
2019年5月13日（月）－15日（水）
東京ビッグサイト

レンタルスタンド
オプション備品

ご 案 内

(株 ) ボックス・ワン
担当：井上・中瀬・牧野・吉田

Tel. 03-5622-7542　Fax. 03-5622-0685
E-mail. bwj@box1.co. jp

お問合せ

出展スペースの引渡しに関する注意事項

・ 本見本市は、出展スペースのみのご提供となります。
・ 出展スペースは、床境界線上にテープで小間位置を示してお渡しします。
・ 小間内カーペット、バックパネル、袖パネル、電気工事などの基礎装飾は、
・ 出展料金には含まれませんので、各出展者にて独自にご手配いただくか、
・ 本書類のレンタルスタンドをお申込みください。

　【重要】レンタルスタンドの引渡しは、搬入2日目の5月12日（日）9:00予定です。
　搬入1日目の5月11日（土）に搬入・装飾作業を行う場合には、必ず提出書類8
　【レンタルスタンド申込書】にてお申出ください。
・ また、ご要望に応じて様々なオリジナルブースの施工・組立も承っております。
・ お気軽にお問合せください。

※消費税を別途申受けます。



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）ボックス・ワンが行いますので、
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。
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。

※Platinum areaとCreative HAIRにご出展の方は、レンタルスタンド、およびオプション備品の詳細は、
別紙「Platinum area・Creative HAIR レンタルスタンド・オプション備品ご案内」をご参照ください。

ネイル小間専用タイプAタイプ Bタイプ Cタイプ

1小間（9㎡） ¥120,600 ¥146,600 ¥161,600 ¥110,000（4㎡）

2小間（18㎡） ¥176,600 ¥212,600 ¥227,600 ¥175,500（8㎡）

3小間（27㎡） ¥247,600 ¥303,600 ¥318,600 ¥241,000（12㎡）

4小間（36㎡） ¥278,600 ¥394,600 ¥422,600 ¥293,500（16㎡）
※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掛かりますのでご注意ください。
※5小間以上をお求めの方は、主催者協力施工会社 （株）ボックス・ワンまでお問合せください。

Aタイプ Bタイプ Cタイプ ネイル小間
専用タイプ

システム壁面パネル（白）H2.7m

● ●

パンチカーペットカラー 下記より選択（9色）※1
レッド

― ● ● ―

ブースラインカラー 下記より選択（9色）※1
● ●

社名板（社名、小間番号）ゴシック体 ※2 ● ● ● ●

小間番号表示ボード ● ● ● ●

LEDスポットライト20W（取付込み） 1小間につき3灯

2口コンセント（100V ）　※ 3小間以上は2カ所設置されます。 ● ● ● ●

一次側幹線工事・電気使用料（100V / 1kW） ● ● ● ●

ごみ箱 ● ● ● ―

小間内清掃（5月12日－5月14日） ● ● ● ―

施工・撤去費用 ● ● ● ●
選択オプション備品（下記[a]か[b]をいずれか1セット）
[a]カフェテーブル（B-4B）1台 & アームレスチェア（A-2B）3脚
[b]受付カウンター（B-7）1台 & カウンターチェア（A-4C）1脚
※ 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

― ● ● ―

ガラス棚付展示台1台（1小間：W700×D495×H900/2小間～4小間：W1400×D495×H900） ― ― ―●

※1  ブースラインおよびパンチカーペットカラ―の色見本をご希望の方は（株）ボックス・ワンまでお問合せください。
※2  ロゴなどの特殊文字につきましては、別途料金にて対応いたします。ご希望の方は（株）ボックス・ワンまでお問合せください。
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枚のパネルを共有させていただきます。

展示台（W700×D495×H900）2台 & アームレスチェア（A-2B）2脚 ― ― ― ●

※ 設定容量超過分は別料金が発生いたします。

パンチカーペット（ライトグレー)

― ―

――

● ● ● ●

ピンク オレンジ イエロー グリーン ブルー ライト
グレー

ダーク
グレー ブラウン

レッド ピンク オレンジ イエロー グリーン ブルー グレー ブラック ウッディ

1.5小間（13.5㎡） ¥159,000 ¥190,000 ¥200,000 ―

レンタルスタンド

料金表（消費税別）

レンタルスタンド料金に含まれるもの



30
00

3000

LEDスポットライト（20W）

ごみ箱
2口コンセント
（100V）

社名板（社名・小間番号）

パンチカーペット（ライトグレー）

※角小間の場合は通路に面したパネルは設置されません。
※社名板：ゴシック体（ロゴなどの特殊文字につきましては、別途料金にて対応いたします。）
※一次側電気幹線工事費および電気使用料を含みます。設定容量超過分は料金が発生します。
※スポットライトの設置位置につきましては、2019年 1月発送予定の「出展マニュアル」内
　[小間内レイアウト申請書 ]にてお申込みください。

※角小間の場合は通路に面したパネルは設置されません。
※社名板：ゴシック体（ロゴなどの特殊文字につきましては、別途料金にて対応いたします。）
※一次側電気幹線工事費および電気使用料を含みます。設定容量超過分は料金が発生します。
※スポットライトの設置位置につきましては、2019年 1月発送予定の「出展マニュアル」内
　[小間内レイアウト申請書 ]にてお申込みください。

小間番号表示ボード

システム壁面パネル（H2.7m）

30
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3000

ごみ箱

選択オプション備品（下記[a]か[b]のいずれか1セット）
[a]カフェテーブル1台&アームレスチェア3脚
[b]受付カウンター1台&カウンターチェア1脚

行灯社名板（社名・小間番号）

パンチカーペット（色選択可）

小間番号表示ボード

2口コンセント
（100V）

LEDスポットライト（20W） システム壁面パネル（H2.7m）

1小間（9㎡）イメージ

1. 5小間（13.5 ㎡）イメージ 3小間（27㎡）イメージ

1小間（9㎡）イメージ

1. 5小間（13.5 ㎡）イメージ 3小間（27㎡）イメージ

Ａタイプ

Ｂタイプ



※角小間の場合は通路に面したパネルは設置されません。
※社名板：ゴシック体（ロゴなどの特殊文字につきましては、別途料金にて対応いたします。）
※一次側電気幹線工事費および電気使用料を含みます。設定容量超過分は料金が発生します。
※スポットライトの設置位置およびガラス棚付展示台の設置場所の指定変更を希望される場合は、
　2019年 1月発送予定の「出展マニュアル」内 [小間内レイアウト申請書 ]にてお申込みください。
※ガラス棚付展示台には透明カバーは設置されておりません。ご要望の際は別途料金にて対応いたします。

※角小間の場合は通路に面したパネルは設置されません。
※社名板：ゴシック体（ロゴなどの特殊文字につきましては、別途料金にて対応いたします。）
※一次側電気幹線工事費および電気使用料を含みます。設定容量超過分は料金が発生します。
※スポットライトの設置位置につきましては、2019年 1月発送予定の「出展マニュアル」内
　[小間内レイアウト申請書 ]にてお申込みください。

2小間イメージ 3小間イメージ

LEDスポットライト（20W） システム壁面パネル（H2.7m）

30
00

3000

49
5

700

社名板
(社名・小間番号)

パンチカーペット（色選択可）

ガラス棚付展示台
ダウンライト照明（100W）
※透明カバーは設置されておりません

ごみ箱

選択オプション備品（下記[a]か[b]のいずれか1セット）
[a]カフェテーブル1台&アームレスチェア3脚
[b]受付カウンター1台&カウンターチェア1脚

2口コンセント
（100V）

小間番号表示ボード

小間番号表示ボード

小間番号表示ボード

小間番号表示ボード

20
00

2000

49
5

LEDスポットライト（20W） 2口コンセント
（100V）

社名板
（社名・小間番号）

パンチカーペット（ライトグレー）

アームレスチェア

H900

700 700

システム壁面パネル（H2.7m）

1小間（9㎡）イメージ

1. 5小間（13.5 ㎡）イメージ 3小間（27㎡）イメージ

1小間（4㎡）イメージ

2小間（8㎡）イメージ 3小間（12㎡）イメージ

Ｃタイプ

ネイル小間専用タイプ



レッド ピンク オレンジ イエロー グリーン

グレー ブラック ウッディブルー

レッド ピンク オレンジ イエロー グリーン ブルー ライトグレー ダークグレー ブラウン

Bタイプ・Cタイプに限り、下記 9色より選択が可能です。
※色見本をご希望の方は（株）ボックス・ワンまでお問合せください。

Bタイプ・Cタイプに限り、下記 9色より選択が可能です。
※色見本をご希望の方は（株）ボックス・ワンまでお問合せください。

パンチカーペットのみのご注文の場合・・・￥2,200 / ㎡ （消費税別）
Aタイプ、ネイル専用小間タイプ規定色(ライトグレー)からの色変更の場合・・・￥3,000 / 1小間 （消費税別）

Ｂタイプ /ラインナップ

Ｃタイプ /ラインナップ

レッド ピンク オレンジ イエロー グリーン

グレー ブラック ウッディブルー

ブースラインカラー【カラーバリエーション】

パンチカーペット【カラーバリエーション】



A-1

折り椅子
Folding chair

W420xD420xH780xSH430

W1200xD600xH730

¥600

D-1

時間表示サイン
[NEXT TIME] Sign

H1045

¥10,000

A-5

スツール
Stool (white)

Φ360xSH430

¥600

A-2

W460xD520xH880xSH430
A / Blue     B / White
C / Silver    D / Black

¥2,400

アームレスチェア
Armless chair
※色選択あり

A-3

W500xD520xH780xSH440
A / White    B / Black

¥5,200

カフェチェア
（座面木製）

Cafe chair (wooden)
※色選択あり

A AB B

D-4

A / ¥4,800  B / ¥5,600 

カタログスタンド
Catalogue stand
※サイズ選択あり

B-6

Φ600xH1050
A / White    B / Black

¥6,800

C D

A-4

A / W400xD450xSH430
B / W400xD450xSH500
C / W400xD450xSH600
D / W400xD450xSH700

¥3,200

カウンターチェア
Counter chair (white)

※サイズ選択あり

A B C

B-1

A / W1800xD450xH730
B / W1800xD600xH730
C / W1800xD900xH700

¥3,200

会議テーブル
Table (white)
※サイズ選択あり

B-8

A / W1200xD600xH940
B / W1500xD600xH940
C / W1800xD700xH940

¥12,000

ユニットカウンター
Dysplay counter (white)

※サイズ選択あり

C-1

¥15,600

カフェセット
Round table & chair set

 (white)

B-2

A / W1500xD600xH730
B / W1500xD450xH700

¥3,200

会議テーブル
Table (white)
※サイズ選択あり

ハイテーブル
High table (white)

※色選択あり

B-4

A / Φ750xH600
B / Φ600xH600

¥4,000

カフェテーブル
Round table (white)
※サイズ選択あり

B-5

A / Φ750xH600
B / Φ600xH600

¥4,000

カフェテーブル
Round table (black)
※サイズ選択あり

D-5

A4縦サイズ3段
W230xD200xH415

¥1,600

卓上カタログスタンド
Desk catalogue rack

B-3

¥2,400

会議テーブル
Table (white)

W900xD450xH940

B-7

¥6,800

受付カウンター
Reception counter (white)

D

・Table / 
Φ750xH600
・Chairs / 
    W490xD540xH780xSH440

C-2

¥20,400

ハイカウンターセット
High counter set

 (black)

・Table / 
Φ600xH1000
・Chairs / 
    W410xD450xH905xSH700

A / A4縦サイズ6段
     W250xD390xH1295
B / A4縦サイズ12段
     W250xD390xH1700

D-6

貴名受
Business card box

W200xH150

¥1,600

D-2

パネルスタンド
Panel stand

W250xD250xH900～1800

¥2,000

D-3

ユニバーサルスタンド
Universal stand

W450xD450xH1200～1800

¥5,200

※下記料金はすべて消費税別の価格となります。掲載品以外の備品に関しましては（株）ボックス・ワンまでお問合せください。

Optional  furnitureオプション備品

テーブル・イス（Table & chair） / ティスプレイ備品（Display equipment）



D-7

白　布
White cloth

W2200xH1000

¥1,200

E-15

シングルハンガー
Hanger rack

W950xD450xH950～H1700

¥2,400

H250～H400

¥1,500

E-1

¥2,400

アブスト 1段
（ガラス天板）

Display stand (glass)
※サイズ選択あり

E-2

¥4,500

F-1

観葉植物（小鉢）
Green (small)

H1600～H2000

F-2

観葉植物（大鉢）
Green (large)

E-10

¥6,000

¥6,500

E-12

¥4,000

姿　見
Mirror

¥2,000

E-6

A / W450xD450xH450
B / W600xD600xH600

アブスト 2段
（ガラス天板）

Display stand (glass)
※サイズ選択あり

A / W450xD450xH1035
B / W600xD600xH1335

E-3

アブスト 3段
（ガラス天板）

Display stand (glass)
※サイズ選択あり

A / W450xD450xH1470
B / W600xD600xH1920

¥10,000

E-4

アブスト 2段 2列
（ガラス天板）

Display stand (glass)
※サイズ選択あり

A / W870xD450xH1035
B / W1185xD600xH1335

¥18,000

E-5

アブスト 3段 3列
（ガラス天板）

Display stand (glass)
※サイズ選択あり

A / W1320xD450xH1470
B / W1770xD600xH1920

¥8,000

ディスプレイラック2段
Display stand
※色選択あり

スチールラック
Steel shelf for stock room

¥24,000

E-9

¥4,000

消火器（10号）
Extinguisher

¥3,500

E-7

¥16,000

W900xD300xH1800

W530xD450xH1500

E-13

卓上鏡
Desk mirror

W250xD220xH460

¥640

E-14

ダストボックス
Dust box

xH290

E-11

¥23,600

コーヒーメーカーセット
Coffee maker & coffee set

F-3

プランター
Plant box

W900xD250xH700

Φ120xH480

¥11,000

E-16

ハンガー
Hanger

1本

¥120

E-17

鏡面ハイケース
Glass showcase

W900xD450xH1500

¥20,000

※側面部分ガラスなし

W465xD465xH970
A / Black    B / Wood

W910xD465xH970
A / Black    B / Wood

ディスプレイラック2段2列
Display stand
※色選択あり

E-8

W1350xD465xH970
A / Black    B / Wood

100杯分
※消費電力 / 1.5kW

ディスプレイラック2段3列
Display stand
※色選択あり

※側面部分ガラスなし※側面部分ガラスなし

※側面部分ガラスなし※側面部分ガラスなし

ディスプレイ備品（Display equipment） / ストックルーム備品（Stockroom equipment）

植　栽（Green establishment） 



G-1

パネルユニット
Panel unit

W990xH2700

W950xD300

G-3

カーテンユニット
Curtain unit

W990xH2700

G-2

ドアユニット（鍵付）
Door unit (with key)

W990xH2700

¥6,500

W786xH534

¥90,000

¥12,000 ¥6,000

H-1 H-2

G-11

¥200

¥13,000

¥6,500 ¥3,200

G-7

G-4

¥20,000 ¥18,000

¥4,000

木製平棚（白）
Flat shelf (white)

W990xH300

G-10

パラペット
Fascia

W950xD300

G-8

ガラス棚
Flat glass shelf

W950xD950

G-9

メッシュパネル
Mesh panel

¥8,000

¥2,000

¥33,000

¥5,000

L:1000

¥1,000

White

¥3,500

I-1

LED蛍光灯 20W
LED Fluorescent light 20W

White

I-4

ハロゲンライト300W
Halogen light 300W

White

I-5

コンセント（2口）
Outlet

White

I-2

LEDライト20W
LED light 20W

White

I-3

LEDアームライト20W
 LED armed light 20W

¥3,500 ¥3,700

引戸式収納(鍵付)

※専用フック別途

※設置位置・高さをご指定ください

※設置位置をご指定ください

※設置位置をご指定ください ※設置位置をご指定ください

※設置位置をご指定ください ※設置位置をご指定ください

※設置位置・高さをご指定ください

A / W990xD495xH500
B / W990xD495xH750
C / W990xD495xH900

展示台
Display counter
※サイズ選択あり

G-5

A / W990xD700xH500
B / W990xD700xH750
C / W990xD700xH900

展示台
Display counter
※サイズ選択あり

G-6

A / W990xD495xH500
B / W990xD495xH750
C / W990xD495xH900

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

※サイズ選択あり

パネル用チェーン
（2本 1組）

Chains for panel dysplay

液晶モニター32インチ
（For PC & DVD）

LCD monitor 32inch

G-12

メッシュパネル用フック
（5個 1セット）

Hook for mesh panel

A / L:200
B / L:100

音響セット
（有線ハンドマイク）

Sound system

有線ハンドマイク x1 /
アンプ x1 / スピーカー x1
Microphone(cable) x1 /
Amplifier x1 / Speaker x1

If you order electric appliances,
primary wiring cost and electric consumption fee
will be  charged additionally. (￥11,500/1kW)

※一次側電気幹線工事費および電気使用料を含みます。
設定容量超過分は料金が発生します。

※一次側電気幹線工事費および電気使用料を含みます。
設定容量超過分は料金が発生します。

If you order Electric appliances,
primary wiring cost and electric consumption fee
will be  charged additionally. (￥11,500/1kW)

※設置位置・高さをご指定ください

システムオプション備品（System fixture）

AV機器（AV equipment） 

電気器具（Electric appliances） 


