
☆下記の通り備品を申し込みます。（表示価格は会期中を通した価格です。消費税込み）

提出先　（株）ティ・シィ・エス　担当：吉川・後藤
 〒105-0012 東京都港区芝大門1-1-32　芝大門ビル
 TEL. 03-3432-4720　FAX. 03-3432-4730
 E-mail: event2022@t-c-s.co.jp 

提出日：  月  日

出展者名 小間番号

住  所  〒

担当者所属部課名 担当者

Tel. Fax.

E-mail

申込締切日
8月2日（火）

◆該当する展示会にチェック□を入れてください
□ 自動認識総合展　　　□ JIMA（総合検査機器展）　□ センサエキスポジャパン　□ 計量計測展（INTERMEASURE）
□ 地盤技術フォーラム　□ SUBSEA TECH JAPAN（海洋産業技術展） □ FORESTRISE（次世代森林産業展）

携帯電話番号

No. 品名 単価 数量 小計

1 ロビーセット・木製テーブル 11,000

2 ロビーセット・ガラステーブル 15,400

3 ラウンジセット・ガラステーブル 24,200

4-1 会議用テーブル 3,520

4-2 会議用テーブル 3,520

4-3 会議用テーブル 2,640

4-4 会議用テーブル 3,520

4-5 会議用テーブル 3,520

5-1 ラウンジテーブル 2,200

5-2 ラウンジテーブル 2,200

5-3 ラウンジテーブル 2,200

6-1 丸型ラウンジテーブル 4,400

6-2 丸型ラウンジテーブル 4,400 	

7-1 受付カウンター 6,600

7-2 シングルカウンター 11,000

8-1 ユニットカウンター 11,000

8-2 ユニットカウンター 13,200

8-3 ユニットカウンター 13,200

8-4 ユニットカウンター 17,600

9 オペレーターチェア（背なし） 2,200

10 OAチェア 4,400

11 OAチェア（肘つき） 6,600

12 折りたたみ椅子 704

13 スタッキングチェア（A.B.C.D） 2,640

14 カウンターチェア 3,080

15 カウンターチェア 3,520

16 カウンターチェア（背なし） 3,080

17-A カタログスタンド・AA4×6段 5,280

17-B カタログスタンド・BA4×12段 6,160

17-C カタログスタンド・CB4×12段 6,160

18 卓上カタログスタンド 1,760

19-B サインスタンド・B 2,640

19-C サインスタンド・C 2,640

19-H サインスタンド・H 3,080

No. 品名 単価 数量 小計

20 スチール棚 7,040

21 スチール棚 7,040

22 クリーンBOX　A	or	B 704

23 白布 1,320

24 貴名受 1,760

25 消火器 4,400

26 冷蔵庫 17,600

27-1 LEDライトパネル・A1サイズ※フィルム別 22,000

27-2 LEDライトパネル・A2サイズ※フィルム別 17,600

27-3 LEDライトパネル・A3サイズ※フィルム別 13,200

27-4 LEDライトパネル・A0サイズ※フィルム別 30,800

28

植木（大鉢）※1,100円（税込）/社の送料別 4,950

植木（中鉢）※1,100円（税込）/社の送料別 3,850

植木（小鉢）※1,100円（税込）/社の送料別 2,420

花鉢	※1,100円（税込）/社の送料別 2,420

29
受付カウンター用パーテーションスタンド（A.アクリル板貼り） 29,700

受付カウンター用パーテーションスタンド（B.フィルム貼り） 9,900

30
テーブル用パーテーション（A.アクリル板貼り） 7,150

テーブル用パーテーション（B.フィルム貼り） 4,400

31 受付カウンター用ビニールカーテン 2,860

32
パーテーション付き展示台（A.アクリル板貼り） 40,040

パーテーション付き展示台（B.フィルム貼り） 20,020

33
消毒液用展示台・A 4,400

消毒液用展示台・B 4,400

34
パーテーション付き展示台（A.アクリル板貼り） 20,020

パーテーション付き展示台（B.フィルム貼り） 10,010

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計金額（税込）	 円
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