
画像センシング展画像センシング展画像センシング展画像センシング展 2012201220122012    

イベント輸送サービスのご案内イベント輸送サービスのご案内イベント輸送サービスのご案内イベント輸送サービスのご案内    

プラスカーゴサービス株式会社プラスカーゴサービス株式会社プラスカーゴサービス株式会社プラスカーゴサービス株式会社    

    

イベント輸送サービスとは、出展社よりお預かりした荷物を開催日前日に各小間にお届イベント輸送サービスとは、出展社よりお預かりした荷物を開催日前日に各小間にお届イベント輸送サービスとは、出展社よりお預かりした荷物を開催日前日に各小間にお届イベント輸送サービスとは、出展社よりお預かりした荷物を開催日前日に各小間にお届

けし、閉会後は各小間より荷物を引き取り、出展社に返送するシステムです。けし、閉会後は各小間より荷物を引き取り、出展社に返送するシステムです。けし、閉会後は各小間より荷物を引き取り、出展社に返送するシステムです。けし、閉会後は各小間より荷物を引き取り、出展社に返送するシステムです。    

    

①①①①    集荷集荷集荷集荷                                        ②プラス②プラス②プラス②プラスににににててててチェックチェックチェックチェック                                    ③会場搬入③会場搬入③会場搬入③会場搬入                                    

6/16/16/16/1（金）（金）（金）（金）                                            6/26/26/26/2（土）（土）（土）（土）                                                6/56/56/56/5（火）（火）（火）（火）    

出展社出展社出展社出展社        ⇔⇔⇔⇔            プラスプラスプラスプラス    特販課特販課特販課特販課        ⇔⇔⇔⇔        展示会場展示会場展示会場展示会場    

    ⑥配達⑥配達⑥配達⑥配達                                            ⑤プラス⑤プラス⑤プラス⑤プラスにてチェにてチェにてチェにてチェックックックック        ④会場搬出④会場搬出④会場搬出④会場搬出    

        6666/11/11/11/11（月）（月）（月）（月）                                            6/96/96/96/9（土）（土）（土）（土）                                                6/86/86/86/8（金）（金）（金）（金）        
    

①①①①    出展社より荷物をお預かり致します。出展社より荷物をお預かり致します。出展社より荷物をお預かり致します。出展社より荷物をお預かり致します。    

（搬入用ラベルは集荷時お持ち致します。貴社名、合計個数をご記入の上（搬入用ラベルは集荷時お持ち致します。貴社名、合計個数をご記入の上（搬入用ラベルは集荷時お持ち致します。貴社名、合計個数をご記入の上（搬入用ラベルは集荷時お持ち致します。貴社名、合計個数をご記入の上,,,,荷物に荷物に荷物に荷物に    

貼付して下さい。）貼付して下さい。）貼付して下さい。）貼付して下さい。）    

②②②②    プラスカーゴサービス特販課プラスカーゴサービス特販課プラスカーゴサービス特販課プラスカーゴサービス特販課にて荷物のチェックを行ないます。にて荷物のチェックを行ないます。にて荷物のチェックを行ないます。にて荷物のチェックを行ないます。    

③③③③    開催日前日に展示会場内の各小間まで荷物をお届け致します。開催日前日に展示会場内の各小間まで荷物をお届け致します。開催日前日に展示会場内の各小間まで荷物をお届け致します。開催日前日に展示会場内の各小間まで荷物をお届け致します。    

④④④④    閉会後、展示会場内の各小間より荷物を引き取り致します。閉会後、展示会場内の各小間より荷物を引き取り致します。閉会後、展示会場内の各小間より荷物を引き取り致します。閉会後、展示会場内の各小間より荷物を引き取り致します。    

（搬出用ラベルは会期終了日にお持ち致します。（搬出用ラベルは会期終了日にお持ち致します。（搬出用ラベルは会期終了日にお持ち致します。（搬出用ラベルは会期終了日にお持ち致します。    

        貴社名、送り先住所、合計個数をご記入の上、貴社名、送り先住所、合計個数をご記入の上、貴社名、送り先住所、合計個数をご記入の上、貴社名、送り先住所、合計個数をご記入の上、荷物に貼付して下さい。）荷物に貼付して下さい。）荷物に貼付して下さい。）荷物に貼付して下さい。）    

⑤⑤⑤⑤    プラスカーゴサービス特販課プラスカーゴサービス特販課プラスカーゴサービス特販課プラスカーゴサービス特販課にて荷物のチェックを行います。にて荷物のチェックを行います。にて荷物のチェックを行います。にて荷物のチェックを行います。    

⑥⑥⑥⑥    出展社へ荷物をお届け致します出展社へ荷物をお届け致します出展社へ荷物をお届け致します出展社へ荷物をお届け致します    

＊空箱保管について＊空箱保管について＊空箱保管について＊空箱保管について    

展示会開催中の空箱の保管につきましては、別紙申込書にてお申し込み下さい。展示会開催中の空箱の保管につきましては、別紙申込書にてお申し込み下さい。展示会開催中の空箱の保管につきましては、別紙申込書にてお申し込み下さい。展示会開催中の空箱の保管につきましては、別紙申込書にてお申し込み下さい。    

            会場搬入後に各小間より空箱をお預かりし、閉会後にお届け致します。会場搬入後に各小間より空箱をお預かりし、閉会後にお届け致します。会場搬入後に各小間より空箱をお預かりし、閉会後にお届け致します。会場搬入後に各小間より空箱をお預かりし、閉会後にお届け致します。    

＊展示一貫保険について＊展示一貫保険について＊展示一貫保険について＊展示一貫保険について    

プラスプラスプラスプラスにてお預かりする時より、展示会開催中は勿論のこと返送が完了するまでにてお預かりする時より、展示会開催中は勿論のこと返送が完了するまでにてお預かりする時より、展示会開催中は勿論のこと返送が完了するまでにてお預かりする時より、展示会開催中は勿論のこと返送が完了するまで    

の危険をまとめて補填する保険です（梱包不完全と看した場合は、適用外）。の危険をまとめて補填する保険です（梱包不完全と看した場合は、適用外）。の危険をまとめて補填する保険です（梱包不完全と看した場合は、適用外）。の危険をまとめて補填する保険です（梱包不完全と看した場合は、適用外）。    

注）：展示一貫保険にご加入無き場合は万が一の破損等、保証は致し注）：展示一貫保険にご加入無き場合は万が一の破損等、保証は致し注）：展示一貫保険にご加入無き場合は万が一の破損等、保証は致し注）：展示一貫保険にご加入無き場合は万が一の破損等、保証は致しかねます。かねます。かねます。かねます。    

                                                    ――――1111－－－－    



日日日日        程程程程    

【会【会【会【会                期】期】期】期】            平成平成平成平成 24242424 年年年年 6666 月月月月 6666 日（水）～日（水）～日（水）～日（水）～6666 月月月月 8888 日（金）日（金）日（金）日（金）    

【荷物集荷日時】【荷物集荷日時】【荷物集荷日時】【荷物集荷日時】            平成平成平成平成 24242424 年年年年 6666 月月月月 1111 日（金）日（金）日（金）日（金）    

【会場搬入日時】【会場搬入日時】【会場搬入日時】【会場搬入日時】            平成平成平成平成 24242424 年年年年 6666 月月月月 5555 日（火）日（火）日（火）日（火）9999：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    

【空箱回収日時】【空箱回収日時】【空箱回収日時】【空箱回収日時】            平成平成平成平成 24242424 年年年年 6666 月月月月 5555 日（火）日（火）日（火）日（火）13131313：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000    

【会場搬出日時】【会場搬出日時】【会場搬出日時】【会場搬出日時】            平成平成平成平成 24242424 年年年年 6666 月月月月 8888 日（金）会期終了後日（金）会期終了後日（金）会期終了後日（金）会期終了後    

【返【返【返【返    送送送送        日】日】日】日】            平成平成平成平成 24242424 年年年年 6666 月月月月 11111111 日（月）日（月）日（月）日（月）    

【【【【お申し込み・お問合せ先】お申し込み・お問合せ先】お申し込み・お問合せ先】お申し込み・お問合せ先】                

                    〒〒〒〒143143143143----0001000100010001    東京都大田区東海東京都大田区東海東京都大田区東海東京都大田区東海 1111----3333----6666    AMBAMBAMBAMB6F6F6F6F----SSSS    

                                            プラスカーゴサービス㈱プラスカーゴサービス㈱プラスカーゴサービス㈱プラスカーゴサービス㈱    東特販営業所東特販営業所東特販営業所東特販営業所    

                                            担当：担当：担当：担当：井上･須藤井上･須藤井上･須藤井上･須藤    

                                            ＴＥＬＴＥＬＴＥＬＴＥＬ    03030303----5492549254925492----7803780378037803    

                                            ＦＡＸＦＡＸＦＡＸＦＡＸ    03030303----5492549254925492----0645064506450645    

＊ 別紙イベント輸送サービス申込書にてお申し込み下さい。別紙イベント輸送サービス申込書にてお申し込み下さい。別紙イベント輸送サービス申込書にてお申し込み下さい。別紙イベント輸送サービス申込書にてお申し込み下さい。    

料料料料        金金金金    

（（（（1111））））    集集集集    荷荷荷荷    料・・・集荷・配達料金表参照料・・・集荷・配達料金表参照料・・・集荷・配達料金表参照料・・・集荷・配達料金表参照    

（（（（2222））））    配配配配    達達達達    料・・・集荷･配達料金表参照料・・・集荷･配達料金表参照料・・・集荷･配達料金表参照料・・・集荷･配達料金表参照    

（（（（3333））））    会場搬入料・・・会場搬出入料金表参照会場搬入料・・・会場搬出入料金表参照会場搬入料・・・会場搬出入料金表参照会場搬入料・・・会場搬出入料金表参照    

（（（（4444））））    会場搬出料・・・会場搬出入料金表参照会場搬出料・・・会場搬出入料金表参照会場搬出料・・・会場搬出入料金表参照会場搬出料・・・会場搬出入料金表参照    

（（（（5555））））    空箱保管料・・・（会場での引き取り、保管及び会場への納入）空箱保管料・・・（会場での引き取り、保管及び会場への納入）空箱保管料・・・（会場での引き取り、保管及び会場への納入）空箱保管料・・・（会場での引き取り、保管及び会場への納入）    

        ａ）ダンボａ）ダンボａ）ダンボａ）ダンボール（ール（ール（ール（3333 辺の和が辺の和が辺の和が辺の和が 185185185185ｃｍ以内）ｃｍ以内）ｃｍ以内）ｃｍ以内）    1111 個に付き個に付き個に付き個に付き 300300300300 円円円円（税別）（税別）（税別）（税別）    

        ｂ）木箱・木枠等ｂ）木箱・木枠等ｂ）木箱・木枠等ｂ）木箱・木枠等                                                    1111 個に付き個に付き個に付き個に付き 500500500500 円円円円（税別）（税別）（税別）（税別）    

（（（（6666））））    保保保保    険険険険    料・・・イベント輸送サービスをご利用になる場合には展示料・・・イベント輸送サービスをご利用になる場合には展示料・・・イベント輸送サービスをご利用になる場合には展示料・・・イベント輸送サービスをご利用になる場合には展示

一貫保険にご加入願います。申告価格一貫保険にご加入願います。申告価格一貫保険にご加入願います。申告価格一貫保険にご加入願います。申告価格 10,00010,00010,00010,000 円に付き保険料円に付き保険料円に付き保険料円に付き保険料 15151515 円。円。円。円。    

＊ お支払方法お支払方法お支払方法お支払方法    

                （（（（1111）～（）～（）～（）～（6666）の合計金額にてご請求申し上げます。）の合計金額にてご請求申し上げます。）の合計金額にてご請求申し上げます。）の合計金額にてご請求申し上げます。    

                後日、請求書を郵送いたしますのでご確認の上、後日、請求書を郵送いたしますのでご確認の上、後日、請求書を郵送いたしますのでご確認の上、後日、請求書を郵送いたしますのでご確認の上、7777 月末日までに銀行振込み月末日までに銀行振込み月末日までに銀行振込み月末日までに銀行振込み        

            にてお願い申し上げます。にてお願い申し上げます。にてお願い申し上げます。にてお願い申し上げます。    

    

    

                                                                            －－－－2222－－－－    

    

    

    



集荷・配達料金表集荷・配達料金表集荷・配達料金表集荷・配達料金表    

<<<<東京発着東京発着東京発着東京発着>>>>                                                                                                                単位：円（税別単位：円（税別単位：円（税別単位：円（税別））））    

エリア＼重量エリア＼重量エリア＼重量エリア＼重量    ～～～～2222ｋｇｋｇｋｇｋｇ    ～～～～5555ｋｇｋｇｋｇｋｇ    ～～～～10101010ｋｇｋｇｋｇｋｇ    ～～～～20202020ｋｇｋｇｋｇｋｇ    5kg5kg5kg5kg 増毎増毎増毎増毎    

北北北北    海海海海    道道道道    1,2801,2801,2801,280    1,5001,5001,5001,500    1,7401,7401,7401,740    1,9701,9701,9701,970    500500500500    

東東東東            北北北北    820820820820    1,0501,0501,0501,050    1,2801,2801,2801,280    1,5101,5101,5101,510    400400400400    

関東・信越関東・信越関東・信越関東・信越    740740740740    950950950950    1,1601,1601,1601,160    1,3701,3701,3701,370    300300300300    

中部・北陸中部・北陸中部・北陸中部・北陸    820820820820    1,0501,0501,0501,050    1,2801,2801,2801,280    1,5101,5101,5101,510    350350350350    

近近近近            畿畿畿畿    920920920920    1,1601,1601,1601,160    1,3901,3901,3901,390    1,6201,6201,6201,620    400400400400    

中中中中            国国国国    1,0501,0501,0501,050    1,2801,2801,2801,280    1,5101,5101,5101,510    1,7401,7401,7401,740    450450450450    

四四四四            国国国国    1,1601,1601,1601,160    1,3901,3901,3901,390    1,6201,6201,6201,620    1,8501,8501,8501,850    450450450450    

九九九九            州州州州    1,2801,2801,2801,280    1,5101,5101,5101,510    1,7401,7401,7401,740    1,9701,9701,9701,970    500500500500    

沖沖沖沖            縄縄縄縄    1,9601,9601,9601,960    2,6502,6502,6502,650    3,8103,8103,8103,810    4,8504,8504,8504,850    600600600600    

＊ 上記は個建料金となります。上記は個建料金となります。上記は個建料金となります。上記は個建料金となります。    

＊ 荷物の特質上、混載輸送に適さない荷物については、別途料金が加算されるｹｰｽも荷物の特質上、混載輸送に適さない荷物については、別途料金が加算されるｹｰｽも荷物の特質上、混載輸送に適さない荷物については、別途料金が加算されるｹｰｽも荷物の特質上、混載輸送に適さない荷物については、別途料金が加算されるｹｰｽも

ございます。ございます。ございます。ございます。    

＊ 20202020ｋｇを超える場合、又は多量個数の場合は、別途料金を適用致しますので、お問ｋｇを超える場合、又は多量個数の場合は、別途料金を適用致しますので、お問ｋｇを超える場合、又は多量個数の場合は、別途料金を適用致しますので、お問ｋｇを超える場合、又は多量個数の場合は、別途料金を適用致しますので、お問

合せ願います。合せ願います。合せ願います。合せ願います。    

会場搬出入料金表会場搬出入料金表会場搬出入料金表会場搬出入料金表    

                                                                                                                                    単位：円（税別単位：円（税別単位：円（税別単位：円（税別））））    

重重重重        量量量量    ～～～～20202020ｋｇｋｇｋｇｋｇ    ～～～～30303030ｋｇｋｇｋｇｋｇ    ～～～～40404040ｋｇｋｇｋｇｋｇ    10101010ｋｇ増毎ｋｇ増毎ｋｇ増毎ｋｇ増毎    

料料料料        金金金金    500500500500    750750750750    1,0001,0001,0001,000    250250250250    

    

料金計算例料金計算例料金計算例料金計算例    

関東圏内の関東圏内の関東圏内の関東圏内のごごごご出展社出展社出展社出展社様様様様よりよりよりより 10101010 ヶ口（１個ヶ口（１個ヶ口（１個ヶ口（１個 10101010ｋｇ）の荷物をお預かりし、５ヶ口（１個ｋｇ）の荷物をお預かりし、５ヶ口（１個ｋｇ）の荷物をお預かりし、５ヶ口（１個ｋｇ）の荷物をお預かりし、５ヶ口（１個 10kg10kg10kg10kg））））

の荷物を返送するまでのトータル料金（保険申告価格の荷物を返送するまでのトータル料金（保険申告価格の荷物を返送するまでのトータル料金（保険申告価格の荷物を返送するまでのトータル料金（保険申告価格 100100100100 万円、空箱万円、空箱万円、空箱万円、空箱 3333 ヶ口お預かり）ヶ口お預かり）ヶ口お預かり）ヶ口お預かり）    

                            

                    集集集集    荷荷荷荷    料料料料                            1,1601,1601,1601,160××××10101010 個個個個====    11,60011,60011,60011,600 円円円円    

                    配配配配    達達達達    料料料料                            1,1601,1601,1601,160××××    5555 個個個個====    5,8005,8005,8005,800 円円円円    

                    会場搬入料会場搬入料会場搬入料会場搬入料                                500500500500××××10101010 個個個個====    5,0005,0005,0005,000 円円円円    

                    会場搬出料会場搬出料会場搬出料会場搬出料                                500500500500××××    5555 個個個個====    2,5002,5002,5002,500 円円円円    

                    空箱保管料空箱保管料空箱保管料空箱保管料                                300300300300××××    3333 個個個個====        900900900900 円円円円    

                    保保保保    険険険険    料（非課税）料（非課税）料（非課税）料（非課税）                                        1.5001.5001.5001.500 円円円円    

    

                                                                    トータルトータルトータルトータル    27,30027,30027,30027,300 円（税別円（税別円（税別円（税別））））    

    

                                                                            －－－－3333－－－－ 



プラスカーゴサービス㈱プラスカーゴサービス㈱プラスカーゴサービス㈱プラスカーゴサービス㈱    井上井上井上井上    行行行行     

 

FAXFAXFAXFAX    03030303----5492549254925492----0645064506450645        

<<<<画像センシング展画像センシング展画像センシング展画像センシング展 2012201220122012>>>>    イベント輸送サービス申込書イベント輸送サービス申込書イベント輸送サービス申込書イベント輸送サービス申込書    

出展社名出展社名出展社名出展社名        

    

小間小間小間小間 NONONONO    

    

住住住住        所所所所    

    

    

    

    

部課名部課名部課名部課名        

    

担当者担当者担当者担当者     

TELTELTELTEL        

    

FAXFAXFAXFAX     

 

請求先請求先請求先請求先     

 

 

 搬搬搬搬        入入入入    搬搬搬搬        出出出出    

個個個個    数（予想）数（予想）数（予想）数（予想）     

 

 

主な商品名主な商品名主な商品名主な商品名     

 

保険申告価格保険申告価格保険申告価格保険申告価格    

（他社持込みの場合適用外）（他社持込みの場合適用外）（他社持込みの場合適用外）（他社持込みの場合適用外）    

 

万円万円万円万円    

◇ 1111 人で持ち運びが不可能な場合は下記にもご記入下さい。人で持ち運びが不可能な場合は下記にもご記入下さい。人で持ち運びが不可能な場合は下記にもご記入下さい。人で持ち運びが不可能な場合は下記にもご記入下さい。    

品品品品        名名名名    サイズｍｍ（縦×横×高さ）サイズｍｍ（縦×横×高さ）サイズｍｍ（縦×横×高さ）サイズｍｍ（縦×横×高さ）    重重重重        量（ｋｇ）量（ｋｇ）量（ｋｇ）量（ｋｇ）    

   

   

 

◆ 空箱保管（どちらかに○印をお願い致します。）空箱保管（どちらかに○印をお願い致します。）空箱保管（どちらかに○印をお願い致します。）空箱保管（どちらかに○印をお願い致します。）    

                AAAA    希望する希望する希望する希望する                                        BBBB 希望しない希望しない希望しない希望しない                                                       

空箱回収時間は、空箱回収時間は、空箱回収時間は、空箱回収時間は、13131313：：：：00000000～～～～16161616：：：：00000000 です。（ご不在の場合はお預かりできません。）です。（ご不在の場合はお預かりできません。）です。（ご不在の場合はお預かりできません。）です。（ご不在の場合はお預かりできません。）    

◆お支払◆お支払◆お支払◆お支払        平成平成平成平成 24242424 年年年年 7777 月末日迄に銀行振込みにてお支払願います。月末日迄に銀行振込みにてお支払願います。月末日迄に銀行振込みにてお支払願います。月末日迄に銀行振込みにてお支払願います。    

                                        ご署名ご署名ご署名ご署名    

    

○ ご質問・ご要望ご質問・ご要望ご質問・ご要望ご質問・ご要望            

    

                                                                                －－－－4444－－－－      

お申し込み期限お申し込み期限お申し込み期限お申し込み期限    

平成平成平成平成 24242424 年年年年 5555 月月月月 18181818 日（金）日（金）日（金）日（金）    


