
提出先

Submit To

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.

【第19回DIA日本年会2022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

レンタル備品申込書
Application for Rental Furniture / Fixtures

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.

2-1

■ 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、レンタル備品を申し込みます（以下に必要な数量をご記入ください。別紙2-2もあわせてご確認ください。）
We hereby order Rental Furniture / Fixtures as follows. (Please fill in the amount. Also see form 2-2 for other furniture)

※ レンタル備品として、電気製品をお申し込みになられた場合、別途コンセントの申し込みも必要になります。また、追加申込電気容量の増量が必要になる場合も
ございますので、ご確認ください。
Electrical power and outlet will be required separately for rental electric appliances.

カテゴリー
Category

Rental 
#

仕様等
Discription

単価 (税込)

Unit Price
数量

No. of PCS
合計

Amount

展示ブース
Exhibit booth

Type-A
ブースタイプA（パネル、カウンターテーブル、社名板）
Booth Type A (Panel, Counter table,company name )

￥196,500

Type-B
ブースタイプB（パネル、カウンターテーブル、社名板）
Booth Type B (Panel, Counter table, company name )

￥146,500

Type-C
ブースタイプC（パネル、カウンターテーブル&行燈社名板）
Booth Type C (Panel, Counter table, lightbox &company name

￥146,500

Type-D
ブースタイプD（パネル、カウンターテーブル、社名板）
Booth Type D (Panel, Counter table, company name )

￥123,500

アカデミア
Academia

Type-E
ブースタイプE（パネル、社名板 & 行燈）
Booth Type E (Panel, company name & lightbox )

￥45,500

Type-F
ブースタイプF (パネル、社名板）
Booth Type F (Panel, company name )

￥17,000

商談セット
Meeting Set

S-1
「Ａセット」カフェテーブル（白）×スタッキングチェア（白）4脚
A set  Café table (White) & 4 White stacking chairs

￥27,500

S-2
「Ｂセット」ダイニングテーブル(黒)×スタッキングチェア（黒）4脚
B set  Dining table (Black) & 4 Black stacking chairs

￥27,500

S-3
「Cセット」カウンターテーブル(白）×カウンターチェア（白）2脚
C set  Counter table (White) & 2 White counter chairs

￥25,000

S-4
「Dセット」ラウンジテーブル(黒）×ロビーチェア（黒）2脚
D set Lounge table (Black) & 2 Black lobby chair

￥36,250

2022年9月7日(水)
Sep.7(Wed)2022

mailto:DIAexhibit@advantage-inc.jp


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.

2-2

カテゴリー
Category

Rental 
#

仕様等
Discription

単価 (税込)

Unit Price
数量

No. of PCS
合計

Amount

テーブル
Table

T-1 会議テーブルD600(白) Meeting table (White D600) ￥5,750

T-2 会議テーブルD450(白) Meeting table (White D450) ￥5,750

T-3 カフェテーブル(シルバー) Café table (Silver) ￥13,750

T-4 丸テーブル (750φ) Round table (750φ) ￥10,000

チェア
Chair

I-1 折りたたみイス(パイプイス) Folding chair ￥1,000

I-2 スタッキングチェア(白) Stacking chair (White) ￥4,500

I-3 カウンターチェア(白) Counter chair (White) ￥7,000

I-4 カフェチェア Café chair ￥5,000

カウンター
Counter

C-1 受付カウンター(W900) Information counter (W900) ￥11,250

C-2 ユニットカウンター(W1200) 中棚付 Unit counter (W1200) with shelf ￥17,000

C-3 受付カウンター(W650) Information counter (W650) ￥17,000

C-4 ユニットカウンター(W1200) Unit counter (W1200) ￥17,000

パネルスタンド
Panel Stand

P-1 Lスタンド L-stand ￥10,000

SS-1 サインスタンド250角 Sign stand 250 square base ￥4,500

SS-2 サインスタンド350φ Sign stand 350φ round base ￥7,500

その他
Others

CS-1 カタログスタンド(A4 12段) Catalogue stand (A4 12 shelves) ￥10,000

CS-2 卓上カタログスタンド Tabletop catalog stand ￥3,000

R-1 ラック (W900) Rack (W900) ￥12,500

Ou-1 100Vコンセントタップ(2口)  100V Electric outlet (2-plug) ￥5,000

L-1 パネル用LEDアームスポットライト 6W Arm spotlight for panel 6W ￥7,500

L-2 パネル用LEDライト (45W) LED light for panel (45W) ￥17,500

N-1 貴名受(名刺入れ) Business card case ￥7,500

Bo-1 社名版 Company name board ￥8,750

K-1 アイランドケース H740 Island case H740 ￥10,000

Cl-1 白布 White tablecloth ￥7,500

Ru-1 ゴミ箱、ゴミ袋 Rubbish bin、Rubbish bag ￥3,750

映像関係
AV equipment

M-1 42型液晶テレビセット 42”LCD Monitor TV Set ￥137,500

M-2 32型液晶テレビ 32”LCD Monitor TV ￥87,500

M-3 24型液晶テレビ 24”LCD Monitor TV ￥50,000

M-4 DVDプレーヤー DVD player ￥17,000

レンタル備品申込書
Application for Rental Furniture / Fixtures


	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_29: 
	fill_1: 
	FAX: 
	fill_2: 
	fill_28: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_9_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	fill_13_2: 
	fill_14_2: 
	fill_15_2: 
	fill_16_2: 
	fill_17_2: 
	fill_18_2: 
	fill_19_2: 
	fill_20_2: 
	fill_21_2: 
	fill_22_2: 
	fill_23_2: 
	fill_24_2: 
	fill_25_2: 
	fill_26_2: 
	fill_27: 
	fill_28_2: 
	fill_29_2: 
	fill_30_2: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	Text1: 
	Text2: 


