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はじめに
 AFFへのご支持・ご信頼に感謝申し上げます。ホームページwww.asiafashionfair.jpにて展示会情報を

掲載しております。
「出展者マニュアル」は展示会の機能、サービスを紹介し、展示会をよりご理解いただくことに役立ちます。
出展要項やサービスのご活用などについて、以下のとおりご提言いたします。
①スムーズに出展準備を行うには、まず、業務能力や製品特徴をまとめ、お客様が興味を持つ要点を探し

出し、展示品の選択やPR案に反映していただきます。「出展者登録書」を通じ、私たちにご要望を伝えること
ができます。

②「出展者登録書」は出展申込手続きの重要事項です。提出期限を遵守するようお願いいたします。
③本展示会に出展したことがあっても、本マニュアルの「出展プロセス」を必ずお読みください。プロセスの日程

どおりに準備することは、出展が計画どおりに行う保証となります。
④出展が計画どおりに進めるため、提出締切日と最終調整期限をご注意ください。
貴社のご発展を心より祈念いたします。
                                                                                          AFF事務局
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1-1組織構成

主催
★AFF株式会社
AFF株式会社はAFFという展示会ブランドを持ち、AFF展示会の発展、推進および商業開拓ことを目指します。
★一般社団法人日中経済貿易センター
一般社団法人日中経済貿易センターは、１９５４年１１月に大阪で設立され、日中両国の貿易を促進する非営利の民間団体であり、日

本の主な対中貿易促進団体の一つです。現在、会員企業は約350社、名誉会長は谷井昭雄（パナソニック㈱特別顧問）、会長は村山敦
（新関西国際空港㈱相談役）、理事長は青木俊一郎です。

運営
★AFF事務局
AFF事務局はAFF展示会を運営する組織です。主催者と一部の後援者で構成されています。

後援（予定）
★日本繊維輸入組合
日本繊維輸入組合の主旨は輸入貿易の秩序を成立し、構成メンバーの共同利益を促進することができるキャリアを実行し、織物輸入貿易の

健全な発展を試みています。現時点での構成メンバーは約110社、どれも日本で代表的のある織物衣類の輸入企業です。本構成メンバーの輸
入額は全国織物輸入総額の約５０％を占めています。

★日本繊維輸出組合
日本繊維輸出組合は2000年に成立されたもので、本部は大阪市に設立されていて、東京、名古屋に支店を設置されています。メンバーは

164社あります。
★一般社団法人日本アパレル産業協会
一般社団法人日本アパレル産業協会の主旨は繊維工業の安定と繁栄のために働いています。主な仕事は衣類の生産、流通調査、アパレル

産業情報、アパレル産業国際交流および衣類企業スタッフのトレーニングなどによって構成されています。
★一般社団法人日本インテリアファブリックス協会
一般社団法人日本インテリアファブリックス協会は1992年に成立、研究調査、コミュニケーション、トレーニングとセミナー、および国際展示会など

の形で、本業界の健全なる発展を促進しています。
★一般財団法人日本ファッション協会
一般財団法人日本ファッション協会は1990年に設立されていて、通商産業大臣の成立許可を得ています。これは、企業、団体を代表としてい

る各地の商工会議所の大いなる支援の下で、財団法人として運営しています。本協会は衣料品、食品、住宅、サービスなどの生活文化商品お
よびデリバティブ商品の繁栄と発展のために全力を尽くしています。

★一般社団法人日本ショッピングセンター協会
一般社団法人日本ショッピングセンター協会は1973年4月に設立されている。1975年4月、本協会は通産省の許可を得て社団法人になりま

した。2012年4月、協会は内閣の認定の下で、チャリティ（非営利）を主業とした一般社団法人に変わりました。
本協会は日本で7つの支部と11個の専門委員会を設置していまして、会員企業のあらゆる要求を満たすことに全力を尽くしています。同時に、

運営上の困難を克服するために援助もしています。
★日本国際貿易促進協会
1954年に成立し、企業を会員とした民間経済組織であります。同時にもっとも影響のある日中友好団体でもあります。
★東海日中貿易センター
1955年6月に設立し、日本中部（愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、石川県、福井県、富山県、長野県）の経済界を筆頭とした日本

国内関係団体と中国経済貿易関係企業の元で、平等互恵、友好の原則に基づき、中国との貿易、投資と協力を促進しています。
★ダイセン株式会社
ダイセン株式会社は1950年に成立し、「繊維news」（日本業界三大主流メディアのひとつ）、英語季刊雑誌「AsianTextileBusiness」、

旬刊雑誌「アジア繊維」、中国「繊維アパレル週刊」特集号「日本繊維情報」の編集および繊維書類、サイト、展示会などの企画、運営を任せら
れている。2003年10月に上海オフィスで設立し、2006年10月に上海支局に称号を変更、2007年に「黛森商務咨询上海有限公司」を設立
しました。

★信用交換所
信用交換所は1950年に成立し、専門の企業調査会社であります。本会社の出版した「信用情報」はファブリックスアパレル企業の信用情報を

内容としている専門誌であり、日本繊維アパレル業界の企業管理印が必ず読む権威ある出版物のひとつであります、この企業信用への評価情報
は一部の銀行がローンを貸し出しするための重要な参考になっています。

業務内容：企業信用調査、「信用情報」、「企業要覧」の発行、企業情報データベースの提供、オンラインサービスで企業情報を提供すること
などです。
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1-2 出展プロセス

月 日 出 展 者 主 催 者
5月30日 申込締切日 小間定数に達する日を最終申込締切日とする。

6.3～13

①出展料金の支払い（支払わなければ、小間の保留ができ
ない）

②出展計画を立て、宣伝要点を決める

①出展企業から出展料金を徴収する。
②出展企業に「出展者マニュアル」と「出展者登録書」を送る

6.16～20
①主催者に「出展者登録書」を提出
②出展品の準備に着手
③出展人員を決める

①「出展者登録書」の確認。
②第１期出展者通信とバイヤーメルマガを作成

6.23～27 ①メディアに出展企業情報を提供し、取材対象を選択。

6.30～7.4
①メディアに取材される可能性がある。
②パンフレットに掲載する企業情報の最終調整期限
③パンフレット広告用資料の提出

①出展企業にすべての出展事項を確認。
②展示会招待状の制作
③パンフレット広告用資料の確認、広告原稿の作成

7.7～11 ①リース備品のレンタルの最終調整期限 ①第２期出展者通信とバイヤーメルマガを作成

7.14～18
①角小間予約の確認
②小間番号の確認

7.21～25
①パンフレット制作準備
②取材された出展者の紹介文を日本メディアで掲載
③会場図を公表

7.28～8.1
①パンフレット広告料、道具料金、角小間料金の支払い。期

限内の支払いができなかった場合、小間配置などの出展準
備が影響される。

①日本関連サイトに展示会情報を発信
②パンフレットの広告料、道具料金、角小間料金を徴収

8.4～15 ①第３期出展者通信とバイヤーメルマガを作成

8.18～29 ①会場設営の準備。
②出展者へ展示会招待状を送付。

9.1～5 ①第４期出展者通信とバイヤーメルマガを作成。

9.8～12 ① 小間番号などの情報をお客様に知らせ、招待状を送付
②事前準備

9月16日 ①出展者の入館•出展準備時間（14:00-18:00）
9.17～19 開催（9月17～18日10:00-18:00 / 19日10:00-16:00） 展示会場にて現場対応
9月20日 閉幕 帰国

10月20日前 出展者へ領収書を送付。
★主催者により、展示会が開催できなかった場合、出展企業が納付した出展料金を全額返金しますが、
出展企業により、出展をキャンセルする場合は、出展料金は以下の方法で処理いたします。
展示会開催日まで70日以上……１００％の出展料金を返金する。
展示会開催日まで50日から70日まで……５０％の出展料金を返金する。
展示会開催日まで30日から50日まで……２０％の出展料金を返金する。
展示会開催日まで30日以内……返金しない。
★出展企業担当者は日本滞在期間中に、お客様の利益を尊重し、信用を守り、契約を遵守し、粗悪品及び模倣品の展示をしないようお願い
いたします。規定の出展範囲内で、専門性や生産レベルをアピールし、規定時間内での準備と展示を行うようお願いいたします。展示終了時間
前の撤去は禁止です。
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1-3 出展知識
日本市場に詳しい方、これから進出しようとする方に、日本の繊維・アパレル市場の特徴と出展の基本知識をご紹介いたします。
1、日本の繊維・アパレル市場の特徴及び出展企業への要求
    A、高品質、短納期、小ロットが日本市場の基本的な特徴です。日本バイヤーの品質への要求は驚くほど厳しいであることはご存知と思います。これは長きに亘る
築いた習慣で、日本とビジネスするには、自分もこのような習慣に合せるべきです。私たちは「サンプルは良かったのに、納品になるとまったく違うものになってしまう」という
声をよく聞きます。このようなことを出展企業が単に分かったではなく、徹底的に「品質を大切にするものづくり」を行うことが重要です。それで信用ができます。信用は日
本市場で最も価値のあるものです。
    短納期は日本市場のもう１つの特徴です。特に、今の「ＺＡＲＡ」、「Ｈ＆Ｍ」、「ＵＮＩＱＬＯ」などのファストファッションがブームとなっている時代で、短納期
は基本な要求となっています。金融危機で世界市場が低迷している中、市場の行方が不安定といったリスクを避けるため、欧米のバイヤーも短納期、小ロットを求め
ています。これはすでに市場傾向となっています。
    日本市場は基本的に小ロットですが、市場の大きさと安定さは極めて魅力的です。初めから単一製品の１００件の注文さえ受けなかったら、日本のバイヤーを
引き付けるには難しく、日本市場で足場を整えることも困難になるでしょう。もう１つ注目すべきところは、追加注文です。少ない量の追加注文に、多くの生産企業は
受けたくありません。しかし、如何に素早く追加注文に対応することは、双方のビジネス関係の継続の鍵であり、日本市場で成功する必要条件でもあります。
    B、バイヤーは生産企業の生地への提案力を求めています。
    C、日本語能力
    D、バイヤーは展示会場で契約することはかなり少ないです。
    欧米のバイヤーに比べ、日本はより慎重です。まずは、展示会場でお気に入りの企業と商品を探し求めることです。次は電話やメールでのコミュニケーションを経
て、最後に現地工場へ調査します。つまり、しばらくのやり取りを経てから契約します。展示会場での契約が少ないことを事前にご了承いただくようお願いいたします。
2、出展の知識とコツ
    A、展示会の事前準備
    まず、展示会は期間があり、バイヤーとサプライヤーが出会いの場です。会期中の業務を十分に重視し、事前準備を十分に行うことが重要です。
    開催前は、必ず主催者が提供した各資料にお読みになり、事前に展示会の内容を理解し、要求通り厳密に準備を進めること。主催者と連絡を保ち、展示会の
進行状況に関する最新情報を取得すること。主催者にできるだけ詳しい企業情報と製品紹介資料を提出すること。その中から、主催者は代表的な情報を展示会
の特徴として宣伝に使う可能性があります。
    展示品の選択に関しては、必ず優位性かつ代表性のある製品をご選択ください。多種多様ばかりを求めるではなく、「専門性」と「付加価値」を重視すべきです。
展示品の選択は対応性、代表性、独特性を重視した方がいいでしょう。対応性とは展示品が相手市場の特徴と展示会のテーマに一致することです。代表性とは出
展企業の技術、能力及び優位性を示すことです。独特性とは自社の特徴を生かし、同種ライバル製品と差別できることです。ちなみに、展示品の選択には、知的財
産権を意識する必要があり、これまでの展示会はこのような問題を引き起こしたことがあり、出展者自身の信用と出展効果に大きく影響します。処理が不適切な場
合、法律的な責任を問われるので、十分にご注意ください。
    主催者あるいは展示会関係者が、貴社に企業情報と製品紹介を調査することを求める場合、十分にご協力をお願いします。
    展示会開催前にメールや招待状で既存のお客様へご案内ください。
    B、出展企業担当者へ
    出展企業担当者は企業を代表しています。軽視はできません。前述のように、まず日本語ができ、また企業情報を理解し、ある程度の決定権を持つ者が良いで
しょう。そうでなければ、交渉中で聞かれると対応できなくなり、会社への問い合わせが多かったら、商談の効果が影響されます。
    展示会場では正装で、できるだけ立っていて、心を込めてお客様に挨拶します。ブース内での食事はお控えください。商談の際、大声で話さず、ブース周辺の込み
合いにご注意ください。
    C、小間配置と製品展示に関して
    小間の外観はお客様に与える第一印象です。良い視覚効果は一気にお客様を寄せ付けることができます。範囲内の特殊装飾は良い選択になるでしょう。過去
の展示会では、800人以上のバイヤーを引き寄せた企業がありました。もちろん製品と関係していますが、個性的な装飾も関係があります。
    やはり、出展効果は製品によるものです。品質、ファッション性、テーマ、革新性などは展示品を準備する際に考慮すべきことです。本展示会は標準小間に基本
的な配置を提供し、製品の品目性、カラーの調和・統一性、スタイルの簡潔・際立ちなどを原則に小間配置を行い、良い視覚効果となるでしょう。
    D、展示会で収集した情報の管理
    展示会でお客様の情報とニーズをまとめる必要があります。展示会終了後、直ちにフォローアップを取り掛かると、お客様に貴社の誠意を感じさせることができます。
    展示会終了後、出展者が今回の展示会を評価する必要がある。どんなに良い展示会でも失敗する出展者がおり、どんなに悪い展示会でも成功する出展者が
おります。一度の損得ばかりを見るではなく、きちんと自己分析をし、自社製品、もしくは出展品が日本市場に向いているかどうか、改善すべきところがあるかどうか、品
質と価格の競争力があるかどうか、展示の仕方を改善すべきところがあるかどうかなどを見極める必要があります。また、客観的に展示会の目的を認識する必要があり
ます。単に契約を結ぶでなく、日本のお客様と交流し、日本市場の最新情報と動向を知る場でもあり、同業種の企業と出会う場でもあります。
    以上をご参考ください。不適切な点があればご指摘お願いいたします。ご成功を心よりお祈り致します。
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Q&A
問：AFFとは
答：AFFとはASIA　FASHION　FAIRの略称です。CFF（CHINA　FASHION　FAIR）の名称を変更したものです。AFFは日本繊維アパレル業界で最

大級のOEM・ODM展示会です。2003年から毎年、春は大阪で、秋は東京で開催し、ビジネス効果がよいと業界の皆様に評価されています。

問：AFFは主に何を展示しますか。それぞれの出展割合は。
答：AFFの出展内容は各種アパレル、アクセサリー、生地、副資材、ホームテキスタイルです。アパレルは約７割です。服飾品、生地、副資材、ホームテキスタ

イルなどは３割ですが、出展効果が良いので、割合が増えつつあります。

問：初めてAFFに参加するのですが、どんな準備が必要ですか。展示会のプロセスを知るにはどうしたらいいですか。
答：貴社の出展申込を受け取ってから、AFF事務局担当者よりご連絡させていただき、展示会のプロセスを指導させていただきます。
出展募集が終了後、各出展企業に料金徴収通知書及び「出展者マニュアル」を送付します。マニュアルは出展スケジュール、小間、道具、ビザ、旅行、運輸な

どに関する様々な情報が載っています。

問：小間はどんなタイプですか。角小間とは何ですか。小間には何が含まれていますか。
答：小間は標準小間と特装小間の2種類があります。うち、標準小間もA型（メッシュパネルx1）、B型（棚板x3）とC型（棚板x6）の3種類に分けられ、

特装小間は標準小間の面積の3倍以上から注文を承ります。標準小間の基本備品は社名板、テーブルと椅子、ライト、ハンガーパイプ、棚板またはメッシュパネル、
ゴミ箱が含まれます。

角小間とは両方向が通路に面する小間です。通常の場合では、一般小間は３面がパネルで仕切り、開口部が1面だけです。角小間は２面がパネルで仕切
り、広く見せる効果があり、標準小間より５万円高いです。
 
問：展示会の小間配置はどう区分されていますか。
答：AFFの小間配置は品目または貿易形態により、同業種集中の原則で区分されます。主催者は出展企業が提出した「出展者登録書」に記入している品

目情報を参考し、小間配置を行います。出展情報を正確にご記入いただき、出展品目ができるだけ単一で、得意分野が目立つようお願いします。そうすると、正確
な製品宣伝に役立ち、バイヤーもお目当てのブースへ辿りやすいです。

問：出展募集を行う会社は各地に存在していると聞いていますが、これらの会社と主催者はどんな関係ですか。信頼できますか。
答：近年、AFFの発展に伴い、各地域に出展募集を行う代理会社ができ、うち、団体や会社もあります。これらは、主催者と長年にわたる協力関係を持つ会

社で、よい出展サービスを提供できます。出展募集を行う会社に対し、何か問題があれば、主催者へご連絡いただき、信頼性を確かめます。

問：展示会場に入るため、証明書類あるいは入場券が要りますか。
答：展示期間中、出展者入場カードを持って、展示会場に入ることができます。入場カードは展示会の準備日に会場受付で受け取ります。入場カードは出展

者の唯一の身分証明で、必ず展示期間中にご着用ください。
来場者の入場には、展示会招待状を持参するまたは会場受付で登録を行い、入場カードを受け取ります。展示会開催前の約3週間、全出展企業に招待状

電子版を送り、既存のお客様へご案内いただきます。

問：展示会スケジュールはありますか。会期中、毎日の開始時間と終了時間は何時ですか。
答：AFF会期は３日間です。
開始・終了時間：開催初日～2日目：10:00～18:00、最終日：10:00～16:00
　　　出展者の入館•出展準備時間は開幕日前日14:00～18:00、撤去時間は最終日16:00～17:00
　　　上述時間はすべて日本時間です。

サンプルが少なく、ブースが寂しく、この
会社の仕事態度を感じる。

テーマが目立ち、陳列がきれいで、ファ
ッション性がある。

実用性とインテリア性兼備の置物で、
リラックスな雰囲気を作り、出展者の親
切さを感じる。

サンプルが多く、ブースが混雑で、商
談と関係ない段ボールなどの雑物があ
る。
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1-4 展示場とスケジュール

展示会スケジュール
期　　　　日 時　　　間 内　　容

2014年9月16日（火）
6:00～14:00 ブース設営
14:00～18:00 出展者の入館•出展準備

2014年9月17日（水） 10:00～18:00 展示会
2014年9月18日（木） 10:00～18:00 展示会

2014年9月19日（金）
10:00～16:00 展示会
16:00～17:00 撤去

展示場名称：東京ビッグサイト 東１ホール
展示場住所：〒135-0063東京都江東区有明
3-11-1
展示場電話：03-5530-1180
展示場ファックス：03-5530-1600

AFF
展示場住所
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1-5 小間仕様
A型小間（W3,000mmxD2,500ｍm）                                        

適する製品 備　　品

アパレル 社名板x1/テーブルx1/椅子x3/ライトx3/ハンガーパイプx3/メッシ
ュパネルx1/ゴミ箱x1

角小間の説明：
  小間配置は展示品目を原則に行い、全体図案がまとまり次第、該当エリアの角小間の定数が確認してか
ら、申請の許可を判断します。角小間の申請は、まず予約をし、最終結果は７月中旬にお知らせいたします。

A型小間効果図

A 角小間見取り図

メッシュパネル

ハンガーパイプ

ライト

椅子

テーブル

ゴミ箱

社名板
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B型小間（W3,000mmxD2,500ｍm）                                  

適する製品 備　　品

服飾品/生地/ホームテキスタイル/
アパレル

社名板x1/テーブルx1/椅子x3/ライトx3/ハンガーパイプx3/棚
板x3/ゴミ箱x1 

角小間の説明：
  小間配置は展示品目を原則に行い、全体図案がまとまり次第、該当エリアの角小間の定数が確認してか
ら、申請の許可を判断します。角小間の申請は、まず予約をし、最終結果は７月中旬にお知らせいたしま
す。

棚板

ハンガーパイプ

ライト

椅子

テーブル

ゴミ箱

B型小間効果図

B 角小間見取り図

社名板
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C型小間（W3,000mmxD2,500ｍm）                                 

適する製品 備　　品

服飾品/生地/ホームテキスタイル/
副資材 社名板x1/テーブルx1/椅子x3/ライトx3/棚板x6/ゴミ箱x1 

角小間の説明：
  小間配置は展示品目を原則に行い、全体図案がまとまり次第、該当エリアの角小間の定数が確認してか
ら、申請の許可を判断します。角小間の申請は、まず予約をし、最終結果は７月中旬にお知らせいたしま
す。

棚板

ライト

椅子

テーブル

ゴミ箱

C型小間効果図

C 角小間見取り図

社名板
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標準特装小間（W9,000mmxD2,500ｍm）                                      

適する製品 備　　品

各種製品 社名板x1/テーブルx2/椅子x6/ライトx6/ハンガーパイプx5/メッシュパネルx1//チェ
ストラックx2 /コンセントx1

メッシュパネル ライト社名板 ハンガーパイプ

特装小間効果図（参考用のみ）
椅子

テーブル

チェストラック

壁紙の色選択 床の色選択

特装小間平面図
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第２章：有料サービスとレンタル 
2-1.パンフレット広告 
2-2.特殊リース備品
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2-1 パンフレット広告

広告説明：
展示会パンフレットはA5サイズの冊子で、日本で編集・印刷され、来場者に無料配布します。

         広告効果：
         バイヤー向けなので、ターゲットが明確で、指向性と適時性が目立っています。

         制作要求：
         原稿電子版は以下の広告規格サイズ（天地左右３ｍｍの塗りたしが必要）に従い、
         解像度を３００dpiに設定し、色彩設定はCMYKで、TIF、JPGまたはEPSで保存してください。

広告価格

仕　　様 サイズ 形　　式 価　　格
（消費税込）

扉ページ W148mm×H210mm コートアート紙カラー印刷 日本円85,000

表2 W148mm×H210mm コートアート紙カラー印刷 日本円67,000

表3 W148mm×H210mm コートアート紙カラー印刷 日本円59,000

中全ページ W148mm×H210mm コートアート紙カラー印刷 日本円51,000

中半ページ W130mm×H88mm コートアート紙カラー印刷 日本円26,000

パンフレット広告仕様
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2-2 特殊リース備品（消費税込み）

番号 01
名称 マネキン男　MA101
仕様 HE165cm B95cm W74cm 

H93cm
価格 日本円27,000/台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 02
名称 マネキン男　MA152
仕様 HE160cm B91cm W75cm 

H93cm
価格 日本円27,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 03
名称 マネキン女　LA223
仕様 HE156cm B81cm W60cm 

H87cm
価格 日本円27,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 04
名称 マネキン女　LA283
仕様 HE166cm B81cm W59cm 

H86cm
価格 日本円27,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 05
名称 紳士トルソー
仕様 B93cm W74cm H86cm
価格 日本円15,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 06
名称 婦人トルソー
仕様 B84cm W66cm H92cm
価格 日本円15,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 07
名称 マネキン女の子　CA305
仕様 HE115cm B59cm W51cm 

H60cm
価格 日本円25,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 08
名称 マネキン男の子　CA306
仕様 HE116cm B59cm W50cm 

H60cm
価格 日本円25,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 09
名称 シングルハンガーラック
仕様 W90cm H100~160cm
価格 日本円 7,000／個
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 10
名称 サークルハンガーラック
仕様 W90cm D90cm H165cm
価格 日本円 15,000／個
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。
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番号 11
名称 ドーム什器
仕様 W75cm D75cm H210cm
価格 日本円 32,000／個
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 12
名称 傾針ハンガー・T字ハンガー
仕様 W35/40cm H105~170cm
価格 日本円 7,000／個
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 13
名称 マトリス什器
仕様 W92.5cm D94cm H150cm
価格 日本円 50,000／個
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 14
名称 メッシュパネル　
仕様 W90cm H130.6cm
価格 日本円 12,000／片
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 15
名称 ポークボード
仕様 W90cm H90cm
価格 日本円 10,000／片
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 16
名称 メッシュスクリーン
仕様 W58cm D25cm H60cm
価格 日本円 11,000／個
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 17
名称 メイプルスクリーン
仕様 W80cm H180cm
価格 日本円 24,000／個
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 18
名称 フィーネ本体
仕様 W123cm D50cm H200cm
価格 日本円 43,000／個
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 19
名称 マルチ2段テーブル
仕様 W90cm D66~78cm H176cm
価格 日本円 40,000／個
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 20
名称 ビーボ
仕様 W185cm D58cm H220cm
価格 日本円 70,000／セット
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。
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番号 21
名称 三角錐アクセサリーツール
仕様 H80cm
価格 日本円 16,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 22
名称 三角錐アクセサリーツール
仕様 H87cm
価格 日本円 16,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 23
名称 三角錐シューズツール
仕様 H87cm
価格 日本円 16,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 24
名称 棚板
仕様 W99cm D30cm
価格 日本円 8,000／層
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 25
名称 ハンガーパイプ
仕様 W99cm
価格 日本円 4,000／本
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 26
名称 コンセント  200W限
仕様 110V
価格 日本円 5,000／個
説明 平型２個口プラグ

番号 27
名称 アーム付レイフ
仕様
価格 日本円 6,000／本
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 28
名称 パイプイス
仕様
価格 日本円 1,000／脚
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 29
名称 カフェテーブル
仕様 ø60cm
価格 日本円 9,000／台
説明 実物は少し違う場合がありますので、

予めご了承ください。

番号 30
名称 会議用テーブル
仕様 L180cm×W46cm×D80cm
価格 日本円 11,000／台
説明 実物は少し違う場合 がありますので、

予めご了承ください。
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