
ブルーオーシャンフェスKANSAI運営事務局　御中

申込企業・団体（申込者） 年 月 日

法人

個人

〒

申込内容（ブーススペース）

1

2

3 2/3サイズ、1/2サイズ共に奥行はスタンダードブーススペース同様２mの設定となっています。

4

お支払いについて：

お支払いは銀行振込のみとなります。

申込書受領後、事務局より請求書をお送りいたしますので期日までにお振り込みいただけますようお願いいたします。
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口

合計

税込合計
申込に際しての注意点

※１　キッチンカーの出展費用はかかりませんが、電気工事費用が実費(22年実績¥12,000)としてかかりま

す。　　　また、売上金の20％をコミッションとしていただきます点ご了解の上お申し込みください。

キッチンカー出展※１

ミニサイズブーススペース（1×1m） ¥40,000 口

ハーフブーススペース（間口1.5×奥行2m） ¥60,000 口

ブース名
※ 公式HP・SNS・会場マップ等に記載する名称を記⼊ください。記載ない場合は申込者名称となります。

あてはまる項目にご記入ください 金額（税別） 申込数 申込金額

スタンダードブーススペース×３コマ ¥300,000 口

スタンダードブーススペース　（間口 ３ ×  奥行 ２ m） ¥120,000 口

E メ ー ル
TEL
FAX

TEL FAX

（名）
担 当 者 名

部署 役職 フリガナ

(姓）

申 込 日
フリガナ

企 業 ・ 団 体 名

代 表 者 名

役職 フリガナ

(姓） （名）

フリガナ

所 在 地

ブルーオーシャンフェス運営事務局

〒541-0056　大阪市中央区久太郎町3－1－15－308

電話　０６－６１２１－６５４６　ﾌｧｯｸｽ　０６－６１２１－６５４７

メール　support@divingfes.jp

以下の内容にてブルーオーシャンフェスKANSAI2023に出展・オプション・レンタル備品申込

致します。

新型コロナウイルス感染症等の影響で行政指導により開催中止となった場合、お申し込み金額の一部を除き返金対象とします。

返金対象とならないもの：返金手数料・開催準備にかかった経費のブース数応分金額

予測不可能な要素が含まれている環境下での開催となりますので上記ご理解の上お申し込みください。

ブルーオーシャンフェスKANSA2023は2023年5月20・21日を予定していますが、会場の都合のより前後する可能性がある点をあらかじめご了承ください。最終決定は本年12月中に

発表いたします。

（ここで申込いただくのはブーススペースのみとなります。ブース施工は別途オプションへのお申し込みが必要となりますのでご注意ください。）

スタンダードブーススペース×４コマ ¥400,000 口

スタンダードブーススペース×５コマ ¥480,000 口

スタンダードブーススペース×６コマ

申込後のキャンセルはお受けできません、ご了承ください。

¥540,000 口



オプション申込内容

社名板を申込の場合、下記に記載内容をご記入ください

レンタル備品

正面

特記事項

背面

上記にて電源コンセント・照明・追加照明・設置の必要なレンタル備品を申込んだ方は下記にブース内

の配置図を記載いただけるようお願いします。

商品番号 商品名 単価 数量 合計

口ステージセミナー枠（１枠20分） ¥50,000

□

¥5,000 口

社名板（横幅1800ｍ×高さ300㎜） ¥15,000

照明１灯 ¥15,000 □
追加照明　１灯

電源コンセント１カ所 ¥12,000 □

□

スタンダードブース3コマ3面パネル施工 ¥280,000 □
ハーフブース施工（１m背面パネル・カウンター・社名板） ¥50,000

スタンダードブース2コマ3面パネル施工 ¥200,000 □

申込金額

スタンダードブース1コマ3面パネル施工 ¥80,000 □
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あてはまる項目にチェック又は数量をご記入ください 金額（税別） 申込・数



番号 商品名 商品画像 寸法 カラー 仕様 価格(3日間)  円:税別※運搬費込

001 会議テーブル (W900×H700) D450またはD600 白 デコラ 2,600円

002 会議テーブル (W1200×H700) D450またはD600 白 デコラ 2,800円

003 会議テーブル (W1500×H700) D450またはD600 白 デコラ 2,800円

004 会議テーブル (W1800×H700) D450またはD600 白 デコラ 2,800円

005 受付カンター W900×D450×H750 白 9,800円

006 ミーティングチェア W507×D515×H749（SH425） 白 2,200円

007 パイプ椅子 W440×D460×H740×SH420 黒 レザー 650円

008 ハイチェア φ400×H680～950×H430～700 白 レザー 5,000円

009 ハイテーブル φ600×H1000 白or黒 8,000円

010 ハイテーブル 500角×H1000 白 8,０００円

備品リスト・価格表
※商品については、写真と異なる場合がございますが、同等のモノをご用意させていただきます。



011 白布 W2500×D1370 白 2,000円

012 ユニットカウンター W1500×D600×H925 白 18,000円

013 オープン棚 W900×H1800×D300or450 5,０００円

014 カタログスタンドA4・12段 W450×D575×H1635 5,500円

015 カタログスタンド 2列・10段 W495×D500×H1420 11,000円

016 カタログスタンド 卓上A4・3段 W230×D200×H385 5,000円

017 イーゼル/8号 W500×D510×H1180 厚み40mmまで ブラウン 木製 6,000円

018 ポスターケース A1・A2・B1・B2
A1・B1 5,000円
A2・B2 4,200円

019 L字ポップスタンド
W365×D300×H1350～2300 6mm厚
まで

クロームメッキ 厚さ7mmまで・クリップ式 4,000円

020 受付サイン付貴名受 W190×D150×H105 アクリル 1,500円

021 マネキン(可動式) 紳士H1815 /婦人H1700 黒 13,000円



022 トルソー 紳士/婦人 白 10,000円

023 姿見 W450×D450×H1520 クロームメッキ 4,200円

024 シングルハンガーラック W900×D445×H1100～1760 クロームメッキ 2,800円

025 アブスト W450×D450×H450 クロームメッキ 16,000円

026 ゴンドラセット W900×D450×H1800
棚板：Ｄ400　3枚　角バー1
本、角バー用フック5本つき

18,000円

027 ジュエリーケース W500×D550×H920
上部：ガラス
腰部：ブラック

ミニハロゲン2灯 20,000円

028 ジュエリーケース W1500×D550×H920
上部：ガラス
腰部：ブラック

エースライン3灯 25,000円

029 24インチモニター
24.1型
外型寸法W556.2×H408.9×D230

NEC/LCD-EA243WM
※発注時の在庫によって
変更の可能性あり

40,000円

030 32インチモニター
32型
外型寸法W734.8×H433.8×D29.9

サムスン　ME32C
※発注時の在庫によって
変更の可能性あり

55,000円

031 40インチモニター
40型
外型寸法W922.1×H539.4×D29.9

サムスン　ME40C
※発注時の在庫によって
変更の可能性あり

80,000円

032 55インチモニター
55型
外型寸法W1221.7×H693.4×D30

サムスン　UE55C
※発注時の在庫によって
変更の可能性あり

120,000円



033 DVDプレイヤー W360×H42×D202
※発注時の在庫によって
変更の可能性あり

13,000円

034 モニター自立スタンド W965×H1280～1800×D814 23・32・40インチ対応 12,000円

035 モニター壁掛け金具 A1・A2・B1・B2 オクタノルム対応 11,000円

036 ラジカセ W520×D230×H175
※発注時の在庫によって
変更の可能性あり

5,000円

037 メッシュパネル W900×H1800・1500・900 白or黒 スチール 7,000円

038 メッシュ用フック
A：L50　B：L100　C：L150　D：L200
E：L250　F：L300

全サイズ　\300-

039 傾斜フック
A:4連　Ｌ200　耐荷重5Kg
B:7連　Ｌ370　耐荷重5Kg

A　650円
B　1,000円

040 ゴミ箱
45Ｌ
※小さいサイズもあり

グレー 2,400円

041 ベルトパーテーション H442orH674orH906
レッド（最延長時
1700mm）

クロームメッキ 6,000円

042 ベルトパーテーション H442orH674orH906
ブルー（最延長時
1700mm）

クロームメッキ 6,０００円

043 白ポール H800 チェーン用ポール 1,200円



044 プラチェーン
白(別カラーは別途料金
になります)

プラスチック 1,000円-/m
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