
救急資器材展 2012 in 浜松 

追加（有料）レンタル備品カタログ（展示備品） 

◆商談セット 

◆テーブル 

商談セット 
 
【カラー】 ホワイト 
【素材】 椅子：レザー張り 
          テーブル：デコラ（脚クロームメッキ ） 
【セット】 椅子4脚 テーブル1台  
【備考】 椅子：OC-141W    テーブル：OT-53  
【価格】 ¥８，５６８．－ 

商談セット 
 
【カラー】 ホワイト 
【素材】 椅子：レザー張り 
          テーブル：デコラ（脚クロームメッキ ） 
【セット】 椅子4脚 テーブル1台  
【備考】 椅子：OC-140W    テーブル：OT-53  
【価格】 ¥１４，７００．－ 

会議用テーブル 
 
【サイズ】   (A) W1800×D450×H700mm 
         (B) W1800×D600×H700mm 
【素材】 天板：ホワイトデコラ、ローズデコラ  
     脚部：スチールゴールド焼付塗装 
     折りタタミ式  
【価格】 ¥５，０４０．－ 

丸テーブル 
 
【サイズ】 H700mm 
      φ 600 mm   
【カラー】 天板：ホワイト  
【素材】 天板：デコラ 
     脚部：クロームメッキ  
【価格】 ¥４，２００．－ 

テーブルクロス   
(A)ホワイト        W2200×D1200mm 
(B) ホワイト       W2400×D1300mm 
(C) 紺               W2200×D1200mm 
(D) ビニール      W2200×D1200mm 
(E) 花柄            W1900×D1900mm  
  
【備考】 その他のサイズ、カラー等は、 
     お問い合わせください  
【価格】 (A･B)¥１，１３４．－ 
     (C)￥１，２６０．－ 
     (D)￥７１４．－ 
     (E)￥１，６８０．－ 

その他、各種備品も多数ご用意がございます。 

お気軽に ㈱ＳＢＳプロモーション内運営事務局まで 
お申し付け下さい。 
また、備品在庫状態により、類似備品での 
ご手配となる場合もございますのでご了承願います。 
 

A-1 A-2 

A-3 A-4 

A-5 

レンタル備品 



救急資器材展 2012 in 浜松 

追加（有料）レンタル備品カタログ（展示備品） 

◆イス 

スタッキングチェア 
 
【サイズ】 W500×D500×H750 
      ×SH425mm   
【カラー】 ホワイト、ブルー 
【素材】 張地：レザー  
【価格】 ¥２，９４０．－ 

スタッキングチェア 
  
【サイズ】 W450×D545×H760 
      ×SH420mm   
【カラー】 ブラック、ホワイト 
【素材】 張地：レザー 
【価格】 ¥１，４０７．－ 

カウンターチェア 
 
【サイズ】 
 (A) φ 350×H650×SH450mm 
 (B) φ 350×H750×SH550mm 
 (C) φ 350×H800×SH600mm 
 (D) φ 350×H900×SH700mm    
【素材】 張地：ホワイト、レザー 
【フレーム】 クロームメッキ 
【価格】 ¥３，３６０．－ 

ロビーチェア 
 
【サイズ】 W650×D660×H570 
      ×SH420mm   
【カラー】 アイボリー  
【素材】 張地：レザー 
【フレーム】クロームメッキ  
【価格】 ¥５，４６０．－ 

◆ユニットカウンター 

受付カウンター 
  
【サイズ】  
  W915×D450×H800mm   
【カラー】 ホワイト  
【素材】 デコラ 
【価格】 ¥６，３００．－ 

ユニットカウンター（中棚付） 
 
【サイズ】  
  W1500×D600×H940mm   
【カラー】 ホワイト  
【素材】 デコラ  
【価格】 ¥１４，２８０．－ 

スタンドカウンター 
 
【サイズ】  
  W650×D450×H900mm   
【カラー】 ホワイト  
【素材】 デコラ  
【価格】 ¥１０，５００．－ 

アクリルカウンター 
 
【サイズ】 W1800×D550 
  （天面1000）×H1200mm   
【素材】 アクリル 
【価格】 ¥４６，２００．－ 

その他、各種備品も多数ご用意がございます。お気軽に ㈱ＳＢＳプロモーション内運営事務局までお申し付け下さい。 
また、備品在庫状態により、類似備品でのご手配となる場合もございますのでご了承願います。 
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◆その他 

◆植木鉢 

カタログスタンド 
 
【サイズ】  
 (A) W450×D390×H1243mm(A4) 
 (B) W450×D575×H1635mm(A4) 
 (C) W450×D575×H1635mm(B4変形)    
【価格】 ¥５，８８０．－ 

貴名受 
 
【カラー】 ホワイト×ブラック 
      ホワイト×グレー 
      レッド×ホワイト 
      ブルー×ホワイト 
【価格】 ¥２，１００．－ 

スチールラック 
 
【サイズ】 
 (S) W900×D300×H1800mm 
 (L) W900×D400×H1800mm 
【カラー】 グレー  
【素材】 スチール  
【価格】 ¥５，０４０．－ 

ポールパーテーション 
 
【サイズ】 H800mm φ 370 mm   
【カラー】 ホワイト 
【素材】 スチール  
【備考】 1本（チェーン別）  
【価格】 ¥２，１００．－ 

植木鉢 
 
（A）花鉢 
（B）小鉢 H250～400mm 
（C）中鉢 H900～1200mm 
（D）大鉢 H1500～1800mm 
 

ポール用チェーン 1m単位  【価格】 ¥４２０．－ 
【カラー】 ブラック、ホワイト、ブルー、イエロー、レッド 

A-14 A-15 
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卓上カタログスタンド 
 
【サイズ】 
  W230×D200×H385  
【備考】 カタログ：A4縦 3段 
【価格】 ¥２，１００．－ 

A-17 サインスタンド 
 
【サイズ】 
  W504×D450×H914～1444 
【備考】 パネルサイズ： 
     W410～780、H500～900 
     厚さ 26mmまで 
     重さ4.5ｋｇまで 
 
【価格】 ¥５，８８０．－ 
 

A-19 

 
【価格】 
（A）   ¥２，５２０．－ 
（B）  ¥２，５２０．－ 
（C）  ¥３，３６０．－ 
（D）  ¥４，２００．－ 
 

追加（有料）レンタル備品カタログ（展示備品） 

その他、各種備品も多数ご用意がございます。お気軽に ㈱ＳＢＳプロモーション内運営事務局までお申し付け下さい。 
また、備品在庫状態により、類似備品でのご手配となる場合もございますのでご了承願います。 
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■B-1【ハロゲンアームスポット（100w）】 
 ３,３６０円／台／期間中 

■B-2【ハロゲンスポット（100w）】 
 ２,９４０円／台／期間中 

■B-3【ダイクロアームスポット（75w）】 
 ４,２００円／台／期間中 

■B-4【ダイクロスポット（75w）】 
 ４,２００円／台／期間中 

■B-6【100Vｺﾝｾﾝﾄ2口（1,500wまで）】 
 ３,６７５円／１ケ／期間中 
■B-7【100Vｺﾝｾﾝﾄ2口ｱｰｽ付（1,500wまで）】 
 ４,７２５円／１ケ／期間中 
 

■B-5【ハロゲンライト（300w）】 
 ５,４６０円／台／期間中 

※２次側回路工事費５,７７５円/回路(1,500wまで） 
※電気・照明備品には、電気幹線工事費、電気使用料は含まれておりません。 

レンタル機器リスト【電気・照明関係】 

その他、電気機器に関しましても多数ご用意がございます。 
お気軽に ㈱ＳＢＳプロモーション内運営事務局までお申し付け下さい。 

※設営・撤去費に関しては別途ご相談ください。 
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提出先：㈱SBSプロモーション内 FAX : 05３-４５６-２４０９ 

提出書類 –4 レンタル備品申込書 

住所 

 

所属部署 

電話番号 

E-mail 

【出展者名】 

団体名 

担当者 

FAX番号 

【必要事項にご記入下さい】 

備品No 

A- 

A- 

A- A- 

A- 

数量 備品No 数量 備品No 数量 

A- 

B- 

B- 

B- B- 

B- B- 

 - 

 - 

 -  - 

 -  - 

【申込備品】 

提出期限 
201２年1月２０日（金） 

※本書類に関するお問い合わせ 
㈱SBSプロモーション内 展示事務局 

：岩本・高井 ０６-６６８６-６３１６／６２２５（平日10時～17時） 
 

団体名： 
 
住 所 ： 
 
担当者：所属 

TEL： 
 
FAX： 
 
氏名： 

※尚請求発送先が上記と異なる場合は以下にご記入ください。 


