
この PDF パッケージには複数のファイルが含まれています。
PDF パッケージに含まれる文書の閲覧、作業には、Adobe Reader または Adobe Acrobat の 
バージョン 8 以降のご使用をお勧めします。最新バージョンにアップデートいただくと、 
次のような利点があります。

•  効率的で、統合された PDF 表示

•  簡単に印刷

•  クイック検索

最新バージョンの Adobe Reader をお持ちでない場合

ここをクリックして最新バージョンの Adobe Reader をダウンロードできます

既に Adobe Reader 8 をお持ちの場合
この PDF パッケージ内のファイルをクリックして表示できます。

http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html




　　　レンタル備品申込書
提出書類


No.12-2


No. 仕様等 単価（税込） 数量 合計（税込） 備考・連絡欄


提出先 


応接セットA ガラステーブル、ソファーチェア


ガラステーブル、ソファーチェア


24


応接セットB 白テーブル、ソファーチェア


25


応接セットC  


26


ティーレスセットA 丸テーブル、チェア


27


ティーレスセットB ガラステーブル、チェア


A: H600


B: H700


A: シルバー


B: 白


 A: W900 x D450 x H1800


 B: W900 x D300 x H1800


A: W1200 x D600 x H800


B: W1200 x D300 x H940


W900 x D450 x H940 （中棚付）


W600 x D450 x H750


W900 x D600 x H750


A: W1800 x D600 x H730


B: W1800 x D450 x H730


C: W1500 x D600 x H730


D: W1500 x D450 x H730


28


カウンターチェア


29


ハイカウンターセットA テーブル、チェア


30


ハイカウンターセットB 


スタッキングチェア


折りたたみ椅子


メモ台付パイプイス


会議テーブル


ユニットカウンター


受付カウンター


多目的ボックス A 


多目的ボックス B 


スチール棚 


丸テーブル、チェア 


31


32


33


34


35


19


20


21


22


23


会社名


担当者名 


携帯電話


担当者部課名 


住所 〒


TEL


E-mail


FAX


※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。 


備品名


提出先 


 


該当出展者のみ 


提出期限 


2012年9月7日 （金）  


\26,250


\10,500


\43,575


\27,300


\27,300


\3,675


\3,675


\16,800


\34,650


\3,150


\630


\3,150


\3,150


\3,675


\3,675


\3,675


\3,675


\14,175


\21,525


\6,300


\12,600


\12,600


\6,300


\6,300


提出日： 2012年  月  日 


■申請担当者情報 


※本書類の申込担当者の情報をご記入ください。 


小間番号 会社名


担当者名 


携帯電話


担当者部課名 


住所 〒 


TEL


E-mail


FAX


【JA2012施工事務局】
株式会社フジアール
〒135-0064
東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京 オフィスタワー17F
Tel：03/5520-1882　Fax：03/5520-1892
E-mail: ja2012@fujiart.co.jp
担当： 鶴巻・長谷川・片山


■下記の通り、レンタル備品の申込をします。 （以下に必要な数量をご記入ください。） 


■本件に関する請求先が上記申請担当者情報と異なる場合には、以下にご記入ください。 


12-2 小計 ￥





		(数量, \7,350): 

		(合計（税込）, \7,350): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \7,350): 

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \3,150): 

		(数量, \21,000): 

		(合計（税込）, \21,000): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \21,000): 

		(数量, \9,450): 

		(合計（税込）, \9,450): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \9,450): 

		(数量, \18,900): 

		(合計（税込）, \18,900): 0.00000000

		出展者名: 

		(数量, \8,400): 

		(合計（税込）, \8,400): 0.00000000

		小間番号: 

		(数量, \7,350): 

		(合計（税込）, \7,350): 0.00000000

		担当者部課名: 

		(数量, \12,075): 

		(合計（税込）, \12,075): 0.00000000

		担当者名: 

		(数量, \12,600): 

		(合計（税込）, \12,600): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \12,600): 

		(数量, \17,325): 

		(合計（税込）, \17,325): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \17,325): 

		(数量, \9,135): 

		(合計（税込）, \9,135): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \9,135): 

		(数量, \525): 

		(合計（税込）, \525): 0.00000000

		携帯電話: 

		(数量, \315): 

		(合計（税込）, \315): 0.00000000

		会社名: 

		(数量, \2,625): 

		(合計（税込）, \2,625): 0.00000000

		担当者部課名: 

		(数量, \4,725): 

		(合計（税込）, \4,725): 0.00000000

		担当者名: 

		(数量, \4,725): 

		(合計（税込）, \4,725): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \4,725): 

		(数量, \6,300): 

		(合計（税込）, \6,300): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \6,300): 

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		TextField1: 

		TEL: 

		undefined: 

		TEL: 

		FAX: 

		E-mail: 

		携帯電話: 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000










レンタル備品申込書


該当出展者のみ 


提出期限 


2012年9月7日（金）


提出書類


No.


■本件に関する請求先が上記申請担当者情報と異なる場合には、以下にご記入ください。 


卓上カタログスタンド


カタログスタンド


パネルスタンド


ハンガーセット


クリーンボックス


コーヒーセット


植木


白布


消火器


パンチカーペット


冷蔵庫


色：


提出先 


会社名


担当者名 


携帯電話


担当者部課名 


住所 〒


TEL


E-mail


FAX


※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。 


A4版 3段


A4版 6段


A4版 12段


中型(100ℓ/100W)


小型(70ℓ/70W)


シングルハンガー ＋ ハンガー10本


A: 47ℓ


B: 25ℓ


100V/950W 200杯分


大鉢


中鉢


小鉢


※1小間(9㎡)あたりの料金です。
※お色はカーペットカラー見本からお選び下さい。


12-3


提出先 
提出先 


■下記の通り、レンタル備品の申込をします。 （以下に必要な数量をご記入ください。） 


※ レンタル備品として、電気製品をお申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。


\1,575


\5,775


\2,625


\18,900


\5,775


\15,750


\4,725


\3,150


\1,575


\31,500


\3,675


\2,625


\1,575


\1,260


\4,200


\15,750


A: 青


B: 赤
貴名受


\1,575


\1,575


37


38


39


40


41


42


43


46


47


45


44


36


提出日： 2012年  月  日 


■申請担当者情報 


※本書類の申込担当者の情報をご記入ください。 


小間番号 会社名


担当者名 


携帯電話


担当者部課名 


住所 〒 


TEL


E-mail


FAX


【JA2012施工事務局】
株式会社フジアール
〒135-0064
東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京 オフィスタワー17F
Tel：03/5520-1882　Fax：03/5520-1892
E-mail: ja2012@fujiart.co.jp
担当： 鶴巻・長谷川・片山


No. 仕様等 単価（税込） 数量 合計（税込） 備考・連絡欄備品名


12-3 小計 ￥





		(数量, \1,575): 

		(合計（税込）, \1,575): 0.00000000

		出展者名: 

		(数量, \1,575): 

		(合計（税込）, \1,575): 0.00000000

		担当者名: 

		(数量, \1,575): 

		(合計（税込）, \1,575): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \1,575): 

		(数量, \5,775): 

		(合計（税込）, \5,775): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \5,775): 

		(数量, \2,625): 

		(合計（税込）, \2,625): 0.00000000

		携帯電話: 

		(数量, \18,900): 

		(合計（税込）, \18,900): 0.00000000

		undefined: 

		(数量, \15,750): 

		(合計（税込）, \15,750): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \15,750): 

		(数量, \4,725): 

		(合計（税込）, \4,725): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \4,725): 

		(数量, \4,725): 

		(合計（税込）, \4,725): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \4,725): 

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \3,150): 

		(数量, \1,575): 

		(合計（税込）, \1,575): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \1,575): 

		(数量, \31,500): 

		(合計（税込）, \31,500): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \31,500): 

		(数量, \3,675): 

		(合計（税込）, \3,675): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \3,675): 

		(数量, \2,625): 

		(合計（税込）, \2,625): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \2,625): 

		(数量, \1,260): 

		(合計（税込）, \1,260): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \1,260): 

		(数量, \1,575): 

		(合計（税込）, \1,575): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \1,575): 

		(数量, \4,200): 

		(合計（税込）, \4,200): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \4,200): 

		(数量, ): 

		(合計（税込）, ): 0.00000000

		(色：, ): 

		12-2 小計 ￥: 0.00000000

		TextField1: 

		小間番号: 

		担当者部課名: 

		TEL: 

		携帯電話: 

		会社名: 

		担当者部課名: 

		担当者名: 

		TEL: 

		FAX: 

		E-mail: 










レンタル備品申込書 


 


該当出展者のみ 


提出期限 


2012年9月7日 （金）  


提出書類 


■本件に関する請求先が上記申請担当者情報と異なる場合には、以下にご記入ください。 


No. 備品等   数量  合計（税込）  備考・連絡欄  


１  壁面パネル（白）


壁面パネル カラーシート貼り


 W990×H2700


仕様等 単価（税込）


1㎡あたり


 


     ２


３  ドアユニット（鍵付き）  W990×H2700  


４  カーテンユニット  W990×H2700  


５  アコーディオンカーテン  W990×H2700 


W990× D495


W495× D495


 


     台示展 ６


     台示展 ７


８  展示台（鍵、扉付）  W990×D495 


W990×D990 


 


     台示展 ９


10  １/４円展示台  W990×D990  


11  １/４円展示台  W495×D495  


12  S管・チェーン（２組）


ベルクロ ２組  （オス＋メス）ｘ２


 軽量パネルの取付  


      13


14          


 
       


        


 


  


  


100V－0.5KW以下 


 


       


     


300W


40W


100W


100W


   


         


       


提出先 


コンセント


ハロゲンスポット


ハロゲンアームスポット15


16


17


18


No.12-1


会社名


担当者名 


携帯電話


担当者部課名 


住所 〒 


TEL


E-mail


FAX


※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。 


マジックテープ/軽量パネルの取付


ハロゲンスポット


蛍光灯


\7,350


\3,150


\21,000


\9,450


\18,900


\8,400


\7,350


\12,075


\12,600


\17,325


\9,135


\525


\315


\4,725


\4,725


\6,300


\3,150


\2,625


■下記の通り、レンタル備品の申込をします。 （以下に必要な数量をご記入ください。） 


提出日： 2012年  月  日 


■申請担当者情報 


※本書類の申込担当者の情報をご記入ください。 


小間番号 会社名


担当者名 


携帯電話


担当者部課名 


住所 〒 


TEL


E-mail


FAX


【JA2012施工事務局】
株式会社フジアール
〒135-0064
東京都江東区青海1-1-20 ダイバーシティ東京 オフィスタワー17F
Tel：03/5520-1882　Fax：03/5520-1892
E-mail: ja2012@fujiart.co.jp
担当： 鶴巻・長谷川・片山


12-1 小計 ￥





		(数量, \7,350): 

		(合計（税込）, \7,350): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \7,350): 

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \3,150): 

		(数量, \21,000): 

		(合計（税込）, \21,000): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \21,000): 

		(数量, \9,450): 

		(合計（税込）, \9,450): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \9,450): 

		(数量, \18,900): 

		(合計（税込）, \18,900): 0.00000000

		出展者名: 

		(数量, \8,400): 

		(合計（税込）, \8,400): 0.00000000

		小間番号: 

		(数量, \7,350): 

		(合計（税込）, \7,350): 0.00000000

		担当者部課名: 

		(数量, \12,075): 

		(合計（税込）, \12,075): 0.00000000

		担当者名: 

		(数量, \12,600): 

		(合計（税込）, \12,600): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \12,600): 

		(数量, \17,325): 

		(合計（税込）, \17,325): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \17,325): 

		(数量, \9,135): 

		(合計（税込）, \9,135): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \9,135): 

		(数量, \525): 

		(合計（税込）, \525): 0.00000000

		携帯電話: 

		(数量, \315): 

		(合計（税込）, \315): 0.00000000

		会社名: 

		(数量, \2,625): 

		(合計（税込）, \2,625): 0.00000000

		担当者部課名: 

		(数量, \4,725): 

		(合計（税込）, \4,725): 0.00000000

		担当者名: 

		(数量, \4,725): 

		(合計（税込）, \4,725): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \4,725): 

		(数量, \6,300): 

		(合計（税込）, \6,300): 0.00000000

		(備考・連絡欄, \6,300): 

		(数量, \3,150): 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000

		TextField1: 

		TEL: 

		undefined: 

		TEL: 

		FAX: 

		E-mail: 

		携帯電話: 

		(合計（税込）, \3,150): 0.00000000









