パッケージディスプレイのご案内

会期：2022年 2月1日
（火）〜2日（水）
会場：東京ビッグサイト（西4ホール）
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パッケージディスプレイのご案内

はじ め に
ご参加企業の装飾費削減と準備の効率化をはかる目的で「パッケージディスプレイ」をご用
意いたしました。
パッケージディスプレイの利用により、美しい仕上がり、装飾費用の削減、準備の効率化が
実現しますので、是非この機会にパッケージディスプレイの採用をお勧めいたします。また、
ご
参加企業の要望に沿ったオリジナル装飾も可能ですので、
ご希望の方はパッケージディスプ
レイと合わせてご相談ください。

【企画】 公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会
【施工】 株式会社ティ・シィ・エス

パッケージディスプレイの お 申 込・問い 合 せ 先
住所：〒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 : lsfpd@t-c-s.co.jp
株式会社ティ・シィ・エス
担当：パッケージディスプレイ担当宛
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システムパネルについての留意点
システムパネルの名称
990

◆システムの仕様は、パネルが両面白、
ポール・ビームはシルバー仕上げです。
※オプションによりパネル部分に色を付ける
ことができます。

◆システムパネルに説明パネルを取り付ける
場合は、両面テープ・セロハンテープ・専
用チェーン・ワイヤー等にて取り付けが可
能です。

ポール

パネル
2700

◆システムパネル・ポール・ビームに釘打ち
や、切断などの加工はできませんので、装
飾上必要な場合は、事前にご相談ください。
（ガス・上下水道の穴あけは、当社にて行
いますので申込書に必ずご記入ください）
※ただし、パネルの破損の度合により下記
の通り実費請求させていただきます。

ビーム

【パネル全板破損の例】

【パネル半板破損の例】

1/2
2700

パネル全板破損の場合

￥11,000-（税込）

パネル1／2破損の場合

￥5,500-（税込）

1/2
破損部分

システム部材の基本寸法
パネル断面図
225゜

45゜

3mm
90゜
パネル

ポール断面図

ポール

ビーム断面図

40mm
ビーム

40mm

2

50mm

システムパネルの基本寸法

700

700

700
990

700
1400

700 495

990

495
495

700
990

495

■1小間の芯々寸法

495

495

■2小間の芯々寸法

2970
990

5940
990

990

990

990

990

990

990

990

1980

1980

境界線

境界線

■3小間の芯々寸法
8910
990

990

990

990

990

990

990

990

990

境界線

1980

境界線
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パッケージディスプレイ申込について

■装飾について
◆基本パッケージには、それぞれ最小限必要と思われる賃貸備品を取り揃えてご用意いたしました。
それ以外に賃貸備品や表示サイン等をご希望の場合は、本書のオプション備品、
レンタル備品、電
気器具よりお申込ください。また、希望備品等が本書に無い場合はお気軽にお問い合せください。
◆カーペットの色は、色見本（本紙最終ページ参照）のなかからお選びください。
◆社名サインのロゴ・フォント指定はデータを頂いた場合可能ですが、別途￥5,500（税込）がかかり
ます。
◆展示台等の色を変更したい場合は、
オプション
（別料金）
にてご用意いたしておりますのでご相談く
ださい。

■電気工事について
◆パッケージディスプレイには、それぞれのタイプに記載の電気工事費・電気使用料・漏電ブレイカ―
が含まれております。
◆付属品以外の照明、
コンセント等が必要な場合は、オプション
（別料金）
にてお申し込みください。
その際、
コンセントには、必要な電気容量を必ずご記入ください。
◆パッケージディスプレイをお申込いただいた場合でも必ず「電灯・電力供給申込書」
（出展の手引）
をご提出ください。
◆パッケージディスプレイに含む電気供給容量を超える電気供給が必要な場合、電気器具オプション
（別料金）及び、
「電灯・電力供給申込書」
（出展の手引）
（別料金）
にてお申込ください。

■その他
◆裸火の使用・危険物の持ち込みがある場合は、必要な申請書にご記入の上、
ご提出ください。
◆パッケージディスプレイのお申込をされた出展企業の方々も『出展の手引』をご一覧の上、必要な
書類を指定提出先にご提出ください。
◆貴社オリジナルプラン
（特別装飾）
をご希望されるご参加企業の方は、別途お問い合せください。
◆全ての表示料金は、会期中のレンタル料金です。
（ ）内は税抜き金額。
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装飾・備品等に関するスケジュール

★パッケージディスプレイ・
レンタル備品

★貴社オリジナルプラン（特別装飾）
● デモンストレーションにおける企画、
スペースデザイン、
装飾施工、運営などについて、当社の豊富な経験に基づ
いて、お手伝いをさせていただきます。

● ご参加企業の装飾費削減と出展準備の効率化をはか

※ご利用を希望されるご出展参加企業は、別途当社宛まで
お問い合せください。

る目的で「パッケージディスプレイ・レンタル備品」をご
用意いたしました。

連絡先：
（株）
ティ・シィ・エス
Tel：03-3432-4720 Fax：03-3432-4730
E-mail：lsfpd@t-c-s.co.jp
担当：ロジスティクスソリューションフェア特別装飾担当

装飾費用の削減、出展準備の効率化が実現しますの
で、是非この機会にご利用をお勧めいたします。

事務局

出展者説明会
TCS

10月

貴社オリジナルプランの申込

※電話・メール等でご連絡ください。

ご参加企業

TCS
お問い合せの上、TCS営業マンが伺わせていた
だき、装飾についての打ち合せをいたします。

パッケージディスプレイ・レンタル備品の申込
※申込期限 2021年12月17日
（金）必着

ご参加企業

各種申請書類提出

搬入日

2022年1月31日
（月）

※パッケージディスプレイ引き渡しは15：00となります。

2022年 2月1日
（火）〜 2日
（水）
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●●●●パッケージディスプレイ
（1小間）●●●●
※オプション品は別料金となります。
※角小間の場合は通路側には袖パネルがつかず、パラペットがつきます。
※備品の等価交換はできませんので、ご了承ください。

■1小間/Ａ type
◆Ａ type合計￥88,000（税抜：80,000）
○パラペット（白色）
○パンチカーペット（6m2）
○LEDスリムライト（21w）
○社名サイン（クロ文字）
○折り椅子
○貴名受
○インフォメーションカウンター
○2口コンセント（100v979wまで使用可）
○漏電ブレイカ―（100v）
○電気工事費〈一次側・二次側〉
（100v）
○電気使用料金（100v）

1式
1式
1灯
1組
1脚
1個
1台
1個
1回路
1kw
1kw

※照明器具の電気使用量は21wです。

■1小間/Ｂ type
◆B type合計￥220,000（税抜：200,000）
○ビームパラペット（シルバー）
○パンチカーペット（6ｍ2）
○社名サイン（ＬＥＤライトパネル・コンセント込み）
（aiデータ支給時のみ フォント・ロゴ指定可）

1式
1式
1式

2台
○展示台 (w1000xd500xh1000・後部引き違い戸・腰部カラーパネル)
1個
○貴名受
1式
○ストックルーム（アコーディオンカーテン付）
1式
○壁面パネルカラー加工
2灯
○LEDアームスポットライト
1個
○2口コンセント（100V920Wまで使用可）
1回路
○漏電ブレイカー（100V）
1kw
○電気工事費＜一次側・二次側＞（100V）
1kw
○電気使用料金（100v）
※照明器具・LEDライトパネルの電気使用量は80Wです。
※壁面、展示台カラーは巻末のカラーサンプルよりご指定ください。
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●●●●パッケージディスプレイ
（2小間）●●●●
※オプション品は別料金となります。
※角小間の場合は通路側には袖パネルがつかず、パラペットがつきます。
※備品の等価交換はできませんので、ご了承ください。

■2小間/Ａ type
◆Ａ type合計￥118,800（税抜：108,000）
○パラペット（白色）
○パンチカーペット（12m2）
○LEDスリムライト（21w）
○社名サイン（クロ文字）
○折り椅子
○貴名受
○インフォメーションカウンター
○2口コンセント（100v958wまで使用可）
○漏電ブレイカ―（100v）
○電気工事費〈一次側・二次側〉
（100v）
○電気使用料金（100v）

1式
1式
2灯
1組
1脚
1個
1台
1個
1回路
1kw
1kw

※照明器具の電気使用量は42wです。

■2小間/Ｂ type
◆B type合計￥363,000（税抜：330,000）
○ビームパラペット（シルバー）
○パンチカーペット（12ｍ2）
○LEDスリムライト（21W）
○社名サイン（ＬＥＤライトパネル・コンセント込み）

1式
1式
2灯
1式

○LEDライトパネル

1式

（aiデータ支給時のみ フォント・ロゴ指定可）

（A1・コンセント込み）
（aiデータ支給時のみ フォント・ロゴ指定可）

1台
○受付展示台 (w1000xd500xh1000・腰部カラーパネル)
○ひな壇展示台（腰部引き違い戸・w1000xd1000xh1000・腰部カラーパネル） 3台
1脚
○受付チェアー
1個
○貴名受
1式
○ストックルーム（アコーディオンカーテン付）
1式
○壁面パネルカラー加工
3灯
○LEDアームスポットライト
1個
○2口コンセント（100V827Wまで使用可）
1回路
○漏電ブレイカー（100V）
1kw
○電気工事費 ＜一次側・二次側＞（100V）
1kw
○電気使用料金（100v）
※照明器具・LEDライトパネルの電気使用量は173Wです。
※壁面、展示台カラーは巻末のカラーサンプルよりご指定ください。
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●●●●パッケージディスプレイ
（3小間）●●●●
※オプション品は別料金となります。
※角小間の場合は通路側には袖パネルがつかず、パラペットがつきます。
※備品の等価交換はできませんので、ご了承ください。

■3小間/Ａ type
◆Ａ type合計￥138,600（税抜：126,000）
◯パラペット（白色）
◯パンチカーペット（18ｍ2）
◯LEDスリムライト（21w）
◯社名サイン（クロ文字）
◯折り椅子
◯貴名受
◯インフォメーションカウンター
○2口コンセント（100v937wまで使用可）
○漏電ブレイカ―（100v）
○電気工事費〈一次側・二次側〉
（100v）
○電気使用料金（100v）

1式
1式
3灯
1組
1脚
1個
1台
1個
1回路
1kw
1kw

※照明器具の電気使用量は63wです。

■3小間/Ｂ type
◆B type合計￥473,000（税抜：430,000）
○ビームパラペット（シルバー）
○パンチカーペット（18ｍ2）
○LEDスリムライト（21W）
○社名サイン（ＬＥＤライトパネル・コンセント込み）

1式
1式
3灯
2式

○LEDライトパネル

1式

（aiデータ支給時のみ フォント・ロゴ指定可）

（A1・コンセント込み）
（aiデータ支給時のみ フォント・ロゴ指定可）

1台
○受付展示台 (w1000xd500xh1000・腰部カラーパネル)
○ひな壇展示台（腰部引き違い戸・w1000xd1000xh1000・腰部カラーパネル） 4台
1脚
○受付チェアー
1式
○応接セット
1個
○貴名受
1式
○ストックルーム（アコーディオンカーテン付）
1式
○壁面パネルカラー加工
4灯
○LEDアームスポットライト
1個
○2口コンセント（100V741Wまで使用可）
1回路
○漏電ブレイカー（100V）
1kw
○電気工事費 ＜一次側・二次側＞（100V）
1kw
○電気使用料金（100v）
※照明器具・LEDライトパネルの電気使用量は259Wです。
※壁面、展示台カラーは巻末のカラーサンプルよりご指定ください。
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システム
オプション

■システムオプションの展示台等は白色です。
展示台等に色を付ける場合は、別料金になりますので
ご注意ください。
■展示台にのせる製品などは、50kg以内でお願いします。
（50kgを超える場合は、
ご相談ください。）
■表示料金は、会期中のレンタル料金です。
（ ）内は税抜き金額。

SY-1 展示台

単位：mm

a：w500xd500xh1000
b：w500xd500xh750

単位：mm

￥8,800 (8,000)

単位：mm

SY-8 三角展示台

a：w700xd700xh1000
b：w700xd700xh750

￥9,900 (9,000)
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SY-6 展示台

単位：mm

a：w1000xd1000xh1000
b：w1000xd1000xh750

￥15,400 (14,000)

単位：mm

単位：mm

￥13,200 (12,000)

a：w1000xd700xh1000
b：w1000xd700xh750

￥13,200 (12,000)

a：w500xd500xh1000
b：w500xd500xh750

SY-5 展示台

SY-3 展示台

a：w1000xd500xh1000
b：w1000xd500xh750

￥12,100 (11,000)

a：w700xd700xh1000
b：w700xd700xh750

SY-7 三角展示台

単位：mm

a：w700xd500xh1000
b：w700xd500xh750

￥9,900 (9,000)

SY-4 展示台

SY-2 展示台

￥18,700 (17,000)

単位：mm

SY-9 三角展示台

a：w1000xd1000xh1000
b：w1000xd1000xh750

￥12,100 (11,000)

単位：mm

SY-10 1/4R展示台

単位：mm

a：w500xd500xh1000
b：w500xd500xh750

SY-16 ドア

単位：mm

壁面パネル

単位：mm

w1000xh2700

￥6,600 (6,000)

単位：mm

壁面カラーパネル
※既存壁面に
(9,000)
追加される価格です

w1000xh2700

SY-17 アコーディオンカーテン

単位：mm

w1000xh2700

￥27,500 (25,000)

単位：mm

SY-15 パラペット

単位：mm

パラペット

w1000xh300

￥3,850 (3,500)/m

SY-18 棚

◆最大荷重：5kg◆

白仕様

単位：mm

w1000xd300

￥22,000 (20,000)

CS-19 社名サイン一式

単位：mm

※引き違い戸のみの価格ですので
合わせて展示台のお申込が必要です

SY-14 壁面カラー加工

￥9,900

SY-12 引き違い戸

w1000xd1000/750

￥18,700 (17,000)

SY-13 壁面パネル

￥12,100 (11,000)

単位：mm

a：w1000xd1000xh1000
b：w1000xd1000xh750

￥14,300 (13,000)

w1000xh2700

SY-11 1/4R展示台

￥3,850 (3,500)

PK-20 パンチカーペット

単位：mm

CS-21 LEDライト解説パネル

含まれているもの：レンタルLEDパネル＋出力フィルム

株式会社●●●●
A1サイズ：
A2サイズ：

w1800xh200

￥11,000 (10,000)

￥22,000（20,000）
￥17,600（16,000）

● 通常ドライマウントフレーム付解説パネル
A1サイズ：￥22,000（20,000）
A2サイズ：￥16,500（15,000）

w3000xd2000
1小間

￥18,700 (17,000)
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※各金額はアドビイラストレータ―で完全原稿データ支給の場合
※データ作成がある場合は別途お見積いたします
※LEDパネル用にコンセント1コをお申し込みください。

ST-265

ST-273

応接セット

商談セット

単位：mm

w2100xd900xh700

w1850xd2000xh700

C-367

C-370

￥11,000 (10,000)

C-237

カウンターチェア
単位：mm

b：h500 / c：h600 / d：h750

T-113,117,121

￥18,480(16,800)

スタッキングチェア

a：ブルー / b：ホワイト / c：シルバー

￥3,520 (3,200)

￥2,640 (2,400)

丸テーブル

T-216,213

小テーブル

単位：mm

T-133：φ600 x h600
T-117：φ750 x h600
T-121：φ900 x h600
色：ホワイト

PS-91A,B カタログスタンド

a
a：A4 6段
b：A4 12段

単位：mm

折り椅子

￥715(650)

T-232,234,235

単位：mm

T-234：w1200xd600xh730
T-232：w1800xd600xh730
T-235：w1800xd450xh730
色：ホワイト
￥3,520(3,200)

PS-92

UA-4

卓上ｶﾀﾛｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ

貴名受

b

￥5,280(4,800)
￥6,160(5,600)

会議用テーブル

T-216：w450xd450xh600
T-213：w800xd450xh600
色：ホワイト

￥2,200(2,000)

￥4,400(4,000)

単位：mm

A4

縦型

￥2,640(2,400)
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￥1,760(1,600)

UO-42,43 スチール棚

M-57 シングルハンガー

単位：mm

単位：mm

UE-29,30,31 冷蔵庫
※別途コンセントが必要になります。
29/大：170ℓ（150w)

￥22,000 (20,000)
30/中：100〜106ℓ（100w)

￥17,600 (16,000)

31/小：70〜74ℓ（70w)
UO-43：w900xd300xh1800
UO-42：w900xd450xh1800

￥6,600 (6,000)

￥13,200 (12,000)

M-57：w950xd450xh950〜1700
※ストック用

AV-21,29 モニター/DVDセット
AV24

24インチ

M-61：ハンガー

￥2,640 (2,400)
￥132 (120)

UN-108,110 ユニットカウンター

UO-126,131 ゴミ箱
単位：mm

単位：mm

UO-126

液晶モニター

￥46,200 (42,000)
AV32

32インチ

液晶モニター

￥73,700 (67,000)
AV40

40インチ

液晶モニター

￥92,400 (84,000)

（中棚なし）

AVD1

DVDプレイヤー

￥13,200 (12,000)

※別途、
コンセントが必要です。使用電力：約250W

UO-41 多目的ボックス

UN-108：w1200xd600xh800
UN-110：w1500xd600xh800

UO-131

￥2,640 (2,400)
￥715 (650)

￥11,000 (10,000)

大 : 47ℓ
小: φ240xh290
（シロ、
ブルー）

UE-34,35 コーヒーセット

PS-36B パネルスタンド

（消費電力：1500w）

※パネル取り付け方法：木ネジ又は、
両面テープ

100杯分

w600xd450xh650（片扉） ※カギ付

￥6,600(6,000)

単位：mm

HM-1,2 フラワーボックス

コーヒー豆／カップ／マドラー／ミルク／砂糖

250口xh900〜1800

※別途、コンセントが必要です。

￥2,200 (2,000)

￥25,960 (23,600)

HM-3 植木

単位：mm

UT-21

単位：mm

白布
単位：mm

a: 大／￥3,850 (3,500)

b: 中／￥2,750 (2,500)
c: 小／￥1,320 (1,200)

d: 花／￥1,100 (1,000)

HM-1：w1800xd230xh750

a：w1800〜w1200テーブル三面巻き
（正面、側面）

￥24,200 (22,000)

HM-2：w1300xd230xh750

￥17,600 (16,000)

a

b
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c

d

b：w900／1m

￥3,300 (3,000)
￥660 (600)

電気使用量の合計が1500wを
■ 照明器具やコンセント等の配線工事の際、
■
■
■
■

超えた場合、
分岐スイッチ
（分電盤）
が必要になります。
（別途請求）
オプションの表示価格には、一次側電気（幹線）工事費ならびに、
電気使用
料は含まれておりません。
特殊コンセントに関しては、
別途お見
200Vならび、その他の電力または、
積いたします。
表示料金は、
会期中のレンタル料金です。
（ ）内は税抜き金額。
電気器具オプションお申込の場合、一次側電気（幹線）工事と電気使用料
のご請求は下記の通りとなります。

● パッケージディスプレイと併せてお申込の場合→ティ・シィ・エスからご請求いたします。
● 単品でお申込の場合→別途事務局指定電気工事会社からご請求いたします。

E-1

消費電力：21w

￥4,400(4,000)

E-4

E-2

LEDスリムライト

長さ：1200mm

LEDライト（白昼色）

消費電力：60w

E-3

LEDスポットライト（電球色）

消費電力：15w

消費電力：15w

￥3,850(3,500)

E-5

￥4,400(4,000)

E-6

コンセント
（100Ｖ）

￥3,300(3,000)

￥14,300(13,000)

LEDアームスポットライト（電球色）

アースコンセント（100Ｖ）

￥4,400(4,000)

■ パッケージディスプレイまたはレンタル備品（電気器具オプション単品）をお申込の場合、
「電気・電力供給申込書」
（出展
の手引）もご提出ください。

テ ィ・シ ィ・エ スま た は 事務局指定電気工事 会社からの ご請求
※一次側電気（幹線）工事費と電気使用料
（交流単相100/200v、交流三相200v）
（搬入日+会期2日間）

※消費税込

一次側電気（幹線）工事費（「出展の手引」参照）

電気の合計容量

幹線工事費

電気使用料

合計金額

＋

1.0kwまで

11,000円

1,100円

12,100円

2.0kwまで

18,700円

2,200円

20,900円

3.0kwまで

26,400円

3,300円

29,700円

4.0kwまで

34,100円

4,400円

38,500円

5.0kwまで

41,800円

5,500円

47,300円

電気使用料金（「出展の手引」参照）

二次側電気配線工事費、
分電盤工事費
電気を使用する場合、
下記の二次側電気配線工事費+分電盤工事費が別途かかります。

二次側電気配線工事費＋分電盤工事費
￥4,950（4,500）
￥7,700（7,000）
￥10,450（9,500）
￥13,200（12,000）

合計容量
1.5kw未満
1.5kw以上〜3.0kw未満
3.0kw以上〜4.5kw未満
4.5kw以上〜6.0kw未満

パッケージ１小間お申込みの場合の追加費用一例
1小間パッケージブースの照明

100V / 21w

スポットライト 2灯追加

100V / 30w

展示用機械①
（パッケージコンセントで使用）

左記の場合の追加費用
① スポットライト
￥ 3,850×2=￥ 7,700
② コンセント
￥ 3,330×1=￥ 3,330
③ 二次側電気配線工事費と
￥ 7,700×1=￥ 7,700
分電盤工事費
④ 一次側電気（幹線）工事費と
電気使用料金（追加2kw分） ￥20,900×1=￥20,900

100V / 1200w

展示用機械②
100V / 1000w
（100Vコンセント×１を追加して使用）

合計：￥39,630（税込）

合計:100V / 2251w

※上記は一例の為、不明点がありましたらお問合わせ下さい。
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色見本

■ 色見本は、印刷物の色と実際の色が若干異なりますので
ご了承ください。
Colors may vary slightly from the samples shown.

COLOR
SAMPLES

■ 色見本以外の色も多数ご用意いたしておりますので、
お問い合せください。
Please contact TCS. CO., LTD., for other color options.

■パンチカーペット／Needle punch carpet
K-1

アカ／Red

K-2

オレンジ／Orange

K-3

ミドリ／Green

K-4

アオ／Blue

K-5

グレー／Grey

■基礎パネルカラー（有料）／Partition wall
● パッケージB typeプランに含まれる 壁面パネルカラー／展示台カラ− につきましても、
こちらから選んでご指定ください。

P-1

グレー／Grey

P-7

オレンジ／
Orange

P-2

キイロ／Yellow

P-8

キミドリ／
Yellow-green

P-3

P-4

ミドリ／Green

P-9

ミズイロ／
Light blue

アオ／Blue

P-10

ライトグレー／
Light grey
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P-5

アカ／Red

P-6

クロ／Black

