


    

№1 H28.11.21～                           

 
品名 ﾚﾃﾞｨｰｽ,ﾒﾝｽﾞﾏﾈｷﾝ・ﾒｲｸ 品名 ﾚﾃﾞｨｰｽ,ﾒﾝｽﾞﾏﾈｷﾝ・ｽｶﾗﾌﾟﾁｬｰ 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 ﾚﾃﾞｨｰｽ,ﾒﾝｽﾞﾏﾈｷﾝ・ﾍｯﾄﾞﾚｽ 品名 ｼﾞｭﾆｱﾏﾈｷﾝ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

 
品名 ｻﾝﾄﾞｰﾙﾏﾈｷﾝ ﾏﾇｶﾝ 品名 腕付きﾎﾞﾃﾞｨ 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ ﾒﾝｽﾞ･ﾚﾃﾞｨｰｽ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料  

 



    

№2                                 

品名 ﾚﾃﾞｨｰｽﾎﾞﾃﾞｨ（※ﾊﾟﾝﾂﾀｲﾌﾟ有） ｽｶｰﾄﾎﾞﾃﾞｨ 品名 ﾚﾃﾞｨｰｽﾎﾟﾘﾎﾞﾃﾞｨ白 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 芯地張 黒布  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ ﾊﾟﾝﾂﾀｲﾌﾟ（B80･W57･H85） ｽｶｰﾄﾀｲﾌﾟ(B80･W57･H85)

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料   

 

品名 ﾒﾝｽﾞﾎﾞﾃﾞｨ 品名 ｼﾞｭﾆｱﾎﾞﾃﾞｨ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ ﾊﾟﾝﾂﾀｲﾌﾟ 卓上ﾀｲﾌﾟ ｼﾞｬｹｯﾄﾀｲﾌﾟ ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 ﾎﾟｲﾝﾄﾎﾟｰﾙ 品名 ﾊﾝｶﾞｰ各種 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1050～1800 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 



    

№3                                 

   
品名 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ 品名 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ用二段ﾊﾞｰ 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W600,900/H900～1650(有効) ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W600～900 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ DX 2 段バー 品名 ｼﾝｸﾞﾙﾊﾝｶﾞｰ ﾌﾟｯｼｭ式 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1350/H1330～2130  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W600,900/H900～1650(有効) 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 ｻｰｸﾙﾊﾝｶﾞｰ 品名 傾斜ﾊﾝｶﾞｰﾗｯｸ ﾌﾚｷｽﾀﾝﾄﾞ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ φ600,φ750/H1100～1650 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1040～1770 H480～780 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料   

 



    

№4                                  

 

品名 ﾎﾟｲﾝﾄﾗｯｸ 品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1050～1800 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

 

品名 生地掛(ｸﾛｰﾑ 三ﾂ折) 品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1800･W460(1 枚) ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ              

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

     
品名 ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 品名 ﾌｨｯﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ Box ﾀｲﾌﾟ 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W800･D820･H1930 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900･D900･H1940 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  
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品名 CF ﾜｺﾞﾝ 品名 ｱｰﾁ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1200･D600 W1500・D700 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1500 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 ﾒｯｷﾜｺﾞﾝ 品名 ﾒｯｷﾜｺﾞﾝ 屋根ﾃﾝﾄ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900,1200･D600 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900,1200･D600 W900 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料   

 

  

品名  品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  
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品名 支柱 木棚 H ﾊﾞｰ 品名 支柱 木棚 H ﾊﾞｰ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1550 W1200 L1200 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H2100 W1200 L1200 

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料    

 

品名 支柱 木棚 H ﾊﾞｰ 品名 本体 木棚 ｽﾃｰｼﾞ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H2100 W1200 L1200 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H2100 W1200 D400 

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料    

 

  

品名    品名    
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ    ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ    

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料    

 

アルミポール H2100 

 ケント K－02 

アルミポール H1550 

バービンポール H2100 
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品名 本体 木棚 ｽﾃｰｼﾞ 品名    
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1350 W1200 W1200 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ    

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料    

 

        
品名 本体 木棚 ｽﾃｰｼﾞ 品名 本体 木棚 ｽﾃｰｼﾞ 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1500 W1200 W1200 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H2100 W1200 W1200 

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料    

 

          

品名 ﾏﾄﾘｽ､ｷﾞﾌﾄ什器 品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1500・W1200 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

このページの什器は、片面・両面兼用です。 

マトリス H1500   H バー＠300 

オープンラック H1350 

ネットコロビ止メ＠200 

マトリス H2100       H バー＠300 
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品名 本体 木棚 品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1300～2400 W1200 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名  品名  

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

 

品名 本体 木棚 品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1400 W1500 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料  

 

Ｋシェルフ 

ＴＫＹ（伸縮）フレーム ＴＫＹ（伸縮）フレーム 
仕様例１ 

仕様例２ 仕様例３ 



    

   №9                                   

品名 パイプガラス棚 品名 三段棚 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1200・D400・H1230 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1800・D350・H900(600・300) 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

  

品名  品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

  

品名  品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 



 

   №10                              

品名 支柱 補強脚 梁 品名 棚板 ﾊﾝｶﾞｰﾊﾞｰ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H2100   ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1200 L1200 

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料   

 

  
品名 S ﾊﾞｰ 傾斜ﾌｯｸ ﾉｰﾏﾙﾌｯｸ 品名 振れ止め ｸﾗﾌﾞﾌｯｸ 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ L1200  L250 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ   

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料   

 

    
品名 ｱｯﾌﾟﾊﾝｶﾞｰ 品名  

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

ＳＳポール 
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品名 ｽﾃｰｼﾞ C 品名 ｱﾙﾌｧﾛﾝﾄﾞ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900・D900 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900・D900 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 ｽﾃｰｼﾞ M 枠付ﾊﾟｲﾌﾟ脚 品名 ﾌﾛｱｰ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900・D600（D900） ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 New SS ポール支柱 品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H2100 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 



    

   №12                              

品名 ﾃｰﾌﾞﾙ 品名 ﾐｶｹﾞｽﾃｰｼﾞ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

  

品名  品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

  

品名  品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  
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品名 ｸﾘｽﾀﾙｹｰｽ(両引き) 品名 ｸﾘｽﾀﾙｹｰｽﾍﾞｯﾁﾝ付 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1500･D610･H900 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

 

品名 ｱｸｾﾝﾄｹｰｽ 品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1500･D450･H934 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

 

品名 宝飾ケース 品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1500･D600･H920 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 



 

   №14                               

品名 植木鉢 鉢ｶﾊﾞｰ付 品名 石柱 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 大 中 小 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料  

 

  

品名  品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

  

品名  品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

  



    

   №15                                 

品名 タタミ 品名 発泡ｽﾁﾛｰﾙ ﾐﾗﾌｫｰﾑ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 3 尺×6尺 特寸各種 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 3 尺×6尺 特寸 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料   

 

品名 ﾊﾟﾝﾁｶｰﾍﾟｯﾄ  ｸﾞﾚｰ･赤 品名 毛氈 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1800･L30m ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1800･5m,10m 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 床几台 毛氈(赤)付 品名 野立傘 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1800･D900、600・H350 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ φ1800 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  
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品名 作家机 黒艶ステージ 品名 二段大衣桁 S 二段大衣桁 W 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H400・W1015・D500 H100・W1800・D600 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1840 W1840 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料   

 

品名 二段大衣桁 白 房 品名 撞木 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 2 尺･3 尺･4 尺･5 尺 6 尺 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料   

 

品名 金屏風 6 枚折 品名 傾斜布団台 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H2100･W620(1 枚) ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1500･L1750 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  
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品名 紅白幕 3 尺 6 尺 品名 幕 ｺﾞｰﾙﾄﾞ･ｸﾞﾘｰﾝ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 5 間 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 5 間 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 支柱ﾍﾞｰｽ付 ﾊﾟｲﾌﾟ 品名 ﾚﾃﾞｨｰｽ和装ﾎﾞﾃﾞｨ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H2100 1.8m 3.6m ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 紫白幕 3 尺 6 尺 品名 和装小物かけ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 5 間 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1630・W450（1 枚） 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料  

 

ステンパイプ   ｼﾞｮｲﾝﾄ@300 
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品名 ｱﾙﾌｧｰﾊﾟﾈﾙ 品名 ｱﾙﾌｧｰ･雅, ﾚｶﾞｰﾄ生地 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900･H2100 H1800 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900･H2100 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 ｱﾙﾌｧｰ･雅, ﾚｶﾞｰﾄ黒, ﾊﾟﾈﾙ金 品名 ｱﾙﾌｧｰ･ﾚﾘｰﾌ, ﾒｯｼｭ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900･H2100 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900･H2100 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

 
品名 ﾊﾟﾈﾙ用ﾜｲﾔｰﾌｯｸ 品名 ｱﾙﾌｧｰ･EZ ﾊﾟﾈﾙ 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ １m ･ 1.5m ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽ W900･H2100／枚 

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

  

2 枚連結例 
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品名 ﾐﾗｰﾊﾟﾈﾙ 品名 ﾋﾞｯｸﾞﾐﾗｰ ﾐﾗｰｽﾀﾝﾄﾞ 卓上鏡 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W900･H2100 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 3 尺×6尺 430×1520  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料    

 

  
品名 ﾚﾌ 150W ﾊﾛｹﾞﾝ 100W 300W 品名 LED 7W 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1300～2300 ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H1300～2300 

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料  

 

 

品名 ｱｰﾑｽﾎﾟｯﾄ 卓上ﾗｲﾄ ﾌﾛｱｰｽﾎﾟｯﾄ 品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ    ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料  

 

前出しタイプ 

スポットスタンド 

前出しタイプ 
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品名 会議ﾃｰﾌﾞﾙ ｽｶｰﾄ金具共 白布 ﾃｰﾌﾞﾙｸﾛｽ 各種ﾃｰﾌﾞﾙｼｰﾄ

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 1.5×6 尺 2×6 尺 3×6 尺 5.5m 1.5×2.5m 1.6×2.7m  

ﾚﾝﾀﾙ料        

 

品名 接客ﾃｰﾌﾞﾙ 白布小 ﾃｰﾌﾞﾙｸﾛｽ 品名 座卓 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 2×4 尺 1.1×1.7m
ﾍﾞｰｼﾞｭ、ﾋﾟﾝｸ

1.1×1.7m 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ 1.5×6 尺 

ﾚﾝﾀﾙ料    ﾚﾝﾀﾙ料  

 

品名 円卓 900 円卓用ｸﾛｽ 品名 円卓 600 600 用ｸﾛｽ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ φ900 ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ φ600 ﾗｲﾄﾌﾞﾙｰ 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料   
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品名 ﾊﾟｲﾌﾟｲｽ ﾚｾﾌﾟｼｮﾝﾁｪｱ 品名 下足棚 ｽﾘｯﾊﾟ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ   ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ W1200･H1500  

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料   

 

 

品名 屋台 品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  

 

  

品名  品名  
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料  
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品名 ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ SS50 ｶﾀﾛｸﾞｽﾀﾝﾄﾞ 品名 ﾎﾟｯﾌﾟｽﾀﾝﾄﾞ ﾌﾛｱｰｽﾀﾝﾄﾞ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ ﾊﾟﾈﾙ H300～500 ﾜｲﾔｰ 12（A4） ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H450～780 H1400～2500 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料   

 

品名 ｲｰｾﾞﾙｽﾀﾝﾄﾞ ｻｲﾝｽﾀﾝﾄﾞ VS45 品名 ｶﾞｲﾄﾞﾎﾟｰﾙ ｶﾞｲﾄﾞﾛｰﾌﾟ 
ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  A2 ﾖｺ～A1 ﾀﾃ･ﾖｺ ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ H800 L1200 

ﾚﾝﾀﾙ料   ﾚﾝﾀﾙ料   

 

 

品名  品名 洋リン大 抽選器 預札 100 組 

ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ  ﾀｲﾌﾟ/ｻｲｽﾞ    

ﾚﾝﾀﾙ料  ﾚﾝﾀﾙ料    

 



金沢本社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

富山店 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ここにファイルされた商品群は弊社取扱商品の一部でございます。 

その他催事に関してのご相談は営業担当者までお願い申し上げます。 

 

 

各会場図を用意しております。 

ご要望に応じ、レイアウト図面等を作成致します。 

 

尚 レンタル価格（3～4 日）には、 

運搬・搬入出費 及び 設営・撤去費等は含まれておりません。 

別途見積させて頂きます。 

 

 

 
弊社は、新 PL 法及新民事訴訟法に対応した 

ディスプレィ賠償責任保険(対 被害者・設備・商品)に加入致しております。
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