
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

電気供給申込書
Electrical Power Supply Application

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.

3

■ 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

◼ 小間内で使用する必要な電気容量を計算の上、合計容量をご記入ください
Please calculate the required electrical usage and indicate the total amount below. 

※ 1小間につき 0.5KW/単相100V の電気供給が含まれております。
Each booth originally includes 0.5KW / Single-phase 100V. 

※ 合計容量は、小数点を切り上げてご記入ください。
For the total electrical power usage, round up any decimal points to the nearest whole number. 

※ 幹線工事費は、1.0KWあたり ￥20,700 （税込） ＜幹線工事費 及び 電気使用料＞ となります
The installation cost will be JPY 20,700 per 1.0KW including Main power supply and Consumption fee. 

2022年9月7日(水)
Sep.30(Wed)2022

単相100V / Single-phase 100V 合計 Fee

出展小間数( )小間×0.5KW /Number of Booths( ) ×0.5KW KW ¥ 0

追加申込電気容量（1） /  Additional Order （1） KW ¥ ( )

合計電気容量 / Total Usage… KW Total ¥ ( )

会社名
Company Name

担当者部課名
Title:Division

担当者名
Contact Person

E-mail

住所
Address

〒

TEL FAX 携帯電話
Cell Phone No.

◼ 二次側配線工事（下記の□にチェックしてください）
Electrical contractor for secondary wiring work in the stand (Please tick the releavant box below.) 
第19回DIA日本年会2022施工事務局に工事を依頼します （パッケージブースをご利用の場合は、こちらを選択してください）

We apply to 19th DIA Japan 2022 Official Contractor. (Packaged booth exhibitors correspond to this) 

下記の電気工事業者が行います（以下にご記入ください）
We have appointed the following contractor as our electrical installer.

必ず、隣接小間を明示した電気工事設計図を添付してご提出ください
Please submit the floor plan and elevation view (Indicating neighbor stands and aisles) with this form. 


	Text1: 
	Text2: 
	Text4: 
	Text3: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text19: 
	Check Box3: Off
	Text18: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 
	Text26: 
	Text27: 
	Check Box4: Off


