
パンチカーペット（グレー）
Needle punch carpet (gray)

1小間（9㎡ ）イメージ

2小間（18 ㎡）イメージ

2小間（12 ㎡）イメージ

1小間（6㎡ ）イメージ

パンチカーペット（グレー）
Needle punch carpet (gray)

30
00

3000
LEDスポットライト（15W） 

2口コンセント
（100V / 800Wまで）

社名板（社名・小間番号）

システム壁面パネル（H2.4m）

20
00

3000

LEDスポットライト（15W） システム壁面パネル（H2.4m）

パッケージブース
オプション備品の

ご 案 内
(株 ) ボックス・ワン
お申込み・ご相談お申込み・ご相談

2口コンセント
（100V / 800Wまで）

TypeA

TypeB

Tel 03-5622-7542Tel 03-5622-7542
E-mail fft@box1.co.jpE-mail fft@box1.co.jp

社名板（社名・小間番号）

※角小間の場合は通路に面したパネルは設置されません。

※社名板は角小間の場合は有料 (1枚￥8,000+税 ) にて追加可能です。

※角小間の場合は通路に面したパネルは設置されません。

※社名板は角小間の場合は有料 (1枚￥8,000+税 ) にて追加可能です。

担当：中瀬・橋詰・吉田

システムパネル スポットライト（ ）
ロコンセント（ まで使用可）
パラペットおよび社名板（社名・小間番号）
施エ・撤去・資材運搬費、電気工事代および電気使用料（ まで）

※パッケージブース内容は変更になる場合があります。

システムパネルに直接、画鋲や釘を打つ事は出来ません。
テープなどの糊あとが残らないように弱粘性のものをお使いいただき、
現状復帰をお願いたします。

20222022年 9 月 2727日（火）（火）－2828日（水）

東京都立産業貿易センター 浜松町館東京都立産業貿易センター 浜松町館

※

Double electrical outlet (100V)/Sign (company name, booth number) in Gothic font (black) /
Booth construction and dismantling/Power supply installation(100V / 1kW), electricity (up to 1kW) 

* No installation of side panels for a corner booth.

* For a corner booth,additional sign(company name, booth number) is available
   with extra charge(JPY8,000+TAX).

* Any decorations to walls/panels that can not be restored to their original conditions
   are prohibited, such as making holes with nails,screws thumbtacks, and using tapes with strong adhesion.

システムパネル スポットライト（ ）
ロコンセント（ まで使用可）
パラペットおよび社名板（社名・小間番号）
施エ・撤去・資材運搬費、電気工事代および電気使用料（ まで）

※パッケージブース内容は変更になる場合があります。

システムパネルに直接、画鋲や釘を打つ事は出来ません。
テープなどの糊あとが残らないように弱粘性のものをお使いいただき、
現状復帰をお願いたします。

※

Double electrical outlet (100V)/Sign (company name, booth number) in Gothic font (black) /
Booth construction and dismantling/Power supply installation(100V / 1kW), electricity (up to 1kW)

* No installation of side panels for a corner booth.

* For a corner booth,additional sign(company name, booth number) is available
   with extra charge(JPY8,000+Tax).

* Any decorations to walls/panels that can not be restored to their original conditions
   are prohibited, such as making holes with nails,screws thumbtacks, and using tapes with strong adhesion.

1 booth（9㎡ ） image

2 booths（18 ㎡）image

1 booth（6㎡ ） image

Octanorm wall panel system(H2.4m)LED spotlight (15W)

Double electrical outlet (100V)

Sign (company name, booth number) 

Octanorm wall panel system(H2.4m)LED spotlight (15W)

Double electrical outlet (100V)

Sign (company name, booth number) 

Items included in type A ※This contents are subject to change.

BOX-1 Co., Ltd.

Contact: Mr. Nakase, Mr.Hashizume, Mr.Yoshida

Items included in type B ※This contents are subject to change.

/ Sep 27-28 2022 

Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center Hamamatsucho Hall Package Booth and Optional Furniture

2 booths（12 ㎡）image

※図面の寸法は芯芯基準となります。計画の際にはフレームや壁面パネルの厚みをご考慮ください。
The dimensions are based on the core to core. Please consider the thickness of the frames and panels for planning.

パンチカーペット(グレー)

Octanorm wall panel system /Needle punch carpet (gray)/LED spotlight 15W

パンチカーペット(グレー)

Octanorm wall panel system /Needle punch carpet (gray)/LED spotlight 15W

1小間のパッケージに含まれるもの

1小間のパッケージに含まれるもの



A-1

折り椅子
Folding chair

¥300

D-1

¥400

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

W1500xD600xH700

¥360

会議テーブル
Table

A / W1200xD600xH940
B / W1500xD600xH940
C / W1800xD700xH940

¥12,000

ユニットカウンター
Display 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

W700xD450xH700

¥360

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

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

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

会議テーブル
Table

W1800xD900xH740

会議テーブル
Table

白　布
White cloth

W2200xH1000

¥1,200 ¥640

ダストボックス
Dust box

Φ240xH290

D-7

¥1,500

消火器
Extinguisher

D-8

※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）
All listed prices do not include Tax.　Please contact Box-1 co.,Ltd.for other items.



E-1

パネルユニット
Panel unit

W990xH2400

W950xD300

E-3

カーテンユニット
Curtain unit

W990xH2400

E-2

ドアユニット（鍵付）
Door unit (with key)

W990xH2400

¥6,500

W786xH534

¥90,000

¥12,000 ¥6,000

F-1 F-2

E-11

¥200

¥13,000

¥6,500 ¥3,200

E-7

E-4

¥20,000 ¥18,000

¥4,000

木製平棚（白）
Flat shelf (white)

W990xH300

E-10

パラペット
Fascia

W950xD300

E-8

ガラス棚
Flat glass shelf

W950xD950

E-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

G-1

LED蛍光灯15W
LED Fluorescent light 15W

White

G-4

ハロゲンライト300W
Halogen light 300W

White

G-5

コンセント（2口）
Outlet

White

G-2

LEDライト15W
LED light 15W

White

G-3

LEDアームライト15W
 LED armed light 15W

¥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

E-5

A / W990xD700xH500
B / W990xD700xH750
C / W990xD700xH900

展示台
Display counter
※サイズ選択あり

E-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 display

液晶モニター32インチ
（For PC & DVD）

LCD monitor 32inch

E-12

メッシュパネル用フック
（5個 1セット）

Hook for mesh panel

L

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

The package booth includes
primary wiring cost and electric consumption fee.
In case of excess 1KW,additional charge will be incrurred.
1KW JPY 11,500+tax

※設置位置・高さをご指定ください

※一次側電気幹線工事費および電気使用料を含みます。
設定容量超過分は別途料金が発生します。
1KWあたり¥11,500（消費税別)

※一次側電気幹線工事費および電気使用料を含みます。
設定容量超過分は別途料金が発生します。
1KWあたり¥11,500（消費税別)

※設置位置をご指定ください

The package booth includes
primary wiring cost and electric consumption fee.
In case of excess 1KW,additional charge will be incrurred.
1KW JPY 11,500+tax

システムオプション備品（System fixture）

AV機器（AV equipment） 

電気器具（Electric appliances） 

※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。
All listed prices do not include Tax.　Please contact Box-1 co.,Ltd.for other items.



H-1

壁面＆パラペットカラー
Wall＆fascia color

H-3

社名板ロゴ変更
Custom design

sign board

¥12,000 ¥3,000

E-4 E-6

ロゴデータをご支給ください
(aiデータ推奨)

1スパン/panel
※1スパン=W990×H2400
タイプA角小間の場合

背面3スパン、側面3スパン
パラペット2スパン

￥96,000+TAX

1枚

Wall＆fascia【color】

Punch carpet【color】

Basic color of wall & fascia is white.
Custom colors available from below.
※Frame color cannot be changed.
※Actual color may vary.

Print – ready data submission required. 
(AI format recommended)

ブースカラーオプション備品（Booth color）

※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。

イメージ

All listed prices do not include Tax.　Please contact Box-1 co.,Ltd.for other items.

カラーは下記参照

Aタイプ・Bタイプには、パンチカーペットが含まれています。
色変更をご希望の方は下記 9色より選択が可能です。
※下記色見本と実際の色は異なる場合があります。

パンチカーペット【カラーバリエーション】

壁面・パラペット【カラーバリエーション】

※フレームの色の変更は出来ません。
※下記色見本と実際の色は異なる場合があります。

Aタイプ・Bタイプの壁面・パラペットカラーはホワイトです。
色変更をご希望の方は下記 10色より追加選択が可能です。

Navy blue

Basic color of Punch carpet is gray.
Custom colors available from below. 
※Actual color may vary

Red Pink Orange Yellow Green Blue Dark gray Brown

Images

レッド ピンク オレンジ イエロー グリーン ブルー          ネイビー       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　　　ネイビー　　ライトグレー　ダークグレー　 ブラウン
Navy blueRed Pink Orange Yellow Green Blue Dark gray BrownLight gray

パンチカーペット
カラー変更

Punch carpet color

H-2

¥3,000

1小間/booth

※2小間の場合￥6,000+TAX

カラーは下記参照





提出先
（株）ボックス・ワン　担当：中瀬・橋詰・吉田
〒133-0057　東京都江戸川区西小岩 1-27-12-4F
Tel. 03-5622-7542
E-mail. fft@box1.co.jp

主催者使用欄

申込日   ：2022年　　月　　日

出展者名 小間番号

担当者名

住所　　　

Tel. Fax.

E-mail.

下記の通りオプション備品を申込みます（「オプション備品」からお選びください）。

（間
小
接
隣

　
　
　）

（間
小
接
隣

　
　
　

）

小間正面

 

（間
小
接
隣

　
　
　

）

小間正面

ご希望のレイアウトがある場合は下記レイアウト図にご記入の上、ご提出願います。　

オプション備品申込書

Please send this form to: 

BOX-1 Co., Ltd.
Contact: Mr. Nakase, Mr.Hashizume, Mr.Yoshida
Tel. +81-3-5622-7542　
E-mail. fft@box1.co.jp

Please indicate the locations of the fixtures included in the rental stand, and any other optional furniture.

We apply for optional furniture.

Exhibitor name Booth No.

Address 
（〒          -               ）

Contact (□Mr./□Ms.) 

Optional furniture order form

（間
小
接
隣

　
　
　

）

Date

オプション備品申込書受領後のキャンセルに関してオプション備品申込書受領後のキャンセルに関して
※本展示会が中止及び延期となった場合も、お申込みいただいた
オプション備品のご請求分は下記の通りキャンセル料が発生することをご了承ください。
・9/9(金)以前　　　        ：全額返金　
・9/10(土)～のキャンセル：申込金額の20%をご請求
・9/17(土)～のキャンセル：申込金額の50%をご請求
・9/21(水)～のキャンセル：申込金額の100%をご請求
※木工造作やサイン看板、長尺シート等製作が済んでいるものについては、
全額ご請求させていただきます。

《BOX-1 CO.,LTD. offers the cancellation policy described as below.BOX-1 CO.,LTD. offers the cancellation policy described as below.》
Even in case of the fair being cancelled,the above cancellation fee will be applied for the
optional equipment.

Cancellation by 9 Sep: Free of charge
Cancellation from 10 Sep to 16 Sep: 20% of the total application amount will be charged.
Cancellation from 17 Sep to 20 Sep: 50% of the total application amount will be charged.
Cancellation from 21 Sep onward: 100% of the total application amount will be charged.

Please note that for woodwork, signage, long sheets, and other items that have already
been manufactured at any time of cancellation, you will be charged the full amount.

受付カウンター

商談テーブル

H900

平棚

H1200

平棚

消
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