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●レンタルスタンド料金表（消費税別）

 Aタイプ　　　　　 Bタイプ　　　　　Cタイプ　　　   ネイル小間専用タイプ

※消費税を別途申受けます。
※上記は、小間装飾のみの料金です。ご出展には別途出展料金がかかりますのでご注意ください。

1小間(9㎡) 　  ¥107,500 　　　         ¥130,500 　　     ¥145,000 　　　      ¥99,000 (4㎡)
2小間(18㎡) 　  ¥152,500                 ¥189,500               ¥203,000                ¥156,000 (8㎡)
3小間(27㎡) 　  ¥219,500                 ¥270,500               ¥282,500                ¥212,000 (12㎡)
4小間(36㎡) 　  ¥246,500                 ¥342,500               ¥372,500               ¥262,000 (16㎡)

●レンタルスタンド料金に含まれるもの

 Aタイプ　　　Bタイプ　　　 Cタイプ　   ネイル小間専用タイプ

● ● ● ●

● ̶ ̶ ●

● ●

● 　●※5 ● ●
● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ●

● ● ● ̶
● ● ● ̶
● ● ● ●

̶ ● ● ̶

̶ ̶

̶ ̶ ̶ ●

1小間につき3灯

パンチカーペット（グレー）
パンチカーペット（7色より選択可能）※1

●青 ●赤 ●オレンジ ●黄 ●茶 ●ピンク ●グレー

システム壁面パネル（H2.7m）
社名板（社名、小間番号） 
小間番号表示ボ—ド
LEDスポットライト（15W） 
2口コンセント（100V／1kW）※2

一次幹線工事・電気使用料金（100V／1kW）
※設定容量超過分は別料金が発生します。

ごみ箱
小間内清掃 （2月6日-7日）
施工・撤去費用
選択オプション備品（下記いずれか1セット）※3

a)カフェテ—ブル＆アームレスチェア3脚
b)受付カウンター＆カウンターチェア1脚
展示台&アームレスチェア2脚※4

※1　パンチカーペットの色見本をご希望の方は（株）フジヤまでお問合せください。
※2　2小間以上はコンセントが2口／2カ所になります。
※3　1～3小間の場合はどちらか1セット。4小間以上の場合は、各1セットずつ、またはどちらか一方を2セットご利用いただけます。
※4　1～3小間の場合は椅子が2脚、4小間以上の場合は、椅子が4脚となります。
※5　【オプション】内照タイプ社名板1枚につき18,000円（消費税別）
※　角小間の場合もレンタルスタンドの料金は同じです。
※　隣りあわせの小間が両者ともレンタルスタンドをご利用の場合、1枚のパネルを共有していただきます。

●レンタルスタンドをご利用いただいた場合、スタンドの施工から撤去まですべて（株）フジヤが
　行いますので、出展製品を持込むだけで、経済的かつ効果的な展示が可能です。
●普通小間では下記のA～Cタイプ、ネイル小間ではネイル小間専用タイプをご利用いただけます。
●それぞれのタイプに含まれている備品以外にも、オプション備品のオーダーが可能です。

レンタルスタンドのご案内（普通小間・ネイル小間でのご出展の場合）
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A
タイプ

レンタルスタンド
ごみ箱

2口コンセント
(100V/1kW)

LEDスポットライト
(15W)

社名板(社名、小間番号)

パンチカーペット
（グレー）

小間番号
表示ボード

※1　角小間への通路面サイドパネルは設置されません。
※2　社名板：ゴシック体（ロゴなどの特殊文字につきましては、別途有料で対応いたします。）
※3　一次電気幹線工事および電気使用料金を含みます。ただし、照明器具を追加した場合、
　　 ［。すまりかか途別が金料用使気電・事工線幹気電次一 1kW＝11,500円（消費税別）］
※4 ルアュニマ展出「、は置位置設のトイラトッポスDEL　 」内の
　　  ［小間内レイアウト申請書］ にてお申込みください。

B
タイプ

レンタルスタンド

ごみ箱

2口コンセント
(100V/1kW)

LEDスポットライト
(15W)

社名板(社名、小間番号)
a)カフェテーブル＆アームレスチェア3脚 or 
b)受付カウンター＆カウンターチェア1脚

※1　角小間への通路面サイドパネルは設置されません。
※2　社名板：ゴシック体（ロゴなどの特殊文字につきましては、別途有料で対応いたします。）
※3　一次電気幹線工事および電気使用料金を含みます。ただし、照明器具を追加した場合、
　　 ［。すまりかか途別が金料用使気電・事工線幹気電次一 1kW＝11,500円（消費税別）］
※4　LED ルアュニマ展出「、は置位置設のトイラトッポス 」内の
　　  ［小間内レイアウト申請書］ にてお申込みください。
※5　【オプション】内照タイプ社名板1枚につき18,000円（消費税別）

パンチカーペット（色選択可）

小間番号
表示ボード

30
00

3000

30
00

3000

■2小間 ■3小間

■2小間 ■3小間

Company name

Company nameCompany name

No.123 Company nameNo.123

No.123 No.123
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パンチカーペット
（グレー）

C
タイプ

レンタルスタンド

ネイルレンタルスタンド

2口コンセント
(100V/1kW)

LEDスポットライト
(15W)

社名板
(社名、
小間番号)

展示台

アームレスチェア

※1　角小間への通路面サイドパネルは設置されません。
※2　社名板：ゴシック体（ロゴなどの特殊文字につきましては、別途有料で対応いたします。）
※3　一次電気幹線工事および電気使用料金を含みます。ただし、照明器具を追加した場合、
　　 ［。すまりかか途別が金料用使気電・事工線幹気電次一 1kW＝11,500円（消費税別）］
※4　LED ルアュニマ展出「、は置位置設のトイラトッポス 」内の
　　  ［小間内レイアウト申請書］ にてお申込みください。

20
00

2000

ごみ箱

2口コンセント
(100V/1kW)

LEDスポットライト
(15W)

社名板
(社名、小間番号)

パンチカーペット
（色選択可）

■2小間 ■3小間

※1　角小間への通路面サイドパネルは設置されません。
※2　社名板：ゴシック体（ロゴなどの特殊文字につきましては、別途有料で対応いたします。）
※3　一次電気幹線工事および電気使用料金を含みます。ただし、照明器具を追加した場合、
　　 ［。すまりかか途別が金料用使気電・事工線幹気電次一 1kW＝11,500円（消費税別）］
※4　LED ルアュニマ展出「、は置位置設のトイラトッポス 」内の
　　  ［小間内レイアウト申請書］ にてお申込みください。 a)カフェテーブル＆アームレスチェア3脚 or 

b)受付カウンター＆カウンターチェア1脚

小間番号
表示ボード

小間番号
表示ボード

D495 D495

■3小間■2小間
Company nameNo.123 Company nameNo.123

�



●Bタイプ［カラーバリエーション］

青 赤 オレンジ 黄

茶 ピンク グレー

青 赤 オレンジ 黄

茶 ピンク グレー

●Cタイプ［カラーバリエーション］

下記 7色よりアクセントカラーの選択が可能です。

下記 7色よりアクセントカラーの選択が可能です。

�



●特別出展エリアNEXT装飾に関して 
●パッケージ装飾の料金は出展料金に含まれております。
●パッケージ装飾に含まれている備品などは下記をご参照ください。
●パッケージ装飾に含まれている備品以外にも、オプション備品のオーダーが可能です。
●壁の高さ（2.7m）を越えての装飾はできません。
●ブースの上から追加で装飾いただくことは可能です。
　　原状復帰し、装飾規定にのっとったうえで、施工図面（平面図および立面図）を期日までにご提出
　　ください。
●エリア・ゾーンの統一を図るため、下記は禁止です。
　・パラペットを外す
　・社名板を取換える
　・小間番号ボードを取外す
　・壁面パネル・支柱・カーペットのカラーを変更する

●
●

●
●

●

●

●

1小間につき3灯

パンチカーペット（グレー）
システム壁面パネル（

ー壁面シート貼り
H2.7m）

社名板（社名、小間番号） 
小間番号表示ボ—ド
LEDスポットライト（15W） 
2口コンセント（100V／1kW）※1

一次幹線工事・電気使用料金（100V／1kW）
※設定容量超過分は別料金が発生します。

小間内清掃（2月6日-7日）
●ごみ箱

●施工・撤去
※1　2小間以上はコンセントが2口／2カ所になります。
※　 角小間の場合は通路側サイドパネルは設置されません。
※　 隣接小間側のサイドパネルは1枚のパネルを隣接の出展者様と共有していただきます。
※　 システム壁面パネルには、釘、ビス、接着剤等直接打ちこみ・ねじ込みおよび貼付けできません。

●パッケージ装飾料金に含まれるもの

特別出展エリアNEXTでのご出展の場合

●特別出展エリアNEXT

※1　角小間への通路面サイドパネルは設置されません。

※3　一次電気幹線工事および電気使用料金を含みます。ただし、照明器具を追加した場合、
　　 ［。すまりかか途別が金料用使気電・事工線幹気電次一 1kW＝11,500円（消費税別）］
※4 ルアュニマ展出「、は置位置設のトイラトッポスDEL　 」内の
         ［小間内レイアウト申請書］ にてお申込みください。

LEDスポットライト(15W)

2口コンセント
(100V/1kW)

パンチカーペット（グレー）社名板
(社名、小間番号)

小間番号
表示ボード

）可不更変（。すまりなに体クッシゴは記表板名 社　※2

�



※消費税を別途申受けます。
※下記以外の備品は、直接（株）フジヤまでお問合せください。

●オプション備品  Optional furniture   

テーブル・イス /  Tables ＆ chairs

A-1 折り椅子 
Folding chair（blue） 

 A-2 アームレスチェア
Armless  chair（pink）  

W420 X D460 X H780 X SH430 W500 X D500 X H750 X SH425 

￥600  500￥   

 

 

A-5 
A-6 
A-7 

カフェチェア／Cafe chair  

white（A-5）/black（A-6）/red（A-7）
   

 

A-8 

 

ハイカウンターチェア 
Counter high chair（black）  

W520 X D500 X H800 X SH430 W350 X D350 X H850 X SH620 

4,000￥3,200￥
A-9A 
A-9B 
A-9C 
A-10A 
A-10B 
A-10C 

カウンターチェア／Counter chair 
white（A-9A,B,C） 
black（A-10A,B,C）   

 
A-11A
A-11B
A-11C 

パイプベンチ 
Pipe bench（white）

350 X H650 X SH450(A) OR 

550(B) OR 700(C) 
150 X W1500 X  

H400(A) / 500(B) / 600(C) 

6,000￥ ￥3,500
A-12  

A-13 
A-14 

スツール／Stool  
white（A-12）/ black（A-13）/
red（A-14）

 
B-2 

B-3 

会議テーブル 
Table（white）

 

320 X H450   
W1800 X D600 X H700(B-2) 
W1500 X D450 X H700(B-3) 

3,200￥ ￥600

B-8 

 

カフェテーブル 
Cafe table （white）

 B-11 

B-12 

カフェテーブル／Cafe table  
white（B-11）/ black（B-12）

 

750 X H600 900 X D600 X H700 W
6,000￥4,500￥

B-14 受付カウンター 
Reception counter （white）

 B-15 

 

受付カウンター 
Reception counter （white）

 

W900 X D450 X H800 W650 X D450 X H900 
 9,000￥8,000￥

C-1 

 

カフェセット／Cafe table and 
chair set（white）  C-2 応接セット／Meeting table and 

chair set（white）
 

15,600￥26,800￥

ディスプレイ備品  / Display equipment

D-1 

 

パネルスタンド 
Panel stand（white）

 D-2 

 

ユニバーサルスタンド 
Universal stand

 

W400 X D400 X H900 – 1700 W475 X D450 X H1120 – 1800 

￥2,000 ￥5,000 

D-3 

 

カタログスタンドA4  12段  

Catalogue stand
 D-4 

 

カタログスタンドA4  11段3面 
Catalogue stand 

 

W450 X D575 X H1635 360 X H1540 

12,000￥5,600￥
D-5 
 

卓上カタログラック 
Desk catalogue rack

 D-6 

 

貴名受 
Business card box

 

W224 X D120 X H280  
1,200￥2,000￥

D-7 
 

傾斜ハンガー 
Tilted hanger rack

  

￥3,000 

�
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鍵付き

※I-1～6は、別途一次幹線工事費・電気使用料金がかかります。／I-1～6 require additional power supply installation and electricity fee. 

システムオプション / Partition unit＆display counter

F-1 

 

パネルユニット 
Panel unit

 

F-2 

 

ドアユニット 
Door unit（w/key）  

H2700 X W990 H2700 X W990 
12,000￥6,000￥

F-3 

 

カーテンユニット 
Curtain unit  

F-4A  

F-4B  

F-4C
 

展示台 
Display counter  

H2700 X W990 W990 X D495 X  
H500(A)/750(B)/900(C) 

 13,000￥ 6,000￥

F-5A  

F-5B
F-5C 

展示台 
Display counter  

F-6A  

F-6B  

F-6C

1/2R展示台 
1/2  Semicircular 
display counter

 

W990 X D700 X 

H500(A)/750(B)/
900(C) 

W495 X D495 X 

H500(A)/750(B)/900(C) 

8,000￥20,000￥
F-9A  

F-9B  

F-9C 
 

引戸タイプ展示台
（鍵付） 
Display counter
（w/key）

 F-10 

 

棚板 
Flat wood shelf   

W990 X D495 X 

H500(A)/750(B)/
900(C) 

W990 X D300 

4,000￥18,000￥
F-11 

 

ガラス棚 
Flat glass shelf 

 F-12 

 

メッシュパネル 
Mesh panel 

 

W990 X D300  950角
8,000￥5,000￥

F-13 

 

メッシュパネル用フック 
L100（hook for mesh panel）

F-14 
 

パラペット 
Fascia

 

(5個/PCS ) W990 × H300
2,000￥1,000￥

電気器具 / Electric appliance  

I-1※  LED蛍光灯 20W  LED Fluorescent lamp 20W ￥3,500 

I-2※  

 

LEDスポットライト 15W（白色）

LED Spot light 15W

I-3※

 
 

LEDアームスポットライト15W（白色）

LED Armed spot light 15W

I-6※ 電源コンセント ￥3,200

￥￥3,500 3,700  

I-4※ 

 

ハロゲンライト300W（電球色） 

Halogen light 300W 

I-5※

 

LEDライト 60W（白色）

LED light 60W  

Outlet （2口　100V/1kW）

 

10,000￥6,500￥

※消費税を別途申受けます。
※下記以外の備品は、直接（株）フジヤまでお問合せください。
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