
2022国際医用画像総合展

オプション備品のご案内

サクラインターナショナル株式会社
担当：稲村 、中嶋
TEL ：050-5804-0901
（受付時間：平日10時～17時、12～13時を除く）

MAIL： item2022@sakurain.co.jp

●お申込み・お問い合わせ先

The International Technical Exhibition of Medical Imaging 2022



◆はじめに◆

この度は、2022国際医用画像総合展にご出展いただきありがとうございます。
オプション備品をご用意いたしましたので、本冊子の内容をご確認いただき、出展社専用WEBページ「14. オプション備
品申込」よりご希望の備品をお申し込みください。
また、こちらに載っていない備品もご用意可能ですので、是非サクラインターナショナル㈱までお気軽にお問い合わせください。

◆お申し込み方法◆

（1）出展社専用WEBページにアクセスし、 12/13(月)に配信されたID/パスワードを入力し
ログインしてください。

（2）＜①出展社基本情報登録の登録後＞
トップ画面より、14.オプション備品申込をクリックしてください。
オプション備品の一覧が表示され、商品番号、商品名、数量の入力欄がございます。

（3）商品番号、商品名、数量をご確認の上、「入力完了」ボタンを押してください。
登録されますと、お申込完了となります。

（4）お申込いただきました備品類のブース内の配置のご指定がございましたら、
「ファイルを選択」ボタンをクリックしてレイアウト図を選択してください。

（5）その後、アップロードボタンよりレイアウト図をアップロードしてください。
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S-1. 会議テーブル S-2. パイプイス S-3. 白布

S-4. 貴名受 S-5. 受付カウンター S-6. カタログスタンドA

S-7.カタログスタンドB S-8.卓上カタログスタンド S-9. ユニットカウンター

S-10.小テーブル S-11. 丸テーブル S-12. カウンターテーブル

S-13. スタンドチェア S-14. 応接セット S-15. パネルスタンド

◆オプション備品一覧◆

¥715各¥3,850

防炎加工済 W2200×D1000  

¥1,650

A:SH430
B:SH600
C:SH700

A4 3段1列

W230×D200×H415

¥2,750

※下記単価は税込です。

W450×D420
H760×SH410

A:W450xD450xH600 ¥2,200
B:W800xD450xH600 ¥3,300

A:600ΦxH600   ¥4,400
B:750ΦxH600 ¥4,400
C:900ΦxH600 ¥4,950

W115xD70xH130

各¥1,650

W900×D450
xH800

¥6,600

A:W1800xD450×H730
B:W1500xD450×H700
C:W900xD600×H730

A B

A4 縦12段
W250xD550xH1700

¥6,050

A4 縦6段
W250xD390xH1295

¥5,500
A:W1200xD600xH940 ¥13,750
B:W1500xD600xH940 ¥15,400

600ΦxH1000

¥7,700

各¥3,850

テーブル:W800xD450xH600
イス:W450xD550xH740 SH350

¥11,000

取付け面150x150
H900~1800

¥2,750
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S-16. 展示台A S-17. 展示台B S-18. 展示台C

S-19. 引き戸取付 S-20. 平棚 S-21. 壁面パネル

S-22. アコーディオンドア(鍵付き) S-23. スイングドア(鍵付き) S-24. パラペット

S-25. チェーンフック(2本1組) S-26. マジックテープ(4枚1組) S-27. カーペット

S-28. 壁面色替え 1枚あたり S-29. パラペット色替え 1面あたり S-30.社名ロゴ使用(完全データ支給)

◆オプション備品一覧◆

¥14,300 W990xD700xH750 W990xD990xH750

¥3,300 W1000xD300

W990xH2700

¥33,000 ¥33,000 W2970xH300

¥550

1枚あたり
¥7,700

基礎A小間(3000x3000)：¥24,750
基礎B小間(3000x2000)：¥16,500¥550

¥11,000

※下記単価は税込です。
※ 申込必要のものは、別途コンセントが必要となります。

W990xD495xH750 ¥15,400 ¥16,500

¥3,850 ¥11,000

¥9,900

P.8色見本よりお選び下さい。

基礎社名板への貴社のロゴを反映します。ロゴデー
タを2/16（水）までにメールにてお送りください。

送付先：item2022@sakurain.co.jp
※データはイラストレーターCC以下のバージョンで

アウトライン化したものをお願いします。
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P.8色見本よりお選び下さい。

標準標準高さ床から1100ｍｍ

板：白
ポールフレーム：アルミ

板：白
ポールフレーム：アルミ

板：白
ポールフレーム：アルミ

板：白
ポールフレーム：アルミ

板：白
ポールフレーム：アルミ

板：白
ポールフレーム：アルミ

1面（約3m)
¥6,600



S-34. 液晶テレビ40インチ S-35. DVDプレーヤー S-36. モニタースタンド

S-37. ダストボックス S-38. 消火器 S-39. 植木

◆オプション備品一覧◆

Φ240xH290
¥715 ¥4,400

A:大鉢 ¥3,850
B:中鉢 ¥2,750
C:小鉢 ¥1,650
D:花鉢 ¥1,100

10型

粉末(ABC)

消火薬剤

¥33,000¥22,000¥137,500

※モニター設置費込み

※S-33、34モニター用

申込必要申込必要

※台置き仕様

※壁掛けをご希望の場合は

別途費用が掛かります

4

◆オプション備品一覧◆

※下記単価は税込です。
※ 申込必要のものは、別途コンセントが必要となります。

S-31. 社名文字色変更 S-32. 壁面グラフィックシート貼り S-33. 液晶テレビ32インチ

¥129,800

申込必要

※台置き仕様

※壁掛けをご希望の場合は

別途費用が掛かります¥3,300

Company Name

P.8色見本よりお選び下さい。

Company Name

Company Name

壁面1枚(W990xH2700)あたり ￥46,200

グラフィックデータは2/16（水）までに、下記まで
お送りください。

送付先：item2022@sakurain.co.jp

※データはイラストレーター
CC以下のバージョンの完
全データでお願いします。

※壁面の柱（ポール）が
約1ｍスパンで入ります。

S-40.フェイスシールド S-41.ソーシャルディスタンスステッカー1 S-42.ソーシャルディスタンスステッカー2

S-43.防炎ビニールシート(/m) S-44.ポリカシールド S-45.消毒液用スタンド(足踏み式)

W325ｘD0.25×H220
¥ 1,540

W300×D300 
¥1,100

ブースへの納品のみとなります。

取付作業は出展社様にてお願いします。

W300×D48
¥1,100

W915
¥ 2,200

ブースへの納品のみとなります。

取付作業は出展社様にてお願いします。

ブースへの納品のみとなります。

取付作業は出展社様にてお願いします。

¥ 6,600¥ 9,900

W300×D300×H1015

ボトル収容サイズ：H90
～245以内

ボトル・消毒液は含まれてい
ません。

液体タイプ消毒液のご利用
を推奨いたします。

買取 買取 買取

買取 買取
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S-46.デジタル非接触温度計 S-47.サーキュレーター S-48.LEDパネル A1サイズ

本製品は医療用の体温計ではございません。

¥ 3,520

電源：単4型乾電池

測定距離：1cm～5cm

測定時間：1秒

W80×D40×H140

¥ 4,400

W290×D190×H310
測定風到達距離 11ｍ

消費電力 33Ｗ

申込必要

¥ 2,2000

外寸：702×949mm

表示サイズ：574×821mm

消費電力：29W

※設置費込

※フィルム作成が必要な場合は

S-49もお申し込みください

S-49.LEDパネル(A1)フィルム作成 S-50.LED型蛍光灯 S-51.スポットライト

フィルム出力サイズ：
594×841mm

表示サイズ：
574×821mm

※S-48をお申し込みの方のみ申込可能です。
フィルムデータは2/16（水）までに、下記まで
お送りください。

送付先：item2022@sakurain.co.jp

A1サイズ1枚あたり ¥ 8,800

◆オプション備品一覧◆

※下記単価は税込です。
※ 申込必要のものは、別途コンセントが必要となります。

S-52.アームスポットライト S-53.LEDライト S-54.コンセント

100V 21W (長さ：1200mm) 100V 15W

100V 15W 100V 60W
100V
※お申込みの際はご利用の電気容量を必ずご記
入ください。

100V
※お申込みの際はご利用の電気容量を必ずご記
入ください。

¥ 3,300 ¥ 3,850

¥4,400

¥11,000 ¥3,300¥4,400

申込必要

S-55.アースコンセント



◆お申込みの注意点◆

基礎小間の備品や展示台が必要な方は、

2022年２月16日(水)までに、

出展社専用WEBページ14.『オプション備品申込』よりお申込みください。

※締切日を過ぎると、自動的にWeb入力ができなくなります。
期限を過ぎてからのご依頼には原則対応できませんのでご注意ください。

※備品は全てレンタルベースとなっており、原状回復が必要です。破損の場合、実費を請求いたします。
※お申込みされた備品が在庫切れの場合、類似品でのご提供になる事がございます。予めご了承ください。
※価格は、会期中の通しての金額です。また、搬入搬出費を含みます。
※追加備品をお申込みの場合はWEBよりレイアウト図をご提出ください。ご提出いただけなかった場合は納品のみと

なり、レイアウトは致しませんのでご了承ください。
※システム展示台や受付台等の備品の上には、危険ですので乗らないようご注意ください。ポスター掲載等高所作業

には、現場施工ヘルプデスクにて脚立を貸出しております。
※お持ち込み製品やパネルの取付作業は出展社様にてお願いします。(取付作業を依頼される場合は有料となります)

こちらに載っていない備品もご用意可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

◆お支払い方法◆

※締切日を過ぎた場合や現場でのお申し込みはご希望の備品をご用意できない場合がありますので
提出期限までにご注文ください。

※現場での追加は現金のみの精算とさせていただきます。予めご了承ください。
※ご入金後のキャンセル、また搬入日・会期当日のキャンセルに関しましては、撤去のみ行ないますが、

ご返金はできかねますのでご了承ください。
※事前のお振込みの確認後、ご注文確定となりますのでご注意ください。
※2月16日(水)のお申し込み締切後、締切日時点でのお申し込み内容を基に順次請求書を発送いたします。

締切日より前に請求書が必要な場合や到着日の希望がある場合は事前にご連絡ください。
※御社規定により丸印や振込期日記載日程の指定がある場合は申し込み締切日までに

事前にお知らせください。締切日以降の請求書の再発行は事務手数料220円(税込)が別途かかります。

お支払期限：2022年3月31日(木)

※オプションレンタル備品のお支払いについては、お申込締切後にサクラインターナショナル㈱より
請求書を送付いたしますので、請求書に記載の口座へご入金ください。

※前年と異なり、会期前のお支払期限となりますのでご注意ください。

サクラインターナショナル（株）
担当：稲村、中嶋
〒135-0042 東京都江東区木場2-17-13 第二亀井ビル5階
Tel : 050-5804-0901（受付時間：平日10時～17時、12～13時を除く）
E-mail : item2022@sakurain.co.jp

■基礎小間装飾施工、オプション施工及び備品レンタル関係

◆お問い合わせ先◆

こちらに載っていない備品もご用意可能ですので、お気軽にお問合せください。
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◆キャンセルポリシー◆

ご入金を持って注文確定となります。期日までにご入金確認がとれない場合、ご注文は自動的にキャンセルとなります
のでご注意ください。
また申込み後のキャンセルには所定の取消料がかかります。イベントの中止・その他不可抗力の場合を含み、出展が
キャンセルとなる場合も同様となります。
入金締切の翌日以降～当日はご注文金額の100％、木工造作/インクジェット製作/カッティングシートは、会期初
日から数えて21日前にあたる日以降～当日はご注文金額の100％を申し受けます。（振込手数料は出展者様負
担となります。）

ご入金後のご返金はできませんのでご注意ください。

サクラインターナショナル（株）
担当：稲村、中嶋
〒135-0042 東京都江東区木場2-17-13 第二亀井ビル5階
Tel : 050-5804-0901（受付時間：平日10時～17時、12～13時を除く）
E-mail : item2022@sakurain.co.jp

■基礎小間装飾施工、オプション施工及び備品レンタル関係

◆お問い合わせ先◆

こちらに載っていない備品もご用意可能ですので、お気軽にお問合せください。



◆色見本一覧◆

壁面・パラペットカラー

カーペットカラー

社名文字カラー

赤2/Red2 ピンク/Pink 水色/Light Blueこげ茶/Dark Brown 黒2/Black2

グレー/Gray 緑/Green 茶/Brown オレンジ/Orange 青/Blue

紺/Navy濃赤/Deep Red赤1/Red1 黒1/Black1 濃緑/Deep Green

※上記の色見本は印刷の都合上、実際の色味、発色は異なります。
ご指定の色がある場合や、実際の色を確認されたいご出展社様はサクラインターナショナル㈱までご連絡ください。
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◆WEB展コンテンツサービス一覧◆

◆お問い合わせ先◆

サクラインターナショナル（株）
担当：稲村、中嶋
〒135-0042 東京都江東区木場2-17-13 第二亀井ビル5階
Tel : 050-5804-0901（受付時間：平日10時～17時、12～13時を除く）
E-mail : item2022@sakurain.co.jp

サクラインターナショナル(株)では、ブース施工だけでなく、WEB出展サポートも承っております。下記サービス以外もカ
スタマイズ可能でございますので、お気軽にお問合せください。お見積もりいたします。

映像制作（ブース内上映・web掲載用） スタジオ事前撮影（製品プレゼンなど）

特設サイト制作 バーチャルブース制作

実績豊富な当社専門スタッフがイベントで培った
表現力で企画･構成から撮影・CG作成、編集、
上映方法までトータルにサポートします。

当社保有のスタジオで撮影できます。当社の専
門スタッフが撮影をサポートいたします。

WEB展の特設サイト制作を用途に応じ最適な
WEBサイトの構成をご提案します。

展示会ブースを活かした３Dバーチャルブースを
制作いたします。



◆ブースカスタマイズサポート◆

サクラインターナショナル（株）
担当：稲村、中嶋
〒135-0042 東京都江東区木場2-17-13 第二亀井ビル5階
Tel : 050-5804-0901（受付時間：平日10時～17時、12～13時を除く）
E-mail : item2022@sakurain.co.jp

オプション備品以外にもブースのデザインから施工までサポートいたします。ブースカスタマイズサポートにご興味のあるご
出展社様はお気軽にお問合せください。お見積もりいたします。

A/B小間（イメージ）

M/L小間（イメージ）

サービスメニュー

◆お問い合わせ先◆
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