
	 フォーム	 項　　　　　目	 提　出　先	 提出方法	 提出締切日	 参照頁

	 1	 パネル展示・プレゼンセット申込書	 日本イージェイケイ（株）	 FAX/郵送	 2月27日（金）	 9

	 2	 DM／招待券・バッジ・車輌証申込書	 日本イージェイケイ（株）	 FAX/郵送/Web	 3月  6日（金）	 5,12

	 3	 特別来場サポート申込書	 日本イージェイケイ（株）	 FAX/郵送	 3月  6日（金）	 5

	 4	 輸入荷物届	 日本通運（株）	 FAX/郵送	 4月  1日（水）	 13,14

	 5-1	 電気工事申込書（電気幹線申込）	 飯田電機工業（株）	 FAX/郵送	 4月  3日（金）	 27,28

	 5-2	 電気工事申込書（照明・コンセント追加申込）	 飯田電機工業（株）	 FAX/郵送	 4月  3日（金）	 27,28

	 6	 給排水・エアー・都市ガス工事申込書	 福	動	興	業（株）	 FAX/郵送	 4月  3日（金）	 25

	 7	 火気・危険物等の持込許可申込書	 東京造型美術（株）	 FAX/郵送/Web	 4月  3日（金）	 32,33

	 8	 搬入出届	 ヤマトボックスチャーター（株）	 FAX/郵送	 4月  3日（金）	 13

	 9	 装飾施工業者届	 東京造型美術（株）	 FAX/郵送/Web	 4月  3日（金）	16,20,21

	 10	 試食・試飲届	 東京造型美術（株）	 FAX/郵送/Web	 4月  3日（金）	 24

	 11	 パッケージ小間社名板・色申込書	 東京造型美術（株）	 FAX/郵送/Web	 4月  3日（金）	 16,17

	 12	 アワードスポンサー申込書	 日本イージェイケイ（株）	 FAX/郵送/Web	 4月17日（金）	 9

	 13	 レンタル備品申込書	 東京造型美術（株）	 FAX/郵送/Web	 4月17日（金）	 22,23

	 14	 通訳スタッフ申込書	 日本コンベンションサービス（株）	 郵送/Web	 4月17日（金）	 29

	 15	 プライベートストックルーム申込書	 日本イージェイケイ（株）	 FAX/郵送/Web	 4月17日（金）	 8

	 16	 宿泊予約申込書	 	 FAX/Web	 4月24日（金）	 30,31

	 17	 小間内清掃申込書	 （株）イン・サポート	 FAX/郵送/Web	 5月  1日（金）	 26

	 18	 受付・コンパニオン・ナレーター申込書	 （株）L	&	M	（エルアンドエム）	 FAX/郵送/Web	 5月  1日（金）	 29

オーダーフォーム
このリストは貴社が申込／提出される書類の項目と提出期限です。必ず提出期限までにお送りください。　

１.	 該当しないフォームは提出する必要はありません。
２.	 　　　印のあるフォームは全社必ず提出してください。
３.	 	それぞれの提出先へ直接FAX又は郵便でお送りください。「出展社専用サイト」にて、	

オンラインでご提出いただくことも可能です。
	 FAXまたは郵送でご提出の際は、必ずコピーを取り控えとしてお手元に保管してください。
４.	 お問い合わせは、フォーム提出先へ直接ご連絡ください。
５.	 金額はすべて消費税8％込みの金額です。

注意

必須

必須

必須

必須

（株）JTBグローバル
マーケティング＆トラベル

提出書類締切日チェックリスト

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジー・パーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017

１． 該当しないフォームは提出する必要はありません。
２．〔全社提出〕印のあるフォームは全社必ず提出してください。
３． それぞれの提出先へ直接FAX又は郵便でお送りください。 

FAXまたは郵送でご提出の際は、必ずコピーを取り控えとしてお手元に保管してください。
４． お問い合わせは、フォーム提出先へ直接ご連絡ください。

注意

フォーム 項目 提出先 提出方法 提出締切日 マニュアル 
参照頁

1 追加招待券申込書 （株）オールウェイズ・ジャパン E-MAIL or FAX

3月3日（金）
7・8

〔全社提出〕 2 出展表示名(共同出展社名)登録書 （株）オールウェイズ・ジャパン E-MAIL or FAX 8

3 バッジ・車輌証追加申込書 （株）オールウェイズ・ジャパン E-MAIL or FAX 9

〔全社提出〕 4 装飾施工会社届 （株）ムラヤマ FAX

4月21日（金）

12・13

〔全社提出〕 5-1 電気幹線工事申込書 飯田電気工業（株）E-MAIL or FAX 17・18

5-2 照明・コンセント追加工事申込書 飯田電気工業（株）E-MAIL or FAX 17・18

6 天井構造申請書 （株）ムラヤマ E-MAIL or FAX 15

7 床面工事申請書 （株）ムラヤマ E-MAIL or FAX 16

8 火気・危険物等持込許可申請書 （株）ムラヤマ FAX 16

9 小間内清掃申込書 （株）イン・サポート E-MAIL or FAX 29

10 プライベート商談室利用申込書 日本イージェイケイ（株）E-MAIL or FAX 31

11 有料ストックルーム申込書 日本イージェイケイ（株）E-MAIL or FAX 30

12 オプション備品申込書 （株）ムラヤマ FAX 22～25

13 通訳申込書 日本コンベンションサービス（株） E-MAIL 30

14 宿泊申込書 （株）JTBグローバル
マーケティング&トラベル

E-MAIL or 
WEB or FAX 28・29

15 ナレーター・O Aコンパニオン申込書（株）ケン&スタッフ E-MAIL or FAX 30

16 輸入貨物届 日本通運（株） E-MAIL or FAX 20

17 スポンサーシップ申込書 日本イージェイケイ（株）E-MAIL or FAX 35

18 小間内臨時架設電話申込書 キッセイコムテック（株） E-MAIL or FAX

4月26日（水）

19

19 高速インターネット接続申込書 キッセイコムテック（株） E-MAIL or FAX 19

20 パソコンレンタル申込依頼書 キッセイコムテック（株） E-MAIL or FAX 26・27

21 バーコードシステム利用申込書 日本イージェイケイ（株）E-MAIL or FAX 36

22 集荷依頼書 ヤマトボックスチャーター（株） E-MAIL or FAX 5月10日（水） 21

このリストは貴社が申込／提出される書類の項目と提出期限です。必ず提出期限までにお送りください。



該当社
提出

招待券へ社名印刷 枚 ￥ 印刷する社名：（税込）

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

■お届け先（展示会担当者と異なる場合のみ、ご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：
招待券申込

Form１

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

全社
提出

2,000～5,000枚

5,001～10,000枚

10,001～30,000枚

30,001～50,000枚

￥27,000

￥32,400

￥43,200

￥54,000

※印刷スケジュールの都合上、
　招待券へ社名印刷をご希望の方は

でお申し込みください。3月24日（火）必着

3/24（火）

提出先   株式会社うぼん FAX:03-6433-0802担当：小林

TEL:03-6433-0801〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F e-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

■ご希望の展示会招待券をチェックしてください。
　□ ワイヤレスジャパン　　□ ワイヤレス・テクノロジー・パーク
　□ 運輸システムEXPO

込・ 招待券の招待会社欄に会社名の印刷を希望する場合。 有料 ( 右表参照 税 )  ※2,000枚以上に限り承ります。
 ・ お届け先を展示会担当者から変更する場合
・ 追加料金が発生し、 請求先を展示会担当者から変更する場合

※1セット：招待券 2枚、パンフレット（A4三折） 1枚となっております。

■どちらかにチェックを入れてください。
　□ 下記の通り申し込みます　　□ 招待券セットは不要です

招待券セット セット

■次の場合は、本申込書にてお申込ください。
・ 封筒 ( 長形３号 )を希望する場合。 有料 (１枚１4円税
 ※招待券セットの封入はいたしかねます。

込 )

封筒 枚×￥１4 ＝￥ （税込）

各出展社には必要に応じた招待券セット（無料）を4月中旬にお届けいたします。
お届け先は、すべて展示会担当者となります。封筒はセットに含まれません。

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

マニュアルＰ.７参照

■ご希望の追加セット数をご記入ください。
　　※1セット：招待券 2枚、パンフレット（A4三折）1枚となっております。

 招待券セット 　　　　　　　 セット

■ご希望の追加セット数をご記入ください。
□ ワイヤレスジャパン □ ワイヤレス・テクノロジー・パーク
□ 運輸・交通システムEXPO □ ドローンソリューション＆技術展

■封筒（長形３号）を希望する場合。（有料（１枚１4円税込））
　　※招待券セットの封入はいたしかねます。

   封筒 　　　　　   枚×￥14 ＝￥ 　　　　　 　 （税込）

■招待券の招待会社欄に会社名の印刷を希望する場合。（有料（右上表参照 税込) ※1,000枚単位にて承ります。）

招待券へ社名印刷 枚 ￥ 印刷する社名：（税込）

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

■お届け先（展示会担当者と異なる場合のみ、ご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：
招待券申込

Form１

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

全社
提出

2,000～5,000枚

5,001～10,000枚

10,001～30,000枚

30,001～50,000枚

￥27,000

￥32,400

￥43,200

￥54,000

※印刷スケジュールの都合上、
　招待券へ社名印刷をご希望の方は

でお申し込みください。3月24日（火）必着

3/24（火）

提出先   株式会社うぼん FAX:03-6433-0802担当：小林

TEL:03-6433-0801〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F e-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

■ご希望の展示会招待券をチェックしてください。
　□ ワイヤレスジャパン　　□ ワイヤレス・テクノロジー・パーク
　□ 運輸システムEXPO

込・ 招待券の招待会社欄に会社名の印刷を希望する場合。 有料 ( 右表参照 税 )  ※2,000枚以上に限り承ります。
 ・ お届け先を展示会担当者から変更する場合
・ 追加料金が発生し、 請求先を展示会担当者から変更する場合

※1セット：招待券 2枚、パンフレット（A4三折） 1枚となっております。

■どちらかにチェックを入れてください。
　□ 下記の通り申し込みます　　□ 招待券セットは不要です

招待券セット セット

■次の場合は、本申込書にてお申込ください。
・ 封筒 ( 長形３号 )を希望する場合。 有料 (１枚１4円税
 ※招待券セットの封入はいたしかねます。

込 )

封筒 枚×￥１4 ＝￥ （税込）

各出展社には必要に応じた招待券セット（無料）を4月中旬にお届けいたします。
お届け先は、すべて展示会担当者となります。封筒はセットに含まれません。

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

マニュアルＰ.７参照

各出展社には出展申込展示会の招待券100セット（無料）を4月中旬にお届けいたします。追加（無料）が必要な方のみ
お申込みください。お届け先は、すべて展示会担当者となります。封筒はセットに含まれません。

招待券へ社名印刷 枚 ￥ 印刷する社名：（税込）

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

■お届け先（展示会担当者と異なる場合のみ、ご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：
招待券申込

Form１

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

全社
提出

2,000～5,000枚

5,001～10,000枚

10,001～30,000枚

30,001～50,000枚

￥27,000

￥32,400

￥43,200

￥54,000

※印刷スケジュールの都合上、
　招待券へ社名印刷をご希望の方は

でお申し込みください。3月24日（火）必着

3/24（火）

提出先   株式会社うぼん FAX:03-6433-0802担当：小林

TEL:03-6433-0801〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F e-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

■ご希望の展示会招待券をチェックしてください。
　□ ワイヤレスジャパン　　□ ワイヤレス・テクノロジー・パーク
　□ 運輸システムEXPO

込・ 招待券の招待会社欄に会社名の印刷を希望する場合。 有料 ( 右表参照 税 )  ※2,000枚以上に限り承ります。
 ・ お届け先を展示会担当者から変更する場合
・ 追加料金が発生し、 請求先を展示会担当者から変更する場合

※1セット：招待券 2枚、パンフレット（A4三折） 1枚となっております。

■どちらかにチェックを入れてください。
　□ 下記の通り申し込みます　　□ 招待券セットは不要です

招待券セット セット

■次の場合は、本申込書にてお申込ください。
・ 封筒 ( 長形３号 )を希望する場合。 有料 (１枚１4円税
 ※招待券セットの封入はいたしかねます。

込 )

封筒 枚×￥１4 ＝￥ （税込）

各出展社には必要に応じた招待券セット（無料）を4月中旬にお届けいたします。
お届け先は、すべて展示会担当者となります。封筒はセットに含まれません。

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

マニュアルＰ.７参照

3月10日（金）必着

・お届け先を展示会担当者から変更する場合
・追加料金が発生し、請求先を展示会担当者から変更する場合

次の場合は、本申込書にてお申込ください。

提出先 

▲

 （株）オールウェイズ・ジャパン
〒112-0002 東京都文京区小石川5-6-9　ドミ小石川ビル2F FAX:03-3947-5715　TEL:03-5981-9913

e-mail: tech@ejkjapan.co.jp

招待券へ社名印刷 　　　　　  　 枚 ￥  　　　　　　 （税込）   印刷する社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

封筒へ社名印刷    　　　　　  　 枚 ￥  　　　　　　 （税込）   印刷する社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　

追加招待券申込書
マニュアルP.7・8参照

提出期限：3/3（金）

Form1

招待券 封　筒

 1,000枚 ～ 2,000枚 ￥21,600（税込） 16,200（税込）

 2,001枚 ～ 5,000枚 ￥21,600（税込） 21,600（税込）

 5,001枚 ～ 10,000枚 ￥27,000（税込） 32,400（税込）

 10,001枚 ～ 30,000枚 ￥32,400（税込） 事務局まで
ご相談ください 30,001枚 ～ 50,000枚 ￥43,200（税込）

〔社名印刷料金〕

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



全社
提出

会場案内図、ダイレクトメール等の印刷物、オフィシャルサイトにて表示される表示名です。
出展会社名と同じ場合も必ずご登録ください。
また、海外からの参観対応として、英文表記もご登録ください。
パッケージブース・トライアルパック・「M2M/IOT 3days」・「ウェアラブル・パーク」・
「スマートデバイス活用」・ベンチャー特別パックをお申し込みの場合は
社名表示板の表示名となります。

提出期限：
出展表示名（共同出展社名）登録書 Form

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

全社
提出 3/24（火）

提出先   株式会社うぼん FAX:03-6433-0802担当：小林

TEL:03-6433-0801〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F e-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

出展表示名

フリガナ

出展表示名（英文）※海外からの参観対応

フリガナ

例　出展申込会社名　株式会社エービーシー

出展表示名　　ABC Co. Ltd.

会社案内図、ダイレクトメール等の印刷物
オフィシャルサイトにて表示される表示名です。

例　出展申込会社名　株式会社A社

出展表示名　　A社・B社・C社・D社

会社案内図、ダイレクトメール等の印刷物
オフィシャルサイトにて表示される表示名です。

共同出展の場合

2マニュアルＰ.8参照

会場案内図、ダイレクトメール等の印刷物、オフィシャルサイトにて表示される表示名です。
出展会社名と同じ場合も必ずご登録ください。
また、海外からの参観対応として、英文表記もご登録ください。
パッケージブース・トライアルパック・「M2M/IOT 3days」・「ウェアラブル・パーク」・
「スマートデバイス活用」・ベンチャー特別パックをお申し込みの場合は
社名表示板の表示名となります。

提出期限：
出展表示名（共同出展社名）登録書 Form

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

全社
提出 3/24（火）

提出先   株式会社うぼん FAX:03-6433-0802担当：小林

TEL:03-6433-0801〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F e-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

出展表示名

フリガナ

出展表示名（英文）※海外からの参観対応

フリガナ

例　出展申込会社名　株式会社エービーシー

出展表示名　　ABC Co. Ltd.

会社案内図、ダイレクトメール等の印刷物
オフィシャルサイトにて表示される表示名です。

例　出展申込会社名　株式会社A社

出展表示名　　A社・B社・C社・D社

会社案内図、ダイレクトメール等の印刷物
オフィシャルサイトにて表示される表示名です。

共同出展の場合

2マニュアルＰ.8参照

提出先 

▲

 （株）オールウェイズ・ジャパン
〒112-0002 東京都文京区小石川5-6-9　ドミ小石川ビル2F FAX:03-3947-5715　TEL:03-5981-9913

e-mail: tech@ejkjapan.co.jp

会場案内図、ダイレクトメール等の印刷物、オフィシャルサイトにて表示される表示名です。
出展会社名と同じ場合も必ずご登録ください。
また、海外からの参観対応として、英文表記もご登録ください。
パッケージブース・トライアルパック・各種パビリオン、企画エリアでの参加をお申し込みの場合は
社名表示板の表示名となります。

※ご提出がない場合は、お申込書の表記をそのまま引用させていただきます。

※共同出展社名を併記する場合は、／を付けていただきご記載下さい。
　共同出展社の個別表記を希望される場合は、本フォームをコピーしてお使いください。

□ 申込書の表記と同じで構いません

例：出展申込会社名　株式会社エービーシー
　フリガナ　　エービーシー　シーオー　エルティーディー

　　　　ABC Co. Ltd.

例：出展申込会社名　株式会社A社　※共同出展の場合
　フリガナ　　エーシャ　ビーシャ　シーシャ　ディーシャ

　　　　A社・B社・C社・D社

会社案内図、ダイレクトメール等の印刷物
オフィシャルサイトにて表示される表示名です。

会社案内図、ダイレクトメール等の印刷物
オフィシャルサイトにて表示される表示名です。

出展表示名（共同出展社名）登録書
マニュアルP.8参照

提出期限：3/3（金）

Form2ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

マニュアルＰ.9参照

バッジ・車輌証追加申込
該当社
提出

Form5

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：4/24（金）

小間数
出展社バッジ
工事者バッジ
搬入・搬出車輌証

１・２小間
８ヶ
６ヶ
３枚

３～５小間
１４ヶ
１２ヶ
６枚

６～８小間
２０ヶ
２０ヶ
８枚

９小間以上
３０ヶ
３０ヶ
１０枚

バッジ、車輌証は出展小間数に応じた規定枚数分（無料）を4月中旬にお届けいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

提出先   株式会社うぼん FAX:03-6433-0802担当：小林

TEL:03-6433-0801〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F e-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

■次の場合は、本申込書にてお申込ください。
・バッジ、車輌証を追加申込する場合（有料）
・お届け先を展示会担当者から変更する場合
・追加料金が発生し、請求先を展示会担当者から変更する場合

■お届け先（展示会担当者と異なる場合のみ、ご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

出展社バッジ

工事者バッジ

搬入・搬出車輌証

追加　　　　ケ×￥２００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 ケ

追加　　　　ケ×￥１００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 ケ

追加　　　　枚×￥２００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 枚

●搬入・搬出車輌証：各車輌に必ず１枚必要です。この車輌証は会場乗り入れ許可証で、駐車許可証ではありません。

■バッジ・車輛証追加申込（有料） ※払い戻しは一切いたしませんのでご注意ください。

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

●出展社バッジ　　：搬入日から搬出日5月29日(金)まで全日程入場できます。

●工事者バッジ　　：搬入出期間（5月25日(
　　　　　　　　　　入場となります。（施工・運送・印刷業者用）

月)・5月26日(火)ならびに5月29日(金)17:00～22:00）のみの

＜規定枚数表＞（無料）

マニュアルＰ.9参照

バッジ・車輌証追加申込
該当社
提出

Form5

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：4/24（金）

小間数
出展社バッジ
工事者バッジ
搬入・搬出車輌証

１・２小間
８ヶ
６ヶ
３枚

３～５小間
１４ヶ
１２ヶ
６枚

６～８小間
２０ヶ
２０ヶ
８枚

９小間以上
３０ヶ
３０ヶ
１０枚

バッジ、車輌証は出展小間数に応じた規定枚数分（無料）を4月中旬にお届けいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

提出先   株式会社うぼん FAX:03-6433-0802担当：小林

TEL:03-6433-0801〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F e-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

■次の場合は、本申込書にてお申込ください。
・バッジ、車輌証を追加申込する場合（有料）
・お届け先を展示会担当者から変更する場合
・追加料金が発生し、請求先を展示会担当者から変更する場合

■お届け先（展示会担当者と異なる場合のみ、ご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

出展社バッジ

工事者バッジ

搬入・搬出車輌証

追加　　　　ケ×￥２００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 ケ

追加　　　　ケ×￥１００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 ケ

追加　　　　枚×￥２００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 枚

●搬入・搬出車輌証：各車輌に必ず１枚必要です。この車輌証は会場乗り入れ許可証で、駐車許可証ではありません。

■バッジ・車輛証追加申込（有料） ※払い戻しは一切いたしませんのでご注意ください。

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

●出展社バッジ　　：搬入日から搬出日5月29日(金)まで全日程入場できます。

●工事者バッジ　　：搬入出期間（5月25日(
　　　　　　　　　　入場となります。（施工・運送・印刷業者用）

月)・5月26日(火)ならびに5月29日(金)17:00～22:00）のみの

＜規定枚数表＞（無料）

マニュアルＰ.9参照

バッジ・車輌証追加申込
該当社
提出

Form5

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：4/24（金）

小間数
出展社バッジ
工事者バッジ
搬入・搬出車輌証

１・２小間
８ヶ
６ヶ
３枚

３～５小間
１４ヶ
１２ヶ
６枚

６～８小間
２０ヶ
２０ヶ
８枚

９小間以上
３０ヶ
３０ヶ
１０枚

バッジ、車輌証は出展小間数に応じた規定枚数分（無料）を4月中旬にお届けいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

提出先   株式会社うぼん FAX:03-6433-0802担当：小林

TEL:03-6433-0801〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F e-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

■次の場合は、本申込書にてお申込ください。
・バッジ、車輌証を追加申込する場合（有料）
・お届け先を展示会担当者から変更する場合
・追加料金が発生し、請求先を展示会担当者から変更する場合

■お届け先（展示会担当者と異なる場合のみ、ご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

出展社バッジ

工事者バッジ

搬入・搬出車輌証

追加　　　　ケ×￥２００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 ケ

追加　　　　ケ×￥１００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 ケ

追加　　　　枚×￥２００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 枚

●搬入・搬出車輌証：各車輌に必ず１枚必要です。この車輌証は会場乗り入れ許可証で、駐車許可証ではありません。

■バッジ・車輛証追加申込（有料） ※払い戻しは一切いたしませんのでご注意ください。

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

●出展社バッジ　　：搬入日から搬出日5月29日(金)まで全日程入場できます。

●工事者バッジ　　：搬入出期間（5月25日(
　　　　　　　　　　入場となります。（施工・運送・印刷業者用）

月)・5月26日(火)ならびに5月29日(金)17:00～22:00）のみの

＜規定枚数表＞（無料）

マニュアルＰ.9参照

バッジ・車輌証追加申込
該当社
提出

Form5

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：4/24（金）

小間数
出展社バッジ
工事者バッジ
搬入・搬出車輌証

１・２小間
８ヶ
６ヶ
３枚

３～５小間
１４ヶ
１２ヶ
６枚

６～８小間
２０ヶ
２０ヶ
８枚

９小間以上
３０ヶ
３０ヶ
１０枚

バッジ、車輌証は出展小間数に応じた規定枚数分（無料）を4月中旬にお届けいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

提出先   株式会社うぼん FAX:03-6433-0802担当：小林

TEL:03-6433-0801〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F e-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

■次の場合は、本申込書にてお申込ください。
・バッジ、車輌証を追加申込する場合（有料）
・お届け先を展示会担当者から変更する場合
・追加料金が発生し、請求先を展示会担当者から変更する場合

■お届け先（展示会担当者と異なる場合のみ、ご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

出展社バッジ

工事者バッジ

搬入・搬出車輌証

追加　　　　ケ×￥２００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 ケ

追加　　　　ケ×￥１００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 ケ

追加　　　　枚×￥２００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 枚

●搬入・搬出車輌証：各車輌に必ず１枚必要です。この車輌証は会場乗り入れ許可証で、駐車許可証ではありません。

■バッジ・車輛証追加申込（有料） ※払い戻しは一切いたしませんのでご注意ください。

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

●出展社バッジ　　：搬入日から搬出日5月29日(金)まで全日程入場できます。

●工事者バッジ　　：搬入出期間（5月25日(
　　　　　　　　　　入場となります。（施工・運送・印刷業者用）

月)・5月26日(火)ならびに5月29日(金)17:00～22:00）のみの

＜規定枚数表＞（無料）

マニュアルＰ.9参照

バッジ・車輌証追加申込
該当社
提出

Form5

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：4/24（金）

小間数
出展社バッジ
工事者バッジ
搬入・搬出車輌証

１・２小間
８ヶ
６ヶ
３枚

３～５小間
１４ヶ
１２ヶ
６枚

６～８小間
２０ヶ
２０ヶ
８枚

９小間以上
３０ヶ
３０ヶ
１０枚

バッジ、車輌証は出展小間数に応じた規定枚数分（無料）を4月中旬にお届けいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

提出先   株式会社うぼん FAX:03-6433-0802担当：小林

TEL:03-6433-0801〒140-0011 東京都品川区東大井5-23-32 関ビル3F e-mail: expo2015@ejkjapan.co.jp

■次の場合は、本申込書にてお申込ください。
・バッジ、車輌証を追加申込する場合（有料）
・お届け先を展示会担当者から変更する場合
・追加料金が発生し、請求先を展示会担当者から変更する場合

■お届け先（展示会担当者と異なる場合のみ、ご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

出展社バッジ

工事者バッジ

搬入・搬出車輌証

追加　　　　ケ×￥２００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 ケ

追加　　　　ケ×￥１００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 ケ

追加　　　　枚×￥２００（税込）＝￥　　　　　　　　　合計　　　　 枚

●搬入・搬出車輌証：各車輌に必ず１枚必要です。この車輌証は会場乗り入れ許可証で、駐車許可証ではありません。

■バッジ・車輛証追加申込（有料） ※払い戻しは一切いたしませんのでご注意ください。

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

●出展社バッジ　　：搬入日から搬出日5月29日(金)まで全日程入場できます。

●工事者バッジ　　：搬入出期間（5月25日(
　　　　　　　　　　入場となります。（施工・運送・印刷業者用）

月)・5月26日(火)ならびに5月29日(金)17:00～22:00）のみの

＜規定枚数表＞（無料）

バッジ、車輌証は出展小間数に応じた規定枚数分（無料）を4月中旬にお届けいたします。
3月3日以降の追加分に関しましては、当日会場にて現金との交換となりますのでご了承ください。

5月26日(金)

5月22日(月) 5月24日(火) 5月26日(金)

提出先 

▲

 （株）オールウェイズ・ジャパン
〒112-0002 東京都文京区小石川5-6-9　ドミ小石川ビル2F FAX:03-3947-5715　TEL:03-5981-9913

e-mail: tech@ejkjapan.co.jp

    バッジ・車輌証追加申込書
マニュアルP.9参照

提出期限：3/3（金）

Form3

小間数 １・２小間／トライアル・パビリオンブース ３～５小間 ６～８小間 ９小間以上
出展社バッジ ８ヶ １４ヶ ２０ヶ ３０ヶ
工事者バッジ ６ヶ １２ヶ ２０ヶ ３０ヶ

搬入・搬出車輌証 ３枚 ６枚 ８枚 １０枚

＜規定枚数表＞（無料）

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



全社
提出

マニュアルＰ.１2参照

装飾施工会社届
全社
提出

Form3
提出期限：4/24（金）

※トライアルパック・「M2M/IOT 3days」・「ウェアラブル・パーク」・「スマートデバイス活用」・
　「産学連携」・ベンチャー企業パックに出展される方は不要です。

■装飾業者に関して以下のいずれかにチェックしてください。（装飾関連の問合せ先となります）

※会期中常に連絡を取れる番号

装飾業者名

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

担当者名

所属

携帯

〒

□独自業者
□自社
□パッケージブース（出展申込時に「パッケージ小間」で申込みの方）

（□出展社展示会担当者　□代理店・企画会社　□装飾施工業者）

■これより下は出展申込の際に『パッケージ小間」で申込を行った方のみご記入ください。

●パラペットの有無をお選びください。（パラペットとは社名板や蛍光灯を取り付けるH300の欄間です。）

□有　□無

※オプションパッケージブースをご希望の方はホームページより申込書をダウンロードしてください。
　●ワイヤレスジャパン2015：http://www8.ric.co.jp/expo/wj/syutten2.html
　●ワイヤレステクノロジーパーク2015：http://www.wt-park.com/pdf/WTP2014_manual.pdf
　●運輸システムEXPO2015：http://www.truckexpo.jp/2014/for_exhibitor/sp/pdf/manual.pdf

□アオ　□アカ　□オレンジ　□グリーン　□グレー

●カーペットカラー

●社名板名
　フォーム1-1の『出展表示名（共同出展社名）登録書」に記載された内容になります。

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

※4月中旬発表予定

小間番号

※トライアルパック・各種パビリオン企画エリアに出展される方は不要です。

          装飾施工会社届
マニュアルP.12・13参照

提出期限：4/21（金）

Form4

□ブルー　□レッド　□オレンジ　□グリーン　□グレー

提出先 

▲

 （株）ムラヤマ  担当：中村（奈津希）

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24　豊洲フォレシア TEL:03-6221-0843
FAX:03-6221-1914

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



全社
提出

電灯・電力工事を下記のとおり申し込みます。
■電気幹線工事　　□申し込む　　□不要　　□パッケージ利用

図
計
設
事
工
気
電

■小間内電気工事業者

■電気幹線工事費・電気使用料金・電気器具料金請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、ご記入ください。）

会社名/
担当者名 ＴＥＬ

住所
〒

１００V

２００V

容量

容量

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

器具名/個数 / / / / / / 合　計 容量決定通知書

器具名/個数 / / / / / / 合　計 容量決定通知書

電気幹線工事申込
全社
提出

Form 4-1

電気工事
業者名

住所

ＴＥＬ

ＦＡＸ

免状番号

工事責任者

〒

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

4/24（金）
提出先 飯田電機工業（株）担当：上原・塚田
〒136-0082 東京都江東区新木場1-8-21

e-mail:wireless@iidae.co.jp
TEL:03-3521-3522

FAX:03-3521-3699
提出期限：

マニュアルＰ.１7・１8参照

器具名、容量は、蛍光灯40ｗ→ＦＬ40ｗ、白熱灯100ｗ→Ｌ100ｗ、コンセント100ｗ→○100ｗの様に記号とｗをご記入ください。
蛍光灯・水銀灯は合計容量を定格の1.5倍としてください。例）ＦＬ40ｗ/2個→容量120ｗ

※通路と隣接小間番号もご記入く
　ださい。

※図面添付も可。24時間通電希望の
　場合はその旨明記してください。

正 面正 面

隣
接
小
間

隣
接
小
間

隣
接
小
間

隣
接
小
間

分電盤（ブレーカー）

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

電灯・電力工事を下記のとおり申し込みます。
■電気幹線工事　　□申し込む　　□不要　　□パッケージ利用

図
計
設
事
工
気
電

■小間内電気工事業者

■電気幹線工事費・電気使用料金・電気器具料金請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、ご記入ください。）

会社名/
担当者名 ＴＥＬ

住所
〒

１００V

２００V

容量

容量

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

ｗ

ｋｗ

器具名/個数 / / / / / / 合　計 容量決定通知書

器具名/個数 / / / / / / 合　計 容量決定通知書

電気幹線工事申込
全社
提出

Form 4-1

電気工事
業者名

住所

ＴＥＬ

ＦＡＸ

免状番号

工事責任者

〒

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

4/24（金）
提出先 飯田電機工業（株）担当：上原・塚田
〒136-0082 東京都江東区新木場1-8-21

e-mail:wireless@iidae.co.jp
TEL:03-3521-3522

FAX:03-3521-3699
提出期限：

マニュアルＰ.１7・１8参照

器具名、容量は、蛍光灯40ｗ→ＦＬ40ｗ、白熱灯100ｗ→Ｌ100ｗ、コンセント100ｗ→○100ｗの様に記号とｗをご記入ください。
蛍光灯・水銀灯は合計容量を定格の1.5倍としてください。例）ＦＬ40ｗ/2個→容量120ｗ

※通路と隣接小間番号もご記入く
　ださい。

※図面添付も可。24時間通電希望の
　場合はその旨明記してください。

正 面正 面

隣
接
小
間

隣
接
小
間

隣
接
小
間

隣
接
小
間

分電盤（ブレーカー）

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

※4月中旬発表予定

会社名 小間番号

住　所

担当者 所属・役職

TEL FAX

E-mail：

〒

ブレイカー取付位置の略図（通路と隣接小間番号もご記入ください）

小間内
電気工事業者

住　　所
〒

〒

小間内
装飾業者

住　　所

料金請求先
社名／担当者

担		当		者

Ｔ		Ｅ		Ｌ.

担		当		者

Ｔ		Ｅ		Ｌ.

100V申込容量	 Kw

200V申込容量	 Kw

住		所
ＴＥＬ.

〒

印

印

全社提出
フォーム

5-1電気工事申込書（電気幹線申込）

飯田電機工業株式会社 イベント事業部　担当：上原／塚田
〒136-0082	東京都江東区新木場1-8-21	
TEL.(03)3521-3522		FAX.(03)3521-3699		E-mail:	ifiaHFE@iidae.co.jp

27,28

4月3日（金）必着提出期限

 

送
付
先

 

問
合
せ
・

参照頁

※ミニ小間、パネル展示は
　提出不要

会社名 小間番号

住　所

担当者 所属・役職

TEL FAX

E-mail：

〒

ブレイカー取付位置の略図（通路と隣接小間番号もご記入ください）

小間内
電気工事業者

住　　所
〒

〒

小間内
装飾業者

住　　所

料金請求先
社名／担当者

担		当		者

Ｔ		Ｅ		Ｌ.

担		当		者

Ｔ		Ｅ		Ｌ.

100V申込容量	 Kw

200V申込容量	 Kw

住		所
ＴＥＬ.

〒

印

印

全社提出
フォーム

5-1電気工事申込書（電気幹線申込）

飯田電機工業株式会社 イベント事業部　担当：上原／塚田
〒136-0082	東京都江東区新木場1-8-21	
TEL.(03)3521-3522		FAX.(03)3521-3699		E-mail:	ifiaHFE@iidae.co.jp

27,28

4月3日（金）必着提出期限

 

送
付
先

 

問
合
せ
・

参照頁

※ミニ小間、パネル展示は
　提出不要

■電気幹線工事

□ 電気を使用する　　□ 電気を使用しない

小間番号

       電気幹線工事申込書
マニュアルP.17・18参照

提出期限：4/21（金）

Form5-1

提出先 

▲

 飯田電機工業（株）  担当：上原・塚田

〒136-0082 東京都江東区新木場1-8-21 TEL:03-3521-3522
e-mail:wireless2017@iidae.co.jp

FAX:03-3521-3699

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



器 具 名
蛍光灯
￥2,700

40W
（60W）

2口コンセント（1.5KW以内）　￥2,160

※コンセントはご使用になる機器の消費電力を（　）内にご記入ください。

照明器具やコンセントの取付まで申込をされる方、パッケージ小間を申込され、照明等追加をされる方は下記にご記入ください。

※注　①上記の金額には消費税が含まれております。
　　　②蛍光灯の合計容量は、定格の1.5倍で計算してください。
　　　③合計容量が1.5KWを超える場合は、分電盤工事費が別途加算されます。
　　　④見積をご希望の方は、飯田電機工業（株）までご連絡ください。
　　　⑤幹線工事費・電気使用料が別途加算されます。詳細については15ページを御覧ください。

（小間内レイアウト図）分電盤・スポットライト・コンセント（W数もご記入ください）の取付位置

合 計 合 計

数 量

灯 W

合 計(W)

照明・コンセント追加工事申込
全社
提出

Form4-2

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

4/24（金）

200V　コンセント 数 量 合 計(W)

レフ球スポットライト
￥2,700 30W 灯 W
レフ球アームスポットライト
￥3,240 30W 灯 W
ハロゲンスポットライト
￥4,320 100W 灯 W
ハロゲンアームスポットライト
￥4,860 100W 灯 W
ハロゲンスポットライト 300
￥7,020 300W 灯 W

2.2KWまで　※
￥7,020 　（ 　　　）W個 W

W

W※（ 　　　　　　） 個 W

個 WW　（ 　　　　　　）

個 WW　（ 　　　　　　）

個 WW　（ 　　　　　　）

提出先 飯田電機工業（株）担当：上原・塚田
〒136-0082 東京都江東区新木場1-8-21

e-mail:wireless@iidae.co.jp
TEL:03-3521-3522

FAX:03-3521-3699
提出期限：

マニュアルＰ.１7・１8参照

2.3～3.7KWまで
￥9,150 　（ 　　　）W 個 W
3.8～5.5KWまで
￥10,260 　（ 　　　）W 個 W
5.6～11.0KWまで
￥18,900 　（ 　　　）W 個 W

個 W

レフ球スポットライト レフ球アームスポットライト

ハロゲンスポットライト ハロゲンアームスポットライト ハロゲンスポットライト 300

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

スポットライト

LEDシームレス1200

スポットライト

LEDスポットライト LEDアームスポットライト

アームスポットライトアームスポットライト

LEDスポットライト

LEDアームスポットライト

200V　1口コンセント100V　2口コンセント（1.5KW以内） 　￥2,160

※4月中旬発表予定

小間番号

該当社
提出   照明・コンセント追加工事申込書

マニュアルP.17・18参照

提出期限：4/21（金）

Form5-2

提出先 

▲

 飯田電機工業（株）  担当：上原・塚田

〒136-0082 東京都江東区新木場1-8-21 TEL:03-3521-3522
e-mail:wireless2017@iidae.co.jp

FAX:03-3521-3699

20W

15W

15W

LEDシームレス

LEDスポットライト

LEDアームスポットライト

※注　①上記の金額には消費税が含まれております。
　　　②合計容量が1.5KWを超える場合は、分電盤工事費が別途加算されます。
　　　③見積をご希望の方は、飯田電機工業（株）までご連絡ください。
　　　④幹線工事費・電気使用料が別途加算されます。詳細については15ページを御覧ください。

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

設置理由

設置面積

天井の材質

保護措置

小間の面積　　　　　　m　　天井構造面積　　　　　　m

※必ず構造の分かる図面（平・立面図）を添付してください。天井部分がわかるように表記をお願いします。

■天井構造

■下記の通り申請します。

■装飾施工業者（問い合わせ先）

■図面・パースの提出方法についてチェックしてください。

□メールで提出　　□ＦＡＸで提出

※会期中常に連絡を取れる番号

装飾業者名

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

担当者名

所属

携帯

〒

マニュアルＰ.１5参照

天井構造申請
該当社
提出

Form6

■現時点で設計中のため、図面の提出が遅れる場合は提出予定日をご記入ください。（　　　月　　　日頃提出予定です）

提出期限：

2 2

4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア　 e-mail: n_ueda@murayama.co.jp

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

※4月中旬発表予定

小間番号

          天井構造申請書
マニュアルP.15参照

提出期限：4/21（金）

Form6

提出先 

▲

 （株）ムラヤマ  担当：中村（奈津希）

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24　豊洲フォレシア e-mail: n_nakamura@murayama.co.jp TEL:03-6221-0843
FAX:03-6221-1914

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

■下記の通り床面工事を申請します。

工事内容　：　アンカーボルト直径　　　　　ｍｍ　　　　　本

マニュアルＰ.１6参照

床面工事申請
該当社
提出

Form7

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア e-mail: n_ueda@murayama.co.jp

（長さ60mm以下、直径16mm以下）

※必ず工事箇所、本数を明記した図面を添付してください。
※アンカーボルト1本につき１,62０円(税込)の補修費を後日請求いたします。
※ご請求につきましては会期終了後、(株)ムラヤマより請求書を発行いたします。

■装飾施工業者

※会期中常に連絡を取れる番号

装飾業者名

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

担当者名

所属

携帯

〒

■補修費請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

■図面・パースの提出方法についてチェックしてください。

□メールで提出　　□ＦＡＸで提出

■現時点で設計中のため、図面の提出が遅れる場合は提出予定日をご記入ください。（　　　月　　　日頃提出予定です）

※本書類を提出の際は、P15の注意事項を必ずお読みください。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

■下記の通り床面工事を申請します。

工事内容　：　アンカーボルト直径　　　　　ｍｍ　　　　　本

マニュアルＰ.１6参照

床面工事申請
該当社
提出

Form7

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア e-mail: n_ueda@murayama.co.jp

（長さ60mm以下、直径16mm以下）

※必ず工事箇所、本数を明記した図面を添付してください。
※アンカーボルト1本につき１,62０円(税込)の補修費を後日請求いたします。
※ご請求につきましては会期終了後、(株)ムラヤマより請求書を発行いたします。

■装飾施工業者

※会期中常に連絡を取れる番号

装飾業者名

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

担当者名

所属

携帯

〒

■補修費請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

■図面・パースの提出方法についてチェックしてください。

□メールで提出　　□ＦＡＸで提出

■現時点で設計中のため、図面の提出が遅れる場合は提出予定日をご記入ください。（　　　月　　　日頃提出予定です）

※本書類を提出の際は、P15の注意事項を必ずお読みください。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

■下記の通り床面工事を申請します。

工事内容　：　アンカーボルト直径　　　　　ｍｍ　　　　　本

マニュアルＰ.１6参照

床面工事申請
該当社
提出

Form7

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア e-mail: n_ueda@murayama.co.jp

（長さ60mm以下、直径16mm以下）

※必ず工事箇所、本数を明記した図面を添付してください。
※アンカーボルト1本につき１,62０円(税込)の補修費を後日請求いたします。
※ご請求につきましては会期終了後、(株)ムラヤマより請求書を発行いたします。

■装飾施工業者

※会期中常に連絡を取れる番号

装飾業者名

住所

ＴＥＬ ＦＡＸ

担当者名

所属

携帯

〒

■補修費請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

会社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

■図面・パースの提出方法についてチェックしてください。

□メールで提出　　□ＦＡＸで提出

■現時点で設計中のため、図面の提出が遅れる場合は提出予定日をご記入ください。（　　　月　　　日頃提出予定です）

※本書類を提出の際は、P15の注意事項を必ずお読みください。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

※4月中旬発表予定

小間番号

P16

          床面工事申請書
マニュアルP.16参照

提出期限：4/21（金）

Form7

提出先 

▲

 （株）ムラヤマ  担当：中村（奈津希）

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24　豊洲フォレシア e-mail: n_nakamura@murayama.co.jp TEL:03-6221-0843
FAX:03-6221-1914

※アトリウムにはアンカー打設はできません。

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

常駐火元責任者

裸火の種類

燃料

※ガスを使用する場合は容量（Kw）を必ずご明記ください。
※取扱場所を明記した図面を必ず添付してください。

■裸火の使用

マニュアルＰ.１6参照

火気・危険物等持込許可申請
該当社
提出

Form8

■下記の通り火気・危険物等の持込許可の申請をします。

危険物の種類 持ち込み量 使用目的

※取扱場所の位置構造および危険物品を扱う設備図面を必ず添付してください。

■危険物品の持ち込み

消火器の設置 型　　　　　　　本

その他の
防火・安全措置

※ＡＢＣ粉末消火器を必ず設置してください。

■防火対策について

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

■図面・パースの提出方法についてチェックしてください。

□メールで提出　　□ＦＡＸで提出

■現時点で設計中のため、図面の提出が遅れる場合は提出予定日をご記入ください。（　　　月　　　日頃提出予定です）

提出期限：4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

※4月中旬発表予定

小間番号

 火気・危険物等持込許可申請書
マニュアルP.16参照

提出期限：4/21（金）

Form8

提出先 

▲

 （株）ムラヤマ  担当：中村（奈津希）

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24　豊洲フォレシア TEL:03-6221-0843
FAX:03-6221-1914

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

●小間内清掃期間

　　　　　5月26日（ 火）～5月28日（ 木）（会期前日と開催日初日と２日目の合計３日間）

●清掃料金
　　　
　　　　　￥２,6００/小間・３日間（税込）
　

期　間 出　展　面　積 合計金額（税込）

￥２,6００×_______________小間 ￥

※パッケージブースをお申込みの場合、小間内清掃は含まれております。

お支払い方法　　□　会期中に会場で現金支払い
　　　　　　　　　　
　　　　　　　　□　請求書を送付希望

提出先 （株）イン・サポート FAX:03-5683-3887担当：後藤

TEL:03-5683-3886〒135-0016 東京都江東区東陽5-22-12 e-mail:goto@yellow.interq.or.jp

提出期限：
小間内清掃申込

該当社
提出

Form10

■小間内清掃を下記の通り申し込みます。

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

マニュアルP.31参照

4/24（金）

5月26日（火）～5月28日（木）

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

■プライベート商談室を下記の通り申し込みます。

●利用期間
　
　　5月27日（ 水）～5月29日（金）

●利用料金

　　￥２１6，０００（税込）/１ルーム

●サイズ

　　縦３ｍ×６ｍ

●内容
　
　　システムパネル壁、鍵付のドア、カーペット、テーブル２台、
　　椅子８脚、ホワイトボード、冷蔵庫、カウンター

プライベート商談室利用申込
該当社
提出

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：

Form15マニュアルP.32参照

4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

出展社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

期　間

5月27日（水）～5月29日（金）

お申込数

￥２１6,０００×_______________部屋 ￥

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

合計金額（税込）

※設置場所は事務局にて決定し、後日お知らせいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

5月23日（火）～ 5月25日（木）　（会期前日と開催日初日と２日目の合計３日間）

5月24日（水）～5月26日（金）

※4月中旬発表予定

小間番号

        小間内清掃申込書
マニュアルP.29参照

提出期限：4/21（金）

Form9ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

■プライベート商談室を下記の通り申し込みます。

●利用期間
　
　　5月27日（ 水）～5月29日（金）

●利用料金

　　￥２１6，０００（税込）/１ルーム

●サイズ

　　縦３ｍ×６ｍ

●内容
　
　　システムパネル壁、鍵付のドア、カーペット、テーブル２台、
　　椅子８脚、ホワイトボード、冷蔵庫、カウンター

プライベート商談室利用申込
該当社
提出

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：

Form15マニュアルP.32参照

4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

出展社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

期　間

5月27日（水）～5月29日（金）

お申込数

￥２１6,０００×_______________部屋 ￥

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

合計金額（税込）

※設置場所は事務局にて決定し、後日お知らせいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

5月24日（水）～ 5月26日（金）

￥２７０，０００

5月24日（水）～5月26（金） ￥2７０, 0 0 0

※4月中旬発表予定

提出先 

▲

 日本イージェイケイ（株）　担当：俵・鎌田

〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6　ランドマーク芝公園7F FAX:03-6459-0445　TEL:03-6459-0444
e-mail: tech@ejkjapan.co.jp

小間番号

 プライベート商談室利用申込書
マニュアルP.31参照

提出期限：4/21（金）

Form10ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

有料ストックルーム申込
該当社
提出

■有料ストックルームを下記の通り申し込みます。

●利用期間
　
　　5月26

●利用料金

　　￥１０8，０００（税込）/ルーム

●仕様

　　１ルーム：縦２ｍ×横２ｍ　鍵付きのドア（鍵1個）

提出期限：

Form16マニュアルP.31参照

4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

※設置場所は事務局にて決定し、後日お知らせいたします。

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

出展社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

期　間

5月26日（火）１3：００

5月29日（金）２０：００

お申込区画数

￥１０8,０００×_______________ルーム ￥

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

合計金額（税込）

日（火）１3：００　～　5月 29日（金）２０：００

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

5月23日（火） 1 3：0 0 　～  5月26日（木） 2 0：0 0

5月23日（火） 1 3 : 0 0

5月26日（金） 2 0 : 0 0

※4月中旬発表予定

小間番号

提出先 

▲

 日本イージェイケイ（株）　担当：俵・鎌田

〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6　ランドマーク芝公園7F FAX:03-6459-0445　TEL:03-6459-0444
e-mail: tech@ejkjapan.co.jp

   有料ストックルーム申込書
マニュアルP.30参照

提出期限：4/21（金）

Form11ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出 オプション備品申込書

植田・牛島・中村

品　目 金額 数 合計
折りたたみ椅子

※詳細は出展マニュアルP22～25をご覧下さい。

¥648
品　目 金額 数 合計

ダストボックス ¥702

冷蔵庫（小） ¥14,040

冷蔵庫（大） ¥16,620

カタログスタンド ¥5,940

卓上カタログスタンド ¥1,620

貴名受 ¥1,620

植栽　（　　　　　　　　　　　） ¥1,620

植栽　（　　　　　　　　　　　） ¥2,700

植栽　（　　　　　　　　　　　） ¥3,780

）009ｗ（ ータンラプ ¥11,880

）0081ｗ（ ータンラプ ¥23,760

プラズマディスプレイ　37インチ ¥167,400

プラズマディスプレイ　40インチ ¥162,000

プラズマディスプレイ　50インチ ¥199,800

プラズマディスプレイ　61インチ ¥270,000

液晶テレビ　15インチ ¥34,560

液晶テレビ　20インチ ¥48,600

ＶＨＳプレイヤー ¥22,690

ＤＶＤプレイヤー ¥27,000

プロジェクターセット ¥183,600

音響セット（小） ¥35,640

音響セット（中） ¥91,800

音響セット（大） ¥145,800

合　計 ¥

¥3,240

¥5,940

¥4,320

¥4,320

¥3,780

カフェチェア

カフェチェア

カフェチェア

カウンターチェア

スタンドチェア

パイプベンチＣ ¥7,020

¥7,020

¥5,940

¥3,780

¥4,320

¥17,280

パイプベンチＤ

カフェチェア

会議用テーブル

丸テーブル

ハイカウンター

受付カウンター ¥6,480

¥17,280

¥19,440

¥26,460

¥10,800

¥14,040

商談セット

商談セット

商談セット

応接セット

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900 ¥14,040

¥16,200

¥19,440

¥18,350

¥18,350

¥16,200

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750（引き戸）

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900（引き戸＆鍵付き）

Ｒ展示台  Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750

Ｒ展示台  Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900

三角展示台  Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750

¥16,200

¥3,240

¥7,020

三角展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900

シングルハンガー

スチール棚

該当社
提出

Form19
提出期限：4/24（金）

マニュアルP.23～26参照
ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

FAX:03-6221-1914
TEL:03-6221-0843

オプション備品申込書

植田・牛島・中村

品　目 金額 数 合計
折りたたみ椅子

※詳細は出展マニュアルP22～25をご覧下さい。

¥648
品　目 金額 数 合計

ダストボックス ¥702

冷蔵庫（小） ¥14,040

冷蔵庫（大） ¥16,620

カタログスタンド ¥5,940

卓上カタログスタンド ¥1,620

貴名受 ¥1,620

植栽　（　　　　　　　　　　　） ¥1,620

植栽　（　　　　　　　　　　　） ¥2,700

植栽　（　　　　　　　　　　　） ¥3,780

）009ｗ（ ータンラプ ¥11,880

）0081ｗ（ ータンラプ ¥23,760

プラズマディスプレイ　37インチ ¥167,400

プラズマディスプレイ　40インチ ¥162,000

プラズマディスプレイ　50インチ ¥199,800

プラズマディスプレイ　61インチ ¥270,000

液晶テレビ　15インチ ¥34,560

液晶テレビ　20インチ ¥48,600

ＶＨＳプレイヤー ¥22,690

ＤＶＤプレイヤー ¥27,000

プロジェクターセット ¥183,600

音響セット（小） ¥35,640

音響セット（中） ¥91,800

音響セット（大） ¥145,800

合　計 ¥

¥3,240

¥5,940

¥4,320

¥4,320

¥3,780

カフェチェア

カフェチェア

カフェチェア

カウンターチェア

スタンドチェア

パイプベンチＣ ¥7,020

¥7,020

¥5,940

¥3,780

¥4,320

¥17,280

パイプベンチＤ

カフェチェア

会議用テーブル

丸テーブル

ハイカウンター

受付カウンター ¥6,480

¥17,280

¥19,440

¥26,460

¥10,800

¥14,040

商談セット

商談セット

商談セット

応接セット

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900 ¥14,040

¥16,200

¥19,440

¥18,350

¥18,350

¥16,200

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750（引き戸）

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900（引き戸＆鍵付き）

Ｒ展示台  Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750

Ｒ展示台  Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900

三角展示台  Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750

¥16,200

¥3,240

¥7,020

三角展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900

シングルハンガー

スチール棚

該当社
提出

Form19
提出期限：4/24（金）

マニュアルP.23～26参照
ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

FAX:03-6221-1914
TEL:03-6221-0843

品　　目 金 額 数 合  計 品　　目 金 額 数 合  計
折りたたみ椅子 ¥648 ダストボックス ¥702

カフェチェア ¥3,240 冷蔵庫（小） ¥14,040

カフェチェア ¥5,940 冷蔵庫（大） ¥16,200

カフェチェア ¥4,320 カタログスタンド ¥5,940

カウンターチェア ¥4,320 卓上カタログスタンド ¥1,620

スタンドチェア ¥3,780 貴名受 ¥1,620

パイプベンチＣ ¥7,020 植栽　（　　　　　　　　　　　） ¥1,620

パイプベンチＤ ¥7,020 植栽　（　　　　　　　　　　　） ¥2,700

カフェチェア ¥5,940 植栽　（　　　　　　　　　　　） ¥3,780

会議用テーブル ¥3,780 プランター（ ｗ900） ¥11,880

丸テーブル ¥4,320 プランター（ ｗ1800） ¥23,760

ハイカウンター ¥17,280 プラズマディスプレイ　37インチ ¥167,400

受付カウンター ¥6,480 プラズマディスプレイ　40インチ ¥162,000

商談セット ¥17,280 プラズマディスプレイ　50インチ ¥199,800

商談セット ¥19,440 プラズマディスプレイ　61インチ ¥270,000

商談セット ¥26,460 液晶テレビ　15インチ ¥34,560

応接セット ¥10,800 液晶テレビ　20インチ ¥48,600

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750 ¥14,040 ブルーレイディスクプレイヤー ¥27,000

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900 ¥14,040 ＤＶＤプレイヤー ¥27,000

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750（引き戸） ¥16,200 プロジェクターセット ¥183,600

展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900（引き戸＆鍵付き） ¥19,440 音響セット（小） ¥35,640

Ｒ展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750 ¥18,360 音響セット（中） ¥91,800

Ｒ展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900 ¥18,360 音響セット（大） ¥145,800

三角展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ750 ¥16,200

三角展示台 Ｗ990×Ｄ495×Ｈ900 ¥16,200

シングルハンガー ¥3,240

スチール棚 ¥7,020

合　計　¥

※4月中旬発表予定

P23～26

小間番号

      オプション備品申込書
マニュアルP.22～25参照

提出期限：4/21（金）

Form12

提出先 

▲

 （株）ムラヤマ  担当：中村（奈津希）

〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24　豊洲フォレシア TEL:03-6221-0843
FAX:03-6221-1914

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

提出先

提出期限：

該当社
提出

Form20

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

マニュアルP.31参照

4/24（金）

e-mail:ejk-interpreter@convention.co.jp

通訳申込

日本コンベンションサービス㈱　担当：金子／劉（リュウ）
〒100-0013　東京都千代田区霞が関1-4-2　大同生命霞が関ビル

TEL: 03-3508-1215

下記の通り申し込みます。

*注1：食費込み、交通費込みの金額です。（税込み8%）
◎会場外・会期外での業務もお受けしています。お気軽にお問い合わせください。

種類 人数

人

人

人

期間

5月　　　日 ～ 　　　日

5月　　　日 ～ 　　　日

5月　　　日 ～ 　　　日

料金（1日）
*注1

1.商談通訳者A（日/英）
*商談通訳経験3年以上

2.商談通訳者B（日/英）
*商談通訳経験3年未満

3.英語対応受付スタッフ
（日常対応可）

¥59,400

¥43,200

¥35,640

お支払い方法（ご希望の支払い方法に×印をご記入ください）
※海外の御客様に関しては、初回前受けにてお願いしております。予めご了承お願い致します。
　　　□　カード払い（別途3％引き落とし手数料がかかります。）
　　　□　銀行振り込み（請求書を希望）
※日本コンベンションサービス（株）よりご請求申し上げます。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

■プライベート商談室を下記の通り申し込みます。

●利用期間
　
　　5月27日（ 水）～5月29日（金）

●利用料金

　　￥２１6，０００（税込）/１ルーム

●サイズ

　　縦３ｍ×６ｍ

●内容
　
　　システムパネル壁、鍵付のドア、カーペット、テーブル２台、
　　椅子８脚、ホワイトボード、冷蔵庫、カウンター

プライベート商談室利用申込
該当社
提出

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：

Form15マニュアルP.32参照

4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

出展社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

期　間

5月27日（水）～5月29日（金）

お申込数

￥２１6,０００×_______________部屋 ￥

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

合計金額（税込）

※設置場所は事務局にて決定し、後日お知らせいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

※4月中旬発表予定

小間番号

             通訳申込書
マニュアルP.30参照

提出期限：4/21（金）

Form13ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

個人情報保護の観点から、FAXにてお申込の場合、送信完了後着信確認をお願いいたします。
E-Mailにてお申込の場合、添付ファイルにパスワードをかけ、別メールにてパスワードをお知らせください。

オンライン申込　https://mice3.jtbgmt.com/wirelessjapan2017/?lang=ja
出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

 （クレジットカードでのお支払いの場合はご記入不要です。）

貴社取引銀行名 支　店　名 口　座　番　号

口　座　名

フリガナ フリガナ

フリガナ

普通
　　　　No.
当座

提出先 （株）ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル
〒140-8604 東京都品川区東品川2-3-11 ＪＴＢビル

宿泊申込
該当社
提出

１

２

３

４

５

フリガナフリガナ

宿泊者氏名 同室者(ツインの場合)

シングル
ツイン

シングル
ツイン

シングル
ツイン

シングル
ツイン

シングル
ツイン

5 5 5555

希望ホテル
第一希望：

第二希望：

備　考：

カード会社：　　　□VISA　　　　□MASTER　　　　□DINERS　　　　□AMEX　　　　□JCB
カード番号： カード有効期限：　　　年　　　月
セキュリティコード：

カード名義： サイン：

FAX:03-5495-0785
TEL:03-5796-5446

提出期限：

25 26 30292827

＊宿泊希望日に○印を記入してください。 ＊用紙が足りない場合、コピーしてご利用ください。
＊全額前払いとなります。  ＊ホテル名に関してはマニュアルを参考にしてください。

★クレジットカードでのお支払いご希望の方は、下記欄の記入をお願い致します。
 （申込書到着後１週間以内にお引き落としの手続きをさせて頂きますのでご了承ください）

★ご変更等の際にはご返金をいたしますので、貴社取引銀行欄もご記入ください。
　なお、ご返金は展示会終了後１ヶ月程度かかりますので予めご了承ください。

部屋タイプ
丸で囲んで
 ください

※アメリカンエキスプレス以外：裏面署名欄数字の末尾３桁
　アメリカンエキスプレス：表面右上の４桁

e-mail:WIRELESSJAPAN2015@gmt.jtb.jp

朝 食
丸で囲んで
ください

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

Form17マニュアルP.29、30参照

5/1（金）
ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

 （クレジットカードでのお支払いの場合はご記入不要です。）

貴社取引銀行名 支　店　名 口　座　番　号

口　座　名

フリガナ フリガナ

フリガナ

普通
　　　　No.
当座

提出先 （株）ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル
〒140-8604 東京都品川区東品川2-3-11 ＪＴＢビル

宿泊申込
該当社
提出

１

２

３

４

５

フリガナフリガナ

宿泊者氏名 同室者(ツインの場合)

シングル
ツイン

シングル
ツイン

シングル
ツイン

シングル
ツイン

シングル
ツイン

5 5 5555

希望ホテル
第一希望：

第二希望：

備　考：

カード会社：　　　□VISA　　　　□MASTER　　　　□DINERS　　　　□AMEX　　　　□JCB
カード番号： カード有効期限：　　　年　　　月
セキュリティコード：

カード名義： サイン：

FAX:03-5495-0785
TEL:03-5796-5446

提出期限：

25 26 30292827

＊宿泊希望日に○印を記入してください。 ＊用紙が足りない場合、コピーしてご利用ください。
＊全額前払いとなります。  ＊ホテル名に関してはマニュアルを参考にしてください。

★クレジットカードでのお支払いご希望の方は、下記欄の記入をお願い致します。
 （申込書到着後１週間以内にお引き落としの手続きをさせて頂きますのでご了承ください）

★ご変更等の際にはご返金をいたしますので、貴社取引銀行欄もご記入ください。
　なお、ご返金は展示会終了後１ヶ月程度かかりますので予めご了承ください。

部屋タイプ
丸で囲んで
 ください

※アメリカンエキスプレス以外：裏面署名欄数字の末尾３桁
　アメリカンエキスプレス：表面右上の４桁

e-mail:WIRELESSJAPAN2015@gmt.jtb.jp

朝 食
丸で囲んで
ください

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

Form17マニュアルP.29、30参照

5/1（金）
ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

e-mail:wirelessjapan2017@gmt.jtb.jp TEL:03-5796-5446

お支払方法
　 オンラインクレジットカード決済
 ※予約登録完了後、弊社よりログイン用ID番号とURLをE-Mailにてお送りします。
 　E-Mailアドレスとパスワードを必ずご記入ください。

　 銀行振込
 ※予約登録完了後、弊社よりログイン用ID番号とURLをE-Mailにてお送りします。
 　お振込予定日をサイト内でご選択いただき期日までにお支払いください。

申込日付 著名

銀行 支店 名義

※パスワード
（大小英数字 8文字以上）

パスワードを設定頂くと、オンラインでのクレジットカード決済、予約変更・取消、確認書のダウンロードが可能になります。
ご了承頂いたうえで、ご希望のパスワードをご記入ください。

22 23 24 25 26 27

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

 （クレジットカードでのお支払いの場合はご記入不要です。）

貴社取引銀行名 支　店　名 口　座　番　号

口　座　名

フリガナ フリガナ

フリガナ

普通
　　　　No.
当座

提出先 （株）ＪＴＢグローバルマーケティング＆トラベル
〒140-8604 東京都品川区東品川2-3-11 ＪＴＢビル

宿泊申込
該当社
提出

１

２

３

４

５

フリガナフリガナ

宿泊者氏名 同室者(ツインの場合)

シングル
ツイン

シングル
ツイン

シングル
ツイン

シングル
ツイン

シングル
ツイン

5 5 5555

希望ホテル
第一希望：

第二希望：

備　考：

カード会社：　　　□VISA　　　　□MASTER　　　　□DINERS　　　　□AMEX　　　　□JCB
カード番号： カード有効期限：　　　年　　　月
セキュリティコード：

カード名義： サイン：

FAX:03-5495-0785
TEL:03-5796-5446

提出期限：

25 26 30292827

＊宿泊希望日に○印を記入してください。 ＊用紙が足りない場合、コピーしてご利用ください。
＊全額前払いとなります。  ＊ホテル名に関してはマニュアルを参考にしてください。

★クレジットカードでのお支払いご希望の方は、下記欄の記入をお願い致します。
 （申込書到着後１週間以内にお引き落としの手続きをさせて頂きますのでご了承ください）

★ご変更等の際にはご返金をいたしますので、貴社取引銀行欄もご記入ください。
　なお、ご返金は展示会終了後１ヶ月程度かかりますので予めご了承ください。

部屋タイプ
丸で囲んで
 ください

※アメリカンエキスプレス以外：裏面署名欄数字の末尾３桁
　アメリカンエキスプレス：表面右上の４桁

e-mail:WIRELESSJAPAN2015@gmt.jtb.jp

朝 食
丸で囲んで
ください

有・無

有・無

有・無

有・無

有・無

Form17マニュアルP.29、30参照

5/1（金）
ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

国名　□ 日本
　　　□ その他（　　　　　　　）

※4月中旬発表予定

小間番号

             宿泊申込書
マニュアルP.28・29参照

提出期限：4/21（金）

Form14

〒140-8604 東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス7階

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

提出先 （株）ケン＆スタッフ FAX:03-3367-0023
提出期限：

TEL:03-3367-0020〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-14-7 YKSビル

該当社
提出

Form9

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

マニュアルP.31参照

5/15（金）

e-mail:y-tanaka@ken-staff.co.jp

担当：田中

ナレーター・コンパニオン・スタッフ手配申込

申込期間

小間受付
小間作業

コンパニオン

ナレーター

服装

支払方法

平成　　年　　月　　日（　 ）～　　　月　　日（　）までの　　　日間

①当社指定の服装　　②私服（リクルートスーツ等）

①最終日に集金を希望する。　　②銀行振込み（ご請求書到着７日以内）

男性　　　　 名　（就業開始希望時間）　　　時　　　分から
女性　　　　 名　（就業開始希望時間）　　　時　　　分から

男性　　　　 名　（就業開始希望時間）　　　時　　　分から
女性　　　　 名　（就業開始希望時間）　　　時　　　分から

男性　　　　 名　（就業開始希望時間）　　　時　　　分から
女性　　　　 名　（就業開始希望時間）　　　時　　　分から

スタッフ申込書 申込日 　　　年　　　月　　　日

イベント名　：　ワイヤレスジャパン2015　,　WTP2015　,　運輸システムEXPO2015
ブースNo.

㊞ E-mail
FAX

E-mail
FAX

□請求先が異なる場合は、下欄をご記入下さい。

請求先社名
住　所
部 署 名
ご担当者名
TEL

㊞

出展者名
住　所
部 署 名
ご担当者名
TEL

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

1.【小間受付・作業】　￥16,496／日　（８時間以内）
2.【コンパニオン】　   ￥25,000／日～（８時間以内）
3.【ナレーター】　      ￥42,000／日～（８時間以内）
※ 上記金額には、食事代、消費税８％、交通費（弊社所在地＝高田馬場⇔東京ビッグサイト＝現地・往復）が含まれております。
※ 料金のお支払いは、会期最終日に会場にて現金支払いか、または、後日銀行振込みにてお願い致します。
　なお、どちらかを下記申込書にご記入ください。

菊地 FAX:03-3367-0027
e-mail:y-kikuchi@ken-staff.co.jp

ワイヤレスジャパン2017　，　WTP2017　，　運輸・交通システムEXPO2017　，　ドローンソリューション＆技術展2017

￥17,446
￥30,000
￥42,000

※4月中旬発表予定

小間番号

    ナレーター・OAコンパニオン申込書
マニュアルP.30参照

提出期限：4/21（金）

Form15

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-4-5　MSTヒルズ

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

担当：塩田

□輸入貨物届

メーカー名 国　名 製　品　名　 数　量 総　重　量 総価格
F.O.B（US$）

提出先 日本通運（株）五反田航空支店 担当：右近

〒143-0025 東京都大田区南馬込5-42-18 e-mail:fai-tyo@air.nittsu.co.jp

輸入貨物届
該当社
提出

■下記の通り申し込みます。

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

FAX:03-3778-8264
TEL:03-3778-8274

提出期限：4/24（金）

マニュアルP.20参照 Form13ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

※4月中旬発表予定

小間番号

輸入貨物届　　
マニュアルP.20参照

提出期限：4/21（金）

Form16

提出先 

▲

 日本通運（株）五反田航空支店
〒143-0025 東京都大田区南馬込5-42-18 TEL:03-3778-8274

FAX:03-3778-8264
e-mail: kea-shiota@nittsu.co.jp
 event-gte@air.nittsu.co.jp ※CCで両方のアドレスに送信してください

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

■プライベート商談室を下記の通り申し込みます。

●利用期間
　
　　5月27日（ 水）～5月29日（金）

●利用料金

　　￥２１6，０００（税込）/１ルーム

●サイズ

　　縦３ｍ×６ｍ

●内容
　
　　システムパネル壁、鍵付のドア、カーペット、テーブル２台、
　　椅子８脚、ホワイトボード、冷蔵庫、カウンター

プライベート商談室利用申込
該当社
提出

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：

Form15マニュアルP.32参照

4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

出展社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

期　間

5月27日（水）～5月29日（金）

お申込数

￥２１6,０００×_______________部屋 ￥

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

合計金額（税込）

※設置場所は事務局にて決定し、後日お知らせいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

■プライベート商談室を下記の通り申し込みます。

●利用期間
　
　　5月27日（ 水）～5月29日（金）

●利用料金

　　￥２１6，０００（税込）/１ルーム

●サイズ

　　縦３ｍ×６ｍ

●内容
　
　　システムパネル壁、鍵付のドア、カーペット、テーブル２台、
　　椅子８脚、ホワイトボード、冷蔵庫、カウンター

プライベート商談室利用申込
該当社
提出

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：

Form15マニュアルP.32参照

4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

出展社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

期　間

5月27日（水）～5月29日（金）

お申込数

￥２１6,０００×_______________部屋 ￥

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

合計金額（税込）

※設置場所は事務局にて決定し、後日お知らせいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

提出先 

▲

 日本イージェイケイ（株）　担当：俵・鎌田

〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6　ランドマーク芝公園7F FAX:03-6459-0445　TEL:03-6459-0444
e-mail: tech@ejkjapan.co.jp

      スポンサーシップ申込書
マニュアルP.35参照

提出期限：4/21（金）

オフィシャルWebサイト バナー掲載

￥ 108,000 ×　　　　 合計金額　￥ 　　　　　　　　

　□ ワイヤレスジャパン2017

　□ ワイヤレス・テクノロジー・パーク2017

　□ 運輸・交通システムEXPO2017

　□ ドローンソリューション＆技術展2017

エントランス誘導看板 ￥ 86,400 ×　　　　 台 合計金額　￥ 　　　　　　　　

フロアマップ ￥ 162,000 ×　　　　 枚 合計金額　￥ 　　　　　　　　

展示会場総合受付看板 ￥ 540,000 ×　　　　 枚 合計金額　￥ 　　　　　　　　

会場受付での同封広告 ￥ 108,000 ×　　　　 合計金額　￥ 　　　　　　　　

会場内吊り下げバナー ￥ 1,512,000 ×　　　　 合計金額　￥ 　　　　　　　　

来場者バッジ ￥ 1,000,000 ×　　　　 合計金額　￥ 　　　　　　　　

TOTAL ￥ 　　　　　　　　　　　　

※金額は消費税込の料金です。

Form17ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

マニュアルＰ.１9参照

小間内臨時架設電話申込
該当社
提出

Form11

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出先 キッセイコムテック（株） 担当：今井

TEL:03-5843-0324
@network.kcrent.jp

FAX:

〒

■請求先会社情報（請求先が出展担当者と異なる場合のみご記入ください。）

■当社小間内に5月27日（水）から5月29日（金）まで臨時電話・INS64回線を申し込みます。
■申込書受領後、キッセイコムテック（株）より請求書を発行致しますので、5月15日（金）までにお振込みください。

■回線設置希望位置を貴社施工図等にご記入の上、本申込書と共に提出してください。
　通路と隣接小間出展社名もご記入ください。ブース図面が無い場合には下記にブース略図及び回線設置希望位置をご記入ください。

□別紙
□現時点で未定のため、後日送付（　月　日までに）
★5月15日（金）以降の回線のキャンセルは出来ません。

※臨時電話回線は無料通話分¥5,400（税込）を含みます。INS64回線は無料通話分¥16,200（税込）を含みます。

会社名

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

住　所

担当者氏名

会社名 金額（税込） 本　数

臨時電話回線（電話機あり）

臨時電話回線（電話機なし）

INS64回線（DSUあり）

INS64回線（DSUなし）

¥16,200

¥16,200

¥64,800

¥64,800

）

　
　
　
　
　
　
（名
間
小
接
隣

）

　
　
　
　
　
　
（名
間
小
接
隣

続
接

図
計
設
事
工

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・小間の正面

e-mail：

所属部署・役職

提出期限：4/30（木）
03-5979-6335

〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-32-1　大塚S＆Sビル2F

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

e-mail:wireless

※4月中旬発表予定

5月23日（火）から5月26日（金）
5月12日（金）

5月12日（金）

ブース図面がない場合、こちらにブース略図および回線希望位置をご記入ください。

小間番号

e-mail:wireless2017@network.kcrent.jp
TEL:03-5843-0333
FAX:03-5979-6335

提出先 

▲

 キッセイコムテック（株）   担当：馬場

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-32-1　大塚S＆Sビル2F

  小間内臨時架設電話申込書
マニュアルP.19参照

提出期限：4/26（水）

Form18ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



該当社
提出

マニュアルＰ.１9参照

高速インターネット接続申込
該当社
提出

Form12

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出先 キッセイコムテック（株） 担当：今井

■回線設置希望位置を貴社施工図等にご記入の上、本申込書と共に提出してください。
　隣接小間出展社名もご記入ください。ブース図面が無い場合には下記にブース略図及び回線設置希望位置をご記入ください。

会社名 金額（税込） 本　数
100Mbps共有回線（プライベートIPアドレス）
100Mbps共有回線（グローバル１IPアドレス）
100Mbps共有回線（グローバル５IPアドレス）
100Mbps共有回線（グローバル13IPアドレス）
高速共有回線接続（１Gbps）[グローバル13IPアドレスが付与]

ブース間LAN接続（50mまで）
ブース間LAN接続（100mまで）

¥75,600

¥108,000
¥118,800

¥140,400
¥291,600

¥32,400
¥54,000

TEL:03-5843-0324
e-mail:wireless@network.kcrent.jp

FAX:

e-mail：

〒

■請求先会社情報（請求先が出展担当者と異なる場合のみご記入ください。）

■当社小間内に5月27日（水）から5月29日（金）会期終了まで
■申込書受領後、キッセイコムテック（株）より請求書を発行致しますので、5月15日（金）までにお振込みください。

会社名

ＴＥＬ： ＦＡＸ：

住　所

所属部署・役職

担当者氏名

□別紙
□現時点で未定のため、後日送付（　月　日までに）
★5月15日（金）以降の回線のキャンセルは出来ません。

）

　
　
　
　
　
　
（名
間
小
接
隣

）

　
　
　
　
　
　
（名
間
小
接
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続
接

図
計
設
事
工

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・

・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・　・小間の正面

提出期限：4/30（木）
03-5979-6335

〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-32-1　大塚S＆Sビル2F

※その他の回線につきましては弊社担当者までお問い合わせください。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

高速インターネット接続を申し込みます。

※4月中旬発表予定

5月23日（火）から5月26日（金）
5月12日（金）

5月12日（金）

ブース図面がない場合、こちらにブース略図および回線希望位置をご記入ください。

小間番号

e-mail:wireless2017@network.kcrent.jp
TEL:03-5843-0333
FAX:03-5979-6335

提出先 

▲

 キッセイコムテック（株）   担当：馬場

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-32-1　大塚S＆Sビル2F

  高速インターネット接続申込書
マニュアルP.19参照

提出期限：4/26（水）

Form19ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



パソコンレンタル申込依頼書
該当社
提出

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：5/8（金）
提出先 キッセイコムテック（株）

ご希望機器番号 商　品　名 台　数

e-mail:wireless@network.kcrent.jp

FAX:

■商品の搬入・搬出日時をお選びください（○をお付けください）。

搬入：①会場　5月26日　11時～12時　・　それ以外（　　　　　　　）　②事前（ご希望日時　　　　　　　　）

搬出：①会場　5月29日　17時～19時　・　それ以外（　　　　　　　）　②事後（ご希望日時　　　　　　　　）

※②の場合の納品先→

※②の場合の回収先→

●お問合せ先　
キッセイコムテック株式会社
レンタル事業部 営業グループ

〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-32-1　大塚S＆Sビル2F
TEL(03)5843-0324　FAX(03)5979-6335
http://www.kicnet.co.jp/rent/
担当者：今井　（wireless@network.kcrent.jp）

・別紙のレンタル料金は、会期中の特別料金（運送費別／税込金額）です。開梱、設置、梱包作業は含まれておりません。
・オプションとして、ブース内ネットワーク配線、設定、機器開梱設置、解体撤去等ができます。希望の場合はご相談ください。
・会場への納品日時は、5月26日（火）11時～12時を予定しております。それ以外の納品をご希望の場合は別途ご相談ください。
　また、事前搬入・事後搬出も承ります。ご希望の場合、別途お見積もりさせていただきます。
・展示会場内でのノートPCの盗難が非常に多くなっております。
　セキュリティワイヤーを掛ける・会期終了後はPCを鍵のかかる場所に保管する、等の対策をとることをお勧めいたします。
・本依頼書を受領後、当社指定の申込書をお送りいたします。そちらにご記入・捺印の上、当社までFAXにてお送りください。
・当社と初めてお取引のお客様には、会社概要その他、当社与信基準により必要書類をFAXにて送付いただきます。予めご了承ください。
・上記以外にも、各社パソコン本体、周辺機器、ネットワーク機器など、多数取りそろえております。
・開催日直前は、お申し込みが殺到し、ご希望に添えない場合もございます。お申込みはお早めにお願いいたします。
・代金は、申込書受領後、キッセイコムテック（株）よりご請求いたしますので、銀行振込にてお支払いください。

03-5979-6335
〒170-0005　東京都豊島区南大塚3-32-1　大塚S＆Sビル2F

Form18マニュアルP.27、28参照

担当 ： 今井（聡）

TEL:03-5843-0324

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

※4月中旬発表予定

5月23日（火）10時～12時

込

別途お見積もりいたします。

馬場   （wireless2017@network.kcrent.jp）

小間番号

5月23日　10時～12時

5月26日

e-mail:wireless2017@network.kcrent.jp
TEL:03-5843-0333
FAX:03-5979-6335

提出先 

▲

 キッセイコムテック（株）   担当：馬場

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-32-1　大塚S＆Sビル2F

     パソコンレンタル申込依頼書
マニュアルP.26・27参照

提出期限：4/26（水）

0333

Form18該当社
提出

Form20ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



■プライベート商談室を下記の通り申し込みます。

●利用期間
　
　　5月27日（ 水）～5月29日（金）

●利用料金

　　￥２１6，０００（税込）/１ルーム

●サイズ

　　縦３ｍ×６ｍ

●内容
　
　　システムパネル壁、鍵付のドア、カーペット、テーブル２台、
　　椅子８脚、ホワイトボード、冷蔵庫、カウンター

プライベート商談室利用申込
該当社
提出

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：

Form15マニュアルP.32参照

4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

出展社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

期　間

5月27日（水）～5月29日（金）

お申込数

￥２１6,０００×_______________部屋 ￥

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

合計金額（税込）

※設置場所は事務局にて決定し、後日お知らせいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015

■プライベート商談室を下記の通り申し込みます。

●利用期間
　
　　5月27日（ 水）～5月29日（金）

●利用料金

　　￥２１6，０００（税込）/１ルーム

●サイズ

　　縦３ｍ×６ｍ

●内容
　
　　システムパネル壁、鍵付のドア、カーペット、テーブル２台、
　　椅子８脚、ホワイトボード、冷蔵庫、カウンター

プライベート商談室利用申込
該当社
提出

出展社名 小間番号

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

提出期限：

Form15マニュアルP.32参照

4/24（金）

提出先 （株）ムラヤマ FAX:03-6221-1914担当：植田・牛島・中村
TEL:03-6221-0843〒135-0061 東京都江東区豊洲3-2-24 豊洲フォレシア

■請求先（展示会担当者と異なる場合のみ、下記にご記入ください。）

出展社名

住所

所属・役職

ＴＥＬ

ＦＡＸ

担当者名 e-mail

〒

期　間

5月27日（水）～5月29日（金）

お申込数

￥２１6,０００×_______________部屋 ￥

※お支払いにつきましては会期終了後、日本イージェイケイ(株)より請求書を発行いたします。

合計金額（税込）

※設置場所は事務局にて決定し、後日お知らせいたします。

ワイヤレスジャパン2015
ワイヤレス・テクノロジーパーク2015
運輸システムEXPO2015
提出先 

▲

 日本イージェイケイ（株）　担当：俵・鎌田

〒105-0011 東京都港区芝公園1-2-6　ランドマーク芝公園7F FAX:03-6459-0445　TEL:03-6459-0444
e-mail: tech@ejkjapan.co.jp

  バーコードシステム利用申込書
マニュアルP.36参照

提出期限：4/26（水）

データ化の定義と入力文字のご注意

①原則として日本語と英語がデータ化されます。JISの第一水準、第二水準までとなりますので、中国語、ハングル語、 アラビア語等特殊文字についてはデータ化出来ません。特殊文字の場合は、英語
がある物をデータ化いたします。

②１データとして取り扱う最低条件は、個人名+最低限の連絡が取れる情報が1つは記載されているものとなります。例）、個人名＋住所のみ、個人名+ＴＥＬのみ、個人名+ＦＡＸのみ、個人名+メール、
個人名+住所等に関しては、納品データ対象となります。　

③手書の登録による判読不明文字は、■ で入力されますのでご承知おきください。
（※上記②③はいずれもレアケースになります。）
※受付では、全来場者に正確な登録をしていただくようお願いしておりますが、中にはお願いにそぐわない方も稀に存在する場合があることをご承知おきください。

ご承諾事項　「取得個人情報とシステムご利用についてのご注意」

１、バーコードシステム及び本展示会で取得した個人情報の取り扱い。
①取得した個人情報についての転売はしない。
②取得した個人情報はご本人の同意を得ていない限り自社内のみの利用とする。
③取得する際は個人の意思を確認する手段を講じ、情報提供及び連絡等について個人が拒否をした場合、その個人情報の利用を取りやめる。
④取得した個人情報の流失、漏えいに対して個人情報管理者を置き適切な予防策を講じる。
⑤明らかに誤りとわかる個人情報を何らかの形で入手した場合は、その利用をせず削除する。
⑥その他個人情報保護法に準じた適切な措置を講じる。
⑦データのご納品はExcel形式にて、５営業日を目処にご担当者へお送りいたします。

２、バーコードシステムをご利用いただく際のご注意。
①バーコード端末機は、乾電池によりメモリが動作しています。乾電池を抜いたままでの長時間の放置、落下等により強い 衝撃 を与えた場合バーコード端末機のメモリーデータが消失する場合がありま

すので、慎重なご利用をお願いいたします。
　電圧低下状態、電池が無くなった場合、強い衝撃、水濡れ等を起こした場合は、速やかにスタッフまでお申し出いただきますようお願いします。
　不具合発生によるメモリーデータの消失により生じた損失につきましては一切の責任を負いかねます。
②バーコードリーダーは、貸出完了後会期中を通じて、ご利用出展様の管理となりますので盗難、紛失、破損、破壊等に遭遇した場合、機材の弁済をお願いすることと同時に、データの保障も一切し

かねますので、貸出後の保管管理には、十分ご留意ください。

ご 利 用 申 込 欄
プラン 単価（税抜） 申込数／プラン 金額（税抜）

バーコードシステム利用料 ￥50,000
※2台目以降　￥35,000@1台 × 台

その他 ×

小計

お支払日　※会期前まで 月　　　　　日　　　　
消費税（8%）

合計金額

下記を了承の上申し込みいたします。

Form19該当社
提出

Form21ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017



                  集荷依頼書
マニュアルP.21参照

提出期限：5/10（金）

〒 都道府県

会社名

担当者

TEL FAX

顧客コード E-Mail

同意する

同意しない

（いずれかに
○をしてください）

出展社名

イベント会場 ホール

会場住所

支払い方法

１．集荷情報 ご希望のお時間帯にチェックをしてください

集荷日 集荷時間 BOX本数 本

社名

担当者

電話番号 FAX番号

２．搬入情報

搬入日 搬入時間

担当者 携帯番号

３．搬出情報 （※搬出のお時間はｲﾍﾞﾝﾄ終了後～２時間の幅を頂戴いたします。）

搬出日 ｲﾍﾞﾝﾄ終了時間 BOX本数 本

担当者 携帯番号

４．配達情報 （※御社へお荷物をお戻しするお日にちです。）

配達日 配達時間

社名

担当者

電話番号 FAX番号

約款(PDF)はこちら⇒http://www.yamatobc.com/common/pdf/yakkan.pdf
BOXサイズ（内寸）：104cm（縦）×104cm（横）×170cm（高さ）　積載量600kgまで

※「優先搬入出許可証」をお持ちのお客様はドライバーに事前にお渡し願います。                http://www.yamatobc.com

住所
〒

　　集荷依頼書

階数：　　　　　　　　　階

　　　　　　　～
　　　　　（任意の2時間）

〒

階数：　　　　　　　　　階

時終了

①会場内での積み降ろし積み込みは、お客様でお願い致します。
②集配作業時にお客様のご指示で縦持ち集荷・配達が発生した場合は、当初のお申込みになくとも別途オプション料金をご請求
させていただきます。
③梱包不良・積付け不備により輸送中に荷物が破損した場合、補償対象外になる場合がございます。
④集荷させて頂く地域によっては集荷・配達時の日時指定のご希望に添えない場合がございます。
⑤交通事情等により、ご指定の配達日時のご要望に添えない場合もございます。
⑥国土交通省発行の標準貨物自動車約款を必ずホームページにてご確認ください。

　　　　　　　～
　　　　　（任意の2時間）

現金・銀行振込　支払い　　　　　　　　日締め　　　当月・翌月　　　　　　　　　日払い（※支払いサイトは30日以内）

ご確認ご承知の上お申込み下さい

住所

□12:00～14:00
□14:00～16:00
□16:00～18:00

小間番号

下記「１．集荷情報」と請求先情報が異なる場合は
こちらに請求先の情報をご記入ください。
０．請求先情報

住所

〒

往路オプション（必要なものにチェック）

□縦持ち集荷・配達 （￥2,000/本）

集荷先が１階以外で大型貨物用EVが無い場合など

□横持ち集荷・配達 （￥2,000/本）

トラック停車場所から離れた場所への搬出入の場合

□フルカバー （￥500/本）

荷物が外から見えないようにするためのカバー

□クール冷蔵・冷凍 （￥4,000/本）

規定温度による保冷ＢＯＸ ※翌日配達エリアのみ

□JIT指定納品（￥3,000/本）

ご指定時間より15分前以内のお届け

復路オプション（必要なものにチェック）

□縦持ち集荷・配達 （￥2,000/本）

集荷先が１階以外で大型貨物用EVが無い場合など

□横持ち集荷・配達 （￥2,000/本）

トラック停車場所から離れた場所への搬出入の場合

□フルカバー （￥500/本）

荷物が外から見えないようにするためのカバー

□時間外集荷（￥3,000/本）

ｲﾍﾞﾝﾄ終了時間が18時以降の場合

□JIT指定納品（￥3,000/本）

ご指定時間より15分前以内のお届け

Form21該当社
提出

Form22

送信先FAX 

▲

 0120-888-792
e-mail: y5650281@kuronekoyamato.co.jp

東京ビッグサイト

5/23

5/26 17

西１／ＡＴ
135-0063　東京都江東区有明

（※御社へお荷物をお戻しするお日にちです。 翌々日以降）

ワイヤレスジャパン2017
ワイヤレス・テクノロジーパーク2017
運輸・交通システムEXPO2017
ドローンソリューション＆技術展2017


