
パッケージプランのご案内



ベーシックプラン
パッケージプランのご案内

・規定の電気容量を超えて使用する場合は、別途電気供給申込書にてお申し込みください。
・小間位置が角になる場合、通路側の壁面パネルは設置せず、パラペットのみとなります。
　壁面パネルを希望される場合はお問い合わせください。別途費用は発生いたしません。
・社名板のロゴを希望される場合は別途費用が掛かります。　※ロゴ調整費：5,500円/１点（税込）

●床面カーペット
●カーペット止め
●パラペット
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●社名板（出力シート）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・１小間
・・・・・・・・・・・・・・３ｍ

・・・・・・・・・・・・・・・・３ｍ
・・・・・・・・・・・１台

・・・・・・・・１脚
・・・・・・・・・・１枚
・・・・・・・・・・２灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２灯
・・・・・・・・１個

・・・１kW
・・・１回路

ブース仕様
●床面カーペット
●カーペット止め
●パラペット
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●社名板（出力シート）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・2小間
・・・・・・・・・・・・・・6ｍ

・・・・・・・・・・・・・・・・6ｍ
・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・１脚

・・・・・・・・・・１枚
・・・・・・・・・・4灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4灯
・・・・・・・・2個

・・・2kW
・・・2回路

ブース仕様

2970

990

2
9

7
0

9
9

0

パラペット社名板

蛍光灯

コンセントアームスポットライト床面カーペット／
カーペット止め

折りたたみ椅子

受付カウンター

5940

990

2
9

7
0

9
9

0

パラペット社名板

蛍光灯
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W：2970㎜×D：2970㎜

小間
1 88,000円（消費税10％込） 小間

2 W：5940㎜×D：2970㎜

132,000円（消費税10％込）

展示に必要なアイテムをセットにしました。
用途に応じてアイテムをカスタマイズして頂くプランです。

E-mail : interbee@murayama.co.jpお問合せ先
担当：中村／加藤／望月



ベーシックプラン

・規定の電気容量を超えて使用する場合は、別途電気供給申込書にてお申し込みください。
・小間位置が角になる場合、通路側の壁面パネルは設置せず、パラペットのみとなります。
　壁面パネルを希望される場合はお問い合わせください。別途費用は発生いたしません。
・社名板のロゴを希望される場合は別途費用が掛かります。　※ロゴ調整費：5,500円/１点（税込）

W：8910㎜×D：2970㎜

小間
3 214,500円（消費税10％込） 小間

4 W：5940㎜×D：5940㎜

330,000円（消費税10％込）

8910
990

2
9

7
0

9
9

0

パラペット社名板
柱 柱

蛍光灯

コンセント

アームスポットライト床面カーペット／
カーペット止め

折りたたみ椅子
受付カウンター

柱 柱

柱
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パラペット社名板

蛍光灯

コンセント

アームスポットライト
床面カーペット／
カーペット止め

折りたたみ椅子
受付カウンター

●床面カーペット
●カーペット止め
●パラペット
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●社名板（出力シート）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・3小間
・・・・・・・・・・・・・・9ｍ

・・・・・・・・・・・・・・・・9ｍ
・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・１脚

・・・・・・・・・・１枚
・・・・・・・・・・6灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6灯
・・・・・・・・・3個

・・・3kW
・・・2回路

ブース仕様
●床面カーペット
●カーペット止め
●パラペット
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●社名板（出力シート）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・4小間
・・・・・・・・・・・・・18ｍ

・・・・・・・・・・・・・・・・18ｍ
・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・１脚

・・・・・・・・・・１枚
・・・・・・・・・・8灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8灯
・・・・・・・・・4個

・・・4kW
・・・3回路

ブース仕様

展示に必要なアイテムをセットにしました。
用途に応じてアイテムをカスタマイズして頂くプランです。

パッケージプランのご案内

E-mail : interbee@murayama.co.jpお問合せ先
担当：中村／加藤／望月



バリュープラン
W：2970㎜×D：2970㎜

小間
1 148,500円（消費税10％込） 小間

2 W：5940㎜×D：2970㎜

297,000円（消費税10％込）

製品エリア

2970

990

2
9

7
0

9
9

0

蛍光灯

コンセント
アームスポットライト

床面カーペット／
カーペット止め

折りたたみ椅子

受付カウンター
24インチ卓上モニター

コンセント
※モニター専用

社名板

製品エリア

蛍光灯

折りたたみ椅子

受付カウンター
24インチ卓上モニター
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コンセント
アームスポットライト

床面カーペット／
カーペット止め

ストック

ミーティングセット

H1000
コンセント
※モニター専用

柱

社名板

●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●パラペット
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●社名板（出力シート・ロゴデータ支給）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●24インチワイドモニター（FHD 24" 1920×1080）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・2台
・・・・・・・・・・・・・・・・1小間

・・・・・・・・・・・8スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・3m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3m
・・・・・・・・・・・・・・１台

・・・・・・・・・・・1脚
・・・1枚

・・・・・・・・・・・・・5灯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1灯

・・・・・・・・・・・・2個
1台

・・・・・・1kW
・・・・・・・1回路

ブース仕様
●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●パラペット
●ストックルーム造作（ドアパネル付き）
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●ミーティングセット（黒）
●社名板（出力シート・ロゴデータ支給）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●24インチワイドモニター（FHD 24" 1920×1080）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・2台
・・・・・・・・・・・・・・・・2小間

・・・・・・・・・・・11スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・6m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6m
・・・１式

・・・・・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・・・・1脚
・・・・・・・・・1セット

・・・1枚
・・・・・・・・・・・・・6灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3灯
・・・・・・・・・・・・3個

1台
・・・・・・2kW

・・・・・・・2回路

ブース仕様

ストックスペースやモニターを標準化した機能的プランです。

パッケージプランのご案内

・規定の電気容量を超えて使用する場合は、別途電気供給申込書にてお申し込みください。
・小間位置が角になる場合、通路側の壁面パネルは設置せず、パラペットのみとなります。
　壁面パネルを希望される場合はお問い合わせください。別途費用は発生いたしません。

E-mail : interbee@murayama.co.jpお問合せ先
担当：中村／加藤／望月

パラペット

パラペット



バリュープラン
W：8910㎜×D：2970㎜

小間
3 462,000円（消費税10％込） 小間

4 W：5940㎜×D：5940㎜

660,000円（消費税10％込）

製品エリア

折りたたみ椅子
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ストック
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蛍光灯

コンセント
アームスポットライト

床面カーペット／
カーペット止め

ミーティングセット

H1000

柱
柱

柱

柱 柱

コンセント
※モニター専用

社名板 24インチ卓上モニター

●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●パラペット
●ストックルーム造作（ドアパネル付き）
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●ミーティングセット（黒）
●社名板（出力シート・ロゴデータ支給）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●24インチワイドモニター（FHD 24" 1920×1080）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・4台
・・・・・・・・・・・・・・・・3小間

・・・・・・・・・・・14スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・9m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9m
・・・１式

・・・・・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・・・・1脚
・・・・・・・・・1セット

・・・1枚
・・・・・・・・・・・・・10灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6灯
・・・・・・・・・・・・4個

1台
・・・・・・3kW
・・・・・・・2回路

ブース仕様
●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●パラペット
●ストックルーム造作（ドアパネル付き）
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●ミーティングセット（黒）
●社名板（出力シート・ロゴデータ支給）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●24インチワイドモニター（FHD 24" 1920×1080）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・6台
・・・・・・・・・・・・・・・・4小間

・・・・・・・・・・・8スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・18m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16m
・・・１式

・・・・・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・・・・1脚
・・・・・・・・・1セット

・・・1枚
・・・・・・・・・・・・・12灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8灯
・・・・・・・・・・・・5個

1台
・・・・・・4kW
・・・・・・・3回路

ブース仕様

ストックスペースやモニターを標準化した機能的プランです。

パッケージプランのご案内

・規定の電気容量を超えて使用する場合は、別途電気供給申込書にてお申し込みください。
・小間位置が角になる場合、通路側の壁面パネルは設置せず、パラペットのみとなります。
　壁面パネルを希望される場合はお問い合わせください。別途費用は発生いたしません。

E-mail : interbee@murayama.co.jpお問合せ先
担当：中村／加藤／望月

製品エリア

ミーティングセット
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コンセント

アームスポットライト

床面カーペット／
カーペット止め

折りたたみ椅子

受付カウンター

蛍光灯

ストック

柱 柱

コンセント
※モニター専用

社名板 24インチ卓上モニター

パラペット

パラペット



LEDサイネージプラン

・規定の電気容量を超えて使用する場合は、別途電気供給申込書にてお申し込みください。
・小間位置が角になる場合、通路側の壁面パネルは設置せず、パラペットのみとなります。
　壁面パネルを希望される場合はお問い合わせください。別途費用は発生いたしません。
・LEDサイネージは数量に限りがございますので、お早めにお申し込みください。

W：2970㎜×D：2970㎜

小間
1 242,000円（消費税10％込） 小間

2 W：5940㎜×D：2970㎜

374,000円（消費税10％込）

LEDサイネージ

製品エリア

2970

990
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9

7
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9
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蛍光灯

コンセント アームスポットライト

床面カーペット／
カーペット止め

折りたたみ椅子
受付カウンターコンセント

※LEDサイネージ専用

LEDサイネージ

製品エリア

蛍光灯

5940

990

2
9

7
0

9
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コンセントアームスポットライト

床面カーペット／
カーペット止め

ストック

折りたたみ椅子
受付カウンターミーティングセット

H1000

コンセント
※LEDサイネージ専用

柱

※動画サンプルの基本デザインは無料で利用可能
  ( 文言、色の変更も含む) 
※動画オリジナルデータ作成は別途ご相談

動画サンプルはこちら 
https://shutten-support.biz/i_led/moviesample.pdf

●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●スリットパラペット
●受付カウンター（黒）
●折りたたみ椅子（黒）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●LEDサイネージ（W2000×D42×H281 2.9㎜ピッチ）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・2台
・・・・・・・・・・・・・・・・1小間

・・・・・・・・・・・8スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・・3m

・・・・・・・・・・・・・・・3m
・・・・・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・・・・・・・1脚
・・・・・・・・・・・・・5灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1灯
・・・・・・・・・・・・2個

１台
・・・・・・１kW

・・・・・・・１回路

ブース仕様
●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●スリットパラペット
●ストックルーム造作（ドアパネル付き）
●受付カウンター（黒）
●折りたたみ椅子（黒）
●ミーティングセット（黒）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●LEDサイネージ（W2000×D42×H281 2.9㎜ピッチ）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・2台
・・・・・・・・・・・・・・・・2小間

・・・・・・・・・・・11スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・6m
・・・・・・・・・・・・・・・6m

・・・１式
・・・・・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・・・・・・・1脚
・・・・・・・・・1セット

・・・・・・・・・・・・・6灯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3灯

・・・・・・・・・・・・3個
１台

・・・・・・2kW
・・・・・・・2回路

ブース仕様

LEDサイネージで社名や製品情報など、
動的でキャッチーに来場者に訴求できるプランです。 

パッケージプランのご案内

E-mail : interbee@murayama.co.jpお問合せ先
担当：中村／加藤／望月

スリットパラペット
スリット
パラペット



LEDサイネージプラン
W：8910㎜×D：2970㎜

小間
3 660,000円（消費税10％込） 小間

4 W：5940㎜×D：5940㎜

968,000円（消費税10％込）

LEDサイネージ

製品エリア
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コンセント

アームスポットライト

床面カーペット／
カーペット止め

折りたたみ椅子
受付カウンター

ミーティングセット

蛍光灯

H1000

ストック

コンセント
※LEDサイネージ専用

柱 柱
製品エリア

LEDサイネージ

ストック

5940
990

5
9

4
0

蛍光灯

コンセント
アームスポットライト

床面カーペット／
カーペット止め

折りたたみ椅子
受付カウンター

ミーティングセット

H1000

コンセント
※LEDサイネージ専用

コンセント
※LEDサイネージ専用

コンセント
※LEDサイネージ専用

柱
柱

柱

柱 柱

・規定の電気容量を超えて使用する場合は、別途電気供給申込書にてお申し込みください。
・小間位置が角になる場合、通路側の壁面パネルは設置せず、パラペットのみとなります。
　壁面パネルを希望される場合はお問い合わせください。別途費用は発生いたしません。
・LEDサイネージは数量に限りがございますので、お早めにお申し込みください。

※動画サンプルの基本デザインは無料で利用可能
  ( 文言、色の変更も含む) 
※動画オリジナルデータ作成は別途ご相談

動画サンプルはこちら 
https://shutten-support.biz/i_led/moviesample.pdf

●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●スリットパラペット
●ストックルーム造作（ドアパネル付き）
●受付カウンター（黒）
●折りたたみ椅子（黒）
●ミーティングセット（黒）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●LEDサイネージ（W2000×D42×H281 2.9㎜ピッチ）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・4台
・・・・・・・・・・・・・・・・3小間

・・・・・・・・・・・14スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・9m
・・・・・・・・・・・・・・・9m

・・・１式
・・・・・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・・・・・・・1脚
・・・・・・・・・1セット

・・・・・・・・・・・・・10灯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6灯

・・・・・・・・・・・・5個
2台

・・・・・・3kW
・・・・・・・2回路

ブース仕様
●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●スリットパラペット
●ストックルーム造作（ドアパネル付き）
●受付カウンター（黒）
●折りたたみ椅子（黒）
●ミーティングセット（黒）
●アームスポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●LEDサイネージ（W2000×D42×H281 2.9㎜ピッチ）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・6台
・・・・・・・・・・・・・・・・4小間

・・・・・・・・・・・8スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・18m
・・・・・・・・・・・・・・・16m

・・・１式
・・・・・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・・・・・・・1脚
・・・・・・・・・・1セット

・・・・・・・・・・・・・12灯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8灯

・・・・・・・・・・・・7個
3台

・・・・・・4kW
・・・・・・・3回路

ブース仕様

LEDサイネージで社名や製品情報など、
動的でキャッチーに来場者に訴求できるプランです。 

パッケージプランのご案内

E-mail : interbee@murayama.co.jpお問合せ先
担当：中村／加藤／望月

スリットパラペット
スリットパラペット



プレミアムプラン 上部サインで視認性UP！
展示スペースもしっかり確保した展示重視プランです。

W：2970㎜×D：2970㎜

小間
1 231,000円（消費税10％込） 小間

2 W：5940㎜×D：2970㎜

462,000円（消費税10％込）
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蛍光灯

コンセント

上部ロゴサイン

アームスポットライト

床面カーペット／
カーペット止め

折りたたみ椅子

受付カウンター

700

1
4

0
0

パラペット社名板

蛍光灯
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コンセントアームスポットライト

床面カーペット／
カーペット止め

折りたたみ椅子
受付カウンター

柱

●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●R展示台
●上部サイン（ロゴデータ支給）
●パラペットサイン（ロゴデータ支給）
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●アームスポットライト
●スポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・3台
・・・・・・・・・・・・・・・・1小間

・・・・・・・・・・・9スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・3m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
・・・・・・・・１式

・・・・・１式
・・・・・・・・・・・・・・１台

・・・・・・・・・・・1脚
・・・・・・・・・・・・・3灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・4灯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1灯

・・・・・・・・・・・・1個
・・・・・・1kW

・・・・・・・1回路

ブース仕様
●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●R展示台
●上部サイン（ロゴデータ支給）
●パラペットサイン（ロゴデータ支給）
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●アームスポットライト
●スポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・6台
・・・・・・・・・・・・・・・・2小間

・・・・・・・・・・・12スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・6m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
・・・・・・・・１式

・・・・・１式
・・・・・・・・・・・・・・１台

・・・・・・・・・・・1脚
・・・・・・・・・・・・・8灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・6灯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3灯

・・・・・・・・・・・・1個
・・・・・・2kW

・・・・・・・2回路

ブース仕様

パッケージプランのご案内

・規定の電気容量を超えて使用する場合は、別途電気供給申込書にてお申し込みください。
・小間位置が角になる場合、通路側の壁面パネルは設置せず、パラペットのみとなります。
　壁面パネルを希望される場合はお問い合わせください。別途費用は発生いたしません。

E-mail : interbee@murayama.co.jpお問合せ先
担当：中村／加藤／望月

スポットライト

スポットライト



プレミアムプラン
W：8910㎜×D：2970㎜

小間
3 709,500円（消費税10％込） 小間

4 W：5940㎜×D：5940㎜

880,000円（消費税10％込）
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●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●R展示台
●上部サイン（ロゴデータ支給）
●パラペットサイン（ロゴデータ支給）
●受付カウンター（白）
●折りたたみ椅子（ブルー）
●ミーティングセット（黒）
●アームスポットライト
●スポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・6台
・・・・・・・・・・・・・・・・3小間

・・・・・・・・・・・15スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・9m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1台
・・・・・・・・１式

・・・・・2式
・・・・・・・・・・・・・・１台

・・・・・・・・・・・1脚
・・・・・・・・・１セット

・・・・・・・・・・・・・11灯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・7灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6灯
・・・・・・・・・・・・1個

・・・・・・3kW
・・・・・・・2回路

ブース仕様
●展示台（引き戸付き）
●床面カーペット
●壁面カラー（１ｍ巾）
●カーペット止め
●R展示台
●上部サイン（ロゴデータ支給）
●パラペットサイン（ロゴデータ支給）
●ストックルーム造作（ドアパネル付き）
●受付システムカウンター
●折りたたみ椅子（ブルー）
●ミーティングセット（黒）
●アームスポットライト
●スポットライト
●蛍光灯
●コンセント（アースなし）
●電気供給+電気使用料（100V）
●分電盤工事及び分岐回路工事

・・・・・・・・・・・・・・6台
・・・・・・・・・・・・・・・・4小間

・・・・・・・・・・・15スパン
・・・・・・・・・・・・・・・・・18m

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2台
・・・・・・・・１式

・・・・・3式
・・・１式

・・・・・・・・・・・・１台
・・・・・・・・・・・2脚
・・・・・・・・・１セット

・・・・・・・・・・・・・12灯
・・・・・・・・・・・・・・・・・・9灯

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6灯
・・・・・・・・・・・・1個

・・・・・・4kW
・・・・・・・3回路

ブース仕様

上部サインで視認性UP！
展示スペースもしっかり確保した展示重視プランです。

パッケージプランのご案内

・規定の電気容量を超えて使用する場合は、別途電気供給申込書にてお申し込みください。
・小間位置が角になる場合、通路側の壁面パネルは設置せず、パラペットのみとなります。
　壁面パネルを希望される場合はお問い合わせください。別途費用は発生いたしません。

E-mail : interbee@murayama.co.jpお問合せ先
担当：中村／加藤／望月

スポットライト

スポットライト

上部ロゴサイン



色見本
パッケージプランのご案内

E-mail : interbee@murayama.co.jpお問合せ先
担当：中村／加藤／望月

 床面カーペットカラー

壁面カラー

ニューレッド（731） オレンジ（702） グリーン（705）

ネイビーブルー（608） ホワイトグレー（720） ブラック（606）

イエロー（KS118） レッド（KS113） グリーン（KS126） スカイブルー（KS132）

ネイビー（KS144） グレー（KS103） ブラック（KS106）ブルー（KS137）

※ ベーシックプランには壁面カラー工事は含まれておりませんので有料となります。


