
サウンドメッセ 実行委員会

株式会社ジオブレイン
担当：杉谷 070‐4417‐3206

y‐sugitani@geo‐brain.com

〒541‐0048
大阪市中央区瓦町3‐4‐9 ステーツ本町202
TEL：06‐4707‐6577 / FAX：06‐6208‐3444

この資料に関するお問合せは

備品申込締切：2023年2月24日(金)

レンタル備品のご案内
【備品・電気設備お申込書】

サウンドメッセ in 大阪 2023

会期：2 0 2 3年5月1 3日 (土 )～5月1 4日（日）
会場：大阪･南港ATCホール

5月 1 2日 (金 ) *搬入日･バイヤーズDAY(商談会)14:00～18:00



ブース装飾パッケージプラン① 間仕切パネル

①パッケージブース 【Sブース用】
･システム白パネルW2,000×H2,100
･LEDスポットライト ×2
･ 2口コンセント1kw×1
･社名板 W900×H200×1

②パッケージブース 【Lブース1小間用】

･システム白パネル･パラペット
･スポットライト100w ×3
･2口コンセント1kw×1
･社名板：W900・H200×1

③パッケージブース 【Lブース2小間用】

･システム白パネル･パラペット
･スポットライト100w ×6
･ 2口コンセント1kw×2
･社名板：W900×H200×1
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￥36,000- (税別)

￥73,000- (税別)

￥110,000- (税別)

※P７のNo1用紙にて申込み

社名板

スポット： 灯
コンセント： ヶ所

コンセント： ヶ所

社名板

スポット： 灯

※イメージ図の机と椅子は付属しません
。

※イメージ図の机と椅子は付属しません
。

※イメージ図の机と椅子は付属しません
。

お申込のない限り、各ブースに壁面パネルや、隣接ブーストの間仕切りパネル等はあり
ません。御入り用の際は下記のお得なパッケージプランをご利用下さい。



ブース装飾パッケージプラン② トラスステージ

④トラスステージ 【Lブース1小間用】

トラス：柱 H2,500×4本
上部3,000×2本
上部2,500×2本

ミニステージ：W1,800×D900×H200

⑤トラスステージ 【Lブース2小間用】
トラス：柱 H2,500×4本

上部約3,600×4本
上部約2,500×2本

ミニステージ：W3,600×D900×H200
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￥60,000- (税別)

￥85,000- (税別)

※P７のNo1用紙にて申込み

⑥トラスステージ 【Lブース3小間用】

トラス：柱 H2,500×8本
上部約3,600×4本
上部約1,800×4本
上部約2,500×4本

ミニステージ：W5,400×D900×H200

￥140,000- (税別)

背面：ターポリン生地取付け
別途 ￥33,000ｰ（税別）

背面：ターポリン生地取付け
別途￥65,000ｰ（税別）

背面：ターポリン生地取付け
別途 ￥97,000ｰ（税別）



ブース装飾オプション備品

B 間仕切りパネル

【A】システムパネル(白)¥4,000-
システムパネル(黒)￥5,000-
W990×H2,100・2,500

【B】メラミンパネル ￥4,800-
W900×H2,100

【C】クロスパネル ￥6,000-
W900×H2,100 *画鋲使用可

※複数枚連結可

C 社名板 ￥3,000- D パンチカーペット￥25,000-

1小間サイズ W3,600×D2,500
*レッド/ブルー/グレーより選択可
(養生、押さえ含む)

【A】W600×H200片面
【B】W350×H350片面
ゴシック体･黒文字･ドライマウント

【C】
クロス仕様

¥6,000‐

*画鋲使用可

【B】
メラミンパネル

¥4,800‐

A システム白パネル（メッシュパネル・社名板付） ￥8,500-
本体 ：W990×H2,100
メッシュ：W900×H1,800 (耐荷重目安：約50kg)
社名板 ：W600×H200

転倒防止ウェイト(20kg) 1個付属
ウエイト追加 ¥1,000‐/個

㈱サウンドメッセ
例)

上記金額は全て税別

＊複数枚連結可。画鋲は使用できません。

【A】
システムパネル
(白)¥4,000‐
(黒)¥5,000‐

㈱サウンドメッセ

P7のNo1用紙にて申込み

お申込のない限り、各ブースに壁面パネルや、隣接ブーストの間仕切りパネル等はあり
ません。御入り用の際は下記のお得なパッケージプランをご利用下さい。
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¥2,000-

１）追加テーブル ２）追加テーブル（白） ３）追加イス

４）メッシュパネルホワイト ５）メッシュパネルブラック ６）ネットスクリーン

７）ゴンドラセット ８）L型サインスタンド

¥3,000-

¥1,000-

¥4,400- ¥4,400- ¥5,500-

¥14,600- ¥2,800-

¥6,000- ¥5,600-

12）カタログスタンド

上記金額は全て税別

11）イーゼル

¥2,800-

９）サインスタンド

10）パネルスタンド

¥19,000-

W1,800×D600×H700

W900
D400
H1,800

W900
H1,800

W900
D450
H1,800

本体1
棚板3
角バー1
角バー用
フック5

W900
H1,800

W365
D275
H1,350～2,400

W400
D400
H900～1,700

W504
D450
H914～1,444
*パネルは付属しません。

W580
D450～600
H1,150

A：A4
B：A4
C：B4

W470
D470
H760

備品レンタルリスト
※P8のNo2用紙にて申込み

W1,200×D600×H700

W1,500×D600×H700 ¥4,000-
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No．1

14）カウンターチェア 15）テーブルクロスホワイト

16）貴名受

¥3,500- ¥1,100-

¥18,800-

17）鏡面ケース

上記金額は全て税別

18）アブスト

¥4,800-

19）ワゴン

¥4,800-

20）販売台 21）ディスプレイスタンド

¥4,000-

22）展示台

¥4,400-

13）カフェテーブル

φ750
H 700

φ 400
SH530～780

W2,400 
D1,300

W1,200×D500×H940
照明付(要コンセント)

1スパン
W450
D450
H450

¥8,000-

W1,500×D750×H800W900×D600×H810

A：W600×D600×H600 ¥2,800-
B：W750×D750×H750 ¥4,000-
C：W900×D900×H600 ¥5,200-

W600×D600×H300

¥2,000-

23）三折りパーテーション（白・黒）

（白）W1,800×D400×H1720
¥15,000-

24）かご台車

備品レンタルリスト
※P8のNo2用紙にて申込み

（黒）W1,800×D400×H1720
¥16,000-

（外寸㎜）
W1,100×D800×H1700

（内寸㎜）
W1,040×D740×H1450
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電気設備備品レンタルリスト

６)LED蛍光灯/30w

¥3,500-

２)LEDスポットライト ３)LEDアームスポットライト

４)LED照明/20w（白色・暖色） ５)LED照明/60w

¥5,000- ¥5,500-

（白色）¥7,500-
(暖色）￥8,000- ¥9,500－

１)２口コンセント/1Kw

¥４,000-

1kwの目安・・・
◎150wのノートパソコン・・・6台まで
◎100wのスポットライト・・・10灯まで
◎500wの家庭用アンプ・・・2台まで
※各機器の消費電力は、製品の表示シールや取扱説明書等でご確認下さい。

その他、ご要望がありましたら別途お問合せください。

P8のNo3用紙にて申込み

上記金額は全て税別

ブース内には電源はありません。照明やアンプ使用等で電源が必要な場合は、必ず“電気工
事”をお申し込みの上、別途 “必要機器”をお申込み下さい。

■電気工事費用
・1３,000円（税別） / 1.0kwまで
・26,000円（税別） / 2.0kwまで
・39,000円（税別） / 3.0kwまで

※コンセント、スポットライトが必要な場合は、
“電気工事”と各器具（コンセントetc）のお申込みが
必要です。

※2kw以上は、0.5kw毎に6,500円(税別)で追加可。

※P9のNo3用紙にて申込み



ブース装飾オプション備品
NO 品名 仕様 単価 数量 金額

A システムパネル メッシュパネル・社名板付き 8,500

ウエイト追加 20ｋｇ 1,000

B 間仕切りパネル 【A】システムパネル 白 4,000

〃 【A】システムパネル 黒 5,000

〃 【B】メラミンパネル 4,800

〃 【C】クロスパネル 6,000

C 社名板 【A】W600 H200 片面 3,000

〃 【B】W350 H350 片面 3,000

D パンチカーペットの色指定 □レッド □ブルー □グレー 25,000

ブース装飾パッケージプラン
NO 品名 単価 数量 金額

① パッケージブース 【Sブース用】 36,000

② パッケージブース 【Lブース1小間用】 73,000

③ パッケージブース 【Lブース2小間用】 110,000
④ トラスステージ 【Lブース1小間用】 60,000

⑤ トラスステージ 【Lブース2小間用】 85,000

⑥ トラスステージ 【Lブース3小間用】 140,000

ブース装飾申込書 2月24日（金）締切
No.1 fax：06-6208-3444 ㈱ジオブレイン宛

小間番号

会 社 名

電話番号

住 所

担当者

申込日： 月 日

上記金額は全て税別

①～③、A/C等で社名板お申込の際は、下記に記載社名をご記入下さい。

【A】 【B】

メールアドレス

サウンドメッセ事務局 担当 杉谷
〒541‐0048大阪市中央区瓦町3‐4‐9ステーツ本町（株式会社ジオブレイン内）TEL:06‐4707‐6577

7

提出先
※実行委員会より御請求書を送付致します。お支払期限:2023年3月31日(金)

※会社ロゴ等掲載希望の際は
メールにてAIロゴをご送付下さい。
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レンタル備品申込書 2月24日（金）締切

提出先

小間番号

会 社 名

電話番号

住 所

担当者

No.2 fax：06-6208-3444 ㈱ジオブレイン宛

4,000

22

2,800W600×D600×H600ディスプレイスタンドA21

4,800W900×D600×H810ワゴン19
8,0001スパン W450×D450×H450アブスト18

17

4,800W1,500×D750×H800販売台20

2,000貴名受16

1,100W2,400×H1,300テーブルクロスホワイト15

3,500φ400×H530～780カウンターチェア14

5,600A・B・C（○印にて選択）カタログスタンド12

4,400φ750×H700カフェテーブル13

4,400

16,000

展示台
23

ディスプレイスタンドB
ディスプレイスタンドC

三折りパーテーション（白）
三折りパーテーション（黒）

15,000

5,200
4,000

W750×D750×H750
W900×D900×H600
W600×D600×H300
W1,800×D400×H1,720

上記金額は全て税別

メールアドレス

申込日： 月 日

※実行委員会より御請求書を送付致します。お支払期限:2023年3月31日(金)

サウンドメッセ事務局 担当 杉谷
〒541‐0048大阪市中央区瓦町3‐4‐9ステーツ本町（株式会社ジオブレイン内）TEL:06‐4707‐6577

W1,800×D400×H1,720

金額数量単価仕様品名NO
2,000W1,800×D600×H700追加テーブル（ATC備品）1

2 追加テーブル（白） W1,200×D600×H700
W1,500×D600×H700

3,000
4,0002 追加テーブル（白）

6 ネットスクリーン W900×D400×H1,800

4 メッシュパネルホワイト

W900×H1,800 4,4005 メッシュパネルブラック

W900×H,1800

5,500
7 ゴンドラセット W900×D450×H1,800 14,600

8 L型サインスタンド W365×D275×H1,350～2,400 2,800
サインスタンド9 W400×D400×H900～1,700 2,800

10 パネルスタンド W504×D450×H914～1,444 19,000
11 イーゼル W580×D450～600×H1,150 6,000

鏡面ケース W1,200×D500×H940 18,800

3 追加イス W470×D470×H760 1,000

24 かご台車 （外寸㎜）W1,100×D800×H1700 5,000



電気工事申請書兼電気照明備品 2月24日（金）締切
No.3 fax：06-6208-3444 ㈱ジオブレイン宛

【電気工事お申込み】必要容量に○をつけ、金額をご記入下さい。

※コンセント、照明器具等の取付け希望位置をご記入下さい。

▲正面

品名 料金（税別） 個数

1 2口コンセント(1KW) ¥4,000

2 LEDスポットライト ¥5,000

3 LEDアームスポット ¥5,500

4 LED照明 20W（白色） ¥7,500

4 LED照明 20W（暖色） ¥8,000

5 LED照明 60w ¥9,500

6 LED蛍光灯 ¥3,500

必要電気容量 料金（税別）

2.0kw ¥26,000

3.0kw ¥39,000 ¥
工事金額

【電気備品お申込み】必要数をご記入の上、金額をご記入下さい。

¥
備品金額

電気工事関連費用（例）
■１KW/2口コンセント×1の場合
・電気工事¥1,3000
・2口コンセント¥4,000 
合計：¥17,000

■1KW/2口コンセント×１、LEDスポットライト×5の場合
・電気工事：¥13,000
・2口コンセント：¥4,000
・スポットライト：¥25,000
合計：¥42,000

※2.0kw以上は、0.5kw毎に6,000円(税別)で追加可。1.0kw ¥13,000

小間番号

会社名

電話番号

住所

担当者

申込日 月 日

メールアドレス
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提出先

申込日： 月 日

※実行委員会より御請求書を送付致します。お支払期限:2023年3月31日(金)

サウンドメッセ事務局 担当 杉谷
〒541‐0048大阪市中央区瓦町3‐4‐9ステーツ本町（株式会社ジオブレイン内）TEL:06‐4707‐6577
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