
■オプションリストを参考に《提出書類4》「オプション申込書」《提出書類5》「電気関係申請書」に必要数を記入して
ください。撤去時は、備品をブースにて返却してください。

■表示金額（2日間：運搬費含む）は消費税別となっております。※備品の搬入は24日及び25日に順次行います。
■備品は数量に限りがあります。仕様等の変更をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
■備品の変更、キャンセル等については10月17日(月)までとさせていただきます。それ以降のキャンセルについて
は全額ご負担いただきますのでご了承ください。尚、期日以降の追加注文については別途手数料がかかりますの
でご了承ください。

■下記表以外（パソコン、プラズマディスプレイ、プロジェクター、ビデオ、パワーポイント及び印刷物の作成等）や電
話回線、給排水等については事務局代行までお問い合せください。

■受付スタッフや運営補助スタッフについてもご相談ください。

1. 申込にあたって 《提出書類4》「オプション申込書」《提出書類5》「電気関係申請書」にて申請してください。

2. オプションリスト
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Ａ.備品・装飾関連
01 折りたたみ椅子
  ¥400

02 スタッキングチェア
         ¥1,000

※（ ）内の単位はmmです。

03 カウンターチェア
      ¥2,500

14 喫茶テーブルセット
     イス×4、テーブル（W450×D850×H600）
   ¥8,000

04 丸テーブル（小）
　　（600φ×H600）  
　　　　　　　　¥2,600

05 丸テーブル（大）

　　（750φ×H600）  

　　　　　　　　¥2,800

06 長テーブル（小）（W1,200×D450×H700） ¥1,600

07 長テーブル（中）（W1,500×D450×H700） ¥1,800

08 長テーブル（大）（W1,800×D450×H700） ¥2,000

09 白布（W2,400×D1,500）　¥1,500

13 システムパネル展示台（中）
 （Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750）
   ¥8,000
12 システムパネル展示台（大）
 （Ｗ990×Ｄ700×Ｈ750）
   ¥10,000

11 システムパネル引き戸付展示台（中）
 （Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750）
   ¥13,000
10 システムパネル引き戸付展示台（大）
 （Ｗ990×Ｄ700×Ｈ750）
   ¥17,000
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※上記以外のサイズも
　ございますので
　お問い合わせください。
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15 受付カウンター（中）
　　（W900～1,000×D600×H900）
   ¥8,000

16 受付カウンター（大）
　　（W1,200×D600×H900）
   ¥9,000

※その他の仕様もございますので
　お問い合わせください。

21 三つ折りパーテーション
　　（W1,860【620×3】×H1,720）

¥7,000

22 名刺受用盆 23 貴名受箱

28 メッシュパネル
　　（W900×
　　 H2,120）

29 フラワーボックス（鉢植別）
　　（W900×D250×H800）
        ¥7,000

30 フラワーボックス用鉢植
　　（4鉢セット）
 ¥3,000

32 観葉植物（中）
　　（約70cm～80cm）
　　　　　　　¥3,000
31 観葉植物（大）
　　（約170cm～180cm）
　　　　　　　¥4,000

33 屋内用ロープスタンション（白）
　　（1本380φ、H1,000）
   ¥2,000

34 プラチェーン
　　（白、1m単位）　　　　¥300

35 グレーロープ
　　（1m単位、金具付）　　¥600

36 ベルトスタンション【ベルト：ブルー】
　　（ベース300φ×H940、ベルト2m）
   　　　　　¥6,000

24 卓上カタログスタンド
　　（W230×
　　 D260×H560
　　 : A判1列5段）

25 カタログスタンド
　　（W250×H1,650:A判1列12段）
   ¥5,000

26 ユニバーサルスタンド
　　※パネルサイズ
　　　　（W510～800×H350～1,100）

27 イーゼル
　　※パネルサイズ
　　　　（W350～1,200、 H1,000以下）

18 システムパネル受付カウンター（中）
 （Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750）
   ¥13,000

17 システムパネル受付カウンター（大）
 （Ｗ990×Ｄ700×Ｈ750）
   ¥17,000
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厚さ34mmまで
重量：約3kgまで

厚さ23mmまで　重量：約3kgまで

¥1,000

¥4,000 ¥3,000 ¥6,000

糸入り透明側幕
（W3Ｋ サイズ） 
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 ¥3,500

¥1,500

¥2,000

¥2,500

糸入り透明側幕
（W2Ｋ サイズ）
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糸入り透明側幕



48 フレッツADSL 
　　（プロバイダー料《OCN》・パソコン設定料含む）   ¥38,000

46

41 パンチカーペット

・Ａタイプ（3m×3m）ブースサイズ[9m2]     ¥14,400
・Ｂタイプ(5.4m×3.6m）ブースサイズ[19m2] ¥30,400
・Ｃタイプ(2.7m×3.6m)ブースサイズ[9.5m2] ¥15,200
　※その他のサイズは別途お見積をさせていただきます。
　※後日パンチカーペットの色見本をお送りしますので、ご希望の色
　　（青系、グレー系、緑系、赤系等）を《提出書類3》「オプション申込
　　書」にて指定してください。

・Ａタイプ（3m×3m）パネルサイズ            ¥78,750
・Ｂタイプ(5.4m×3.6m）パネルサイズ ¥19,600
・Ｃタイプ(2.7m×3.6m)パネルサイズ ¥14,000
　※その他のサイズは別途お見積をさせていただきます。
　※後日システムパネル専用シートの色見本をお送りしますので、
　　ご希望の色（青系、グレー系、緑系、赤系等）を《提出書類3》「オ
　　プション申込書」にて指定してください。

　※

※危険物を持ち込まれる場合必ず設置してください。

※パネル固定用、１枚分（約30mm×20mm：4枚） ※パネル吊り下げ用、１枚分

※パラペットに出展者名の指定文字使用した場合の金額になります。
　その他の場合は仕様により異なりますので、後日御見積を提出
　させていただきます。

※パラペットに出展者名のマークを使用した場合の金額になります。
　その他の場合は仕様により異なりますので、後日御見積を提出
　させていただきます。

システムパネル壁色変更

43 出展者名指定文字使用  ¥6,000 44 出展者名指定マーク使用　　　　¥6,000

39 マジックテープ   ¥1,000 40 チェーンセット       ¥800

その他 展示台等やパネル・看板の作成など、リストに無い備品も承りますのでご相談ください。仕様等を提出して頂ければ、別途
お見積もりさせていただきます。

37 消火器（10型）   ¥2,000 38 フォークリフト（2t） 　　　　 ¥5,000／30分37
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01 アームスポット（100W）
  　　 ¥3,000

04 コーヒーメーカーセット
 100人分（1,100W）
  ¥12,000

03 簡易音響セット（60W）
  ¥15,000

●付属品
フィルター、コーヒー豆、カップ
カップホルダー、スプーン、ミルク
シロップ

●仕様
カセットデッキ、アンプ
有線マイク付02 蛍光灯（40W）　¥3,000

08 HiFiビデオデッキ（30W）
  ¥3,000

Ｂ.電気関連 ※（ ）内は、使用Ｗ数です。全て100V仕様です。

45 追加コンセント
　　　1個につき2口　￥3,000
10
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※レフ球

※B電気関連のオプションは〈提出書類5〉に記入してください。

05 20インチ卓上液晶テレビ
     （66W）　　　　　  ¥12,000

06 32インチ液晶テレビ
     （169W）　　　　　¥25,000

07 40インチ液晶テレビ
     （171W）　　　　　¥40,000

47 フレッツ光ネクストファミリー
　　 （プロバイダー料《OCN》・パソコン設定料含む）   ¥48,000 
45

※ＬＡＮケーブル・ＨＵＢは別途となります。 ※ＬＡＮケーブル・ＨＵＢは別途となります。

※自立スタンドもご用意しております。
　◎32～46インチ対応自立スタンド　¥7,800

オプションについて
建設技術フェア2011 in 中部9

09 DVDプレイヤー（30W）　
  ¥3,000

09

※上記写真とメーカー、デザイン
等が異なる場合がございます
のでご了承ください。

　　その他

リストに無い照明器具、パソコン用
のモニター、プラズマディスプレイ
、プロジェクター等の備品も承りま
すのでご相談ください。
仕様等を提出して頂ければ、別途
お見積もりさせていただきます。
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インターネット関連オプション　※こちらの申込は、９月２２日（木）締切りとさせて頂きます。
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