み自体もキャンセルする場合…③に加え、別途出展料につい
ても規定通りのキャンセル料をお支払いいただくことになりますので、
ご留意ください。
⑤ブース内の出展物の管理については出展規定第8・9条を適用します。
⑥その他、お申込みには本規定に抵触しない範囲でご出展展示会の出展
規定が適用されます。

スマート装飾
プラン

お申込み規定

基本情報

出展会社名

展示会名

所在地
〒

部課名

会期中でも連絡の
取れる携帯電話

※お分かりの場合は
ご記入ください

TEL

ご担当者名

ブース番号

FAX

Eメール

印

FAX：03-5801-0795 TEL：03-5801-0792
（ご質問・不明点等ありましたら、お気軽にご連絡ください）

株式会社工芸社
〒162-0824

東京都新宿区揚場町2‐26
SKビル4階

申込先2021年10月22日 必着金までお申込期限

Email：smart@kogeisha.co.jp



レンタル備品申込書

※本申込書にてお申込みをいただきましたら、（株）工芸社より「お申込確認書」を送付いたします。ご請求書は会期終了後に送付いたします。

ブース番号

出展会社名

展示会名

所在地
〒

部課名

会期中でも連絡の
取れる携帯電話

TEL

ご担当者名

FAX

Eメール

印

スマート装飾
プランを… ※該当する方にチェック□を入れてお申込みください。お申込みされた出展者様 お申込みされていない出展者様

基本情報

1. レンタル備品  ※p.10～11をご確認のうえ、数量をご記入ください

商品No. 商品名 単価 単位 金額（税込） 備考数量

※p.11をご確認の上、ご記入ください

2ブース記入例

コンセント100V×200W
(使用電力量記入)

コンセント100V×500W(使用電力量記入)

正面

受付台展示台H1000

応接セット

ストック

● 展示台・照明器具・コンセントのレイアウトを必ずご記入ください
● ガス、給排水等を使用する場合は、設置場所をご記入ください
● コンセントのご使用電力量をご記入ください

注意事項！

コンセント
スイッチ（分電盤）

スポットライト
アームスポットライト

電気容量

ガス・エアー・給排水の有無

ガスの使用

エアーの使用

給排水の使用

ブース全体の
電気容量

100V ／　　　　　　　　W
200V ／　　　　　　　　W

2. ブース内レイアウト図のご記入  ※レンタル備品単品でお申込みの方はこちらにレイアウトをご記入ください

あり 無し

あり 無し

あり 無し

※この冊子に掲載している備品以外にもお選びいただけます。詳しくは、（株）工芸社までお問い合せください

［1ブース］

［2ブース］

※3ブース以上の場合は
　別紙をご提出ください

※お分かりの場合は
　ご記入ください

FAX：03-5801-0795 TEL：03-5801-0792
（ご質問・不明点等ありましたら、お気軽にご連絡ください）

株式会社工芸社
〒162-0824

東京都新宿区揚場町2‐26
SKビル4階

申込先2021年10月22日 必着金までお申込期限

Email：smart@kogeisha.co.jp



HOSPEX Japan 2021
次世代ヘルスケアプロジェクト2021

ビルメンヒューマンフェア＆クリーンEXPO2021
第4回 香りデザイン東京

［ 会期 ］2021年11月24日　 ～26日水 金［ 会場 ］ 東京ビッグサイト

レンタル備品
のご案内

スマート装飾プラン
のご案内

展示ブースの装飾
日本能率協会の「スマート装飾プラン」

本プランは出展者様と日本能率協会（以下、ＪＭＡ）間の契約となります。ただし、会期までの本プラン打合せ、
ご質問・要望事項への対応、見積発行はＪＭＡが業務委託契約を締結した指定施工会社が担当させていただきま
す。従いまして、本プランに関し、次ページに記載のある施工会社より、直接ご連絡をさせていただく場合がござい
ます。あらかじめ、ご承知おきください。
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