
提出先

Submit To

【第19回DIA日本年会展示事務局】
アドバンテージ株式会社
〒106－0044 東京都港区東麻布2-33-5 第4松坂ビル3階
TEL：03-6453-7199 Fax：03-6453-7187
Cell phone：090-1812-0385
Email：DIAexhibit@advantage-inc.jp
担 当：土田、柴田、吉野

提出期限
DEADLINE DATE

該当出展社のみ
Applicant

提出日 Submitted on：2022/ /

【19th DIA Japan 2022 Official Service Provider】
Advantage Inc.
4th Matsuzaka Building 3F, 2-33-5 Higashi-Azabu, 
Minato-ku, Tokyo 106-0044 Japan
TEL : +81.3.6453.7199 Fax:+81.3.6453.7187 

提出書類 Form

No.

※原本を郵送される場合は、複写して「控え」を保管してください
Please keep a copy of this form for your records.

インターネット回線申込書
Application for Internet Access

出展社名
Company Name

小間番号
Stand No.

担当者部課名
Title:Division

担当者名
Contact Person

住所
Address

〒

TEL FAX

E-mail 携帯電話
Cell Phone No.

1-1

■ 申請担当者情報 / Exhibitor’s Information ※本書類の申込担当者の情報をご記入ください

■ 下記の通り、会期中＜10月9日(日）10:00 から10月11日(火)まで＞、インターネット接続回線の取付を申し込みます
We hereby order the Internet connection during the exhibition < Oct. 9th (Sun.) 10:00 - 11th (Tue.) >

■ 注意事項
• 弊社で提供するインターネット接続サービスは、通信キャリア/プロバイダーが提供するベストエフォートサービスを利用しています。そのため、弊社で

は回線速度の保証および、当該回線障害/プロバイダ障害による補償は一切いたしかねます。サービスの詳細は、ホームページ上の各通信キャリ
ア/プロバイダーの約款を参照願います。

• IPアドレスはルーターからの自動取得となります。
• LANケーブルは付属しておりません。終端装置からPCまでのLANケーブルは出展社様にてご用意ください。
• PCを5台以上接続する場合は、別途HUBをご用意ください。
• プロバイダではSPAM対策のためOP25B(Outbound Port 25 Blocking)が設定されており、25番ポートを使用したEメール送信はできません。

Eメール送信の際は587番ポートやVPNを使用して送信していただくようお願いいたします。
• 各出展社様において、Windows Updateやアンチウイルス等のセキュリティ対策、情報漏洩対策を必ず行ってください。弊社では一切の責任を

負いかねますのでご注意ください。

■CAUTION
LAN Cable is not included. Please prepare the cable by exhibitors, or additionaly order them in the form below.If you are
connecting more than 5 PCs, please prepare for additional switching HUB, or order them in the form below as well.

インターネット接続回線 取付工事費
Internet Line Installation and Connection Fee

数量
Quantity

合計(税込）
Total(TAX Included)

インターネット接続回線
FLET’S HIKARI (Optical Internet) 

￥206,000（税込）
JPY 206,000（TAX Included)

× 回線 =￥

× Lines =JPY

8ポートHUBレンタル
8 Port switching HUB rental

￥ 5,000 （税込）
JPY 5,000 (TAX Included)

× 個 =￥

× Pcs =JPY

LANケーブル レンタル（2ｍ/5ｍ）

LAN Cable rental (2m/5m)

￥ 260 （税込）
JPY 260 (TAX Included)

× 本 =￥

× cables =JPY

2022年8月19日(金)
Aug.19(Fri)2022
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■ 申請担当者情報 / Exhibitor’s Information ※本書類の申込担当者の情報をご記入ください

■ 注意事項
回線取付希望位置を、貴社ブース図面に明記の上、本申込書と共にご提出ください。
通路及び隣接小間出展社名も必ずご記入ください。
貴社ブース図面がお手元にない場合は、下記にブース略図面及び回線取付希望位置をご記入ください。

Please indicate the desired location of Internet Access Point. Either attach a separate sheet of floor plan or draw in
the space below, indicating the location of the Internet Line Installation. Please be sure to indicate neighbor stand
and aisles that adjacent to your stand space.

別紙図面アリ
Attach a separate sheet (Floor Plan)

現時点で取り付け場所未定のため、右記日にちまでに送付します
Will infrom by the date on the right as it has not been decided yet.

月 日

隣接小間
Neighbor Stands

小間内略図
Floor Plan

隣接小間
Neighbor Stands

ブース正面＜Frony>

2022年8月19日(金)
Aug.19(Fri)2022
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