DK Marketing

RENTAL CATALOG
Vol.1.0

H&C

CONTINUE TO CREATE SPACE

空間を創りつづける

企画からデザイン、レンタルまであらゆるお客様の
ニーズにお応え致します。

DK マーケティングレンタル部門では、全国各地でのイベント対応が可能です。

商品ラインナップ

LINE UP OF GOODS
●展示会用ツール
・オクタノルムパネル（システム）
・アルファパネル

(EZ・ソフト）

・アルミトラス
（１００角・２００角・３００角・４５０角）
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●オクタノルムパネル

（システム）
現在、展示会で多く使われるパー
テーションシステム。ポール・ビー
ム・パネルの組み合わせで壁面・展
示台・カウンター等の様々な用途に
お使い頂けます。
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※パネルの巾はポールの芯々サイズです。
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※引き戸付タイプもあります。
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商品写真はイメージです。実際の商品は写真と異なる場合がございます。
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●アルファパネル
W900 サイズのパネルの組み合わせ。簡易にパーテーションを立てること
が可能です。
アルファパネル EZ

O

●パネルサイズ：W ９００× H ２１００（t ３５）
●化粧板仕上げ・アルミ枠

アルファパネル カーテン

アルファパネル ソフト

●パネルサイズ：W ９００× H ２１００（t ３５）

O

● W900 × H1,800

●画鋲がご使用になれます。

● EZ タ イ プ・ ソ フ ト
タイプ両方対応可能。

クロス生地の為、画鋲でポス
ター貼りなどが行えます。

●パネル

●ドア付パネル

●アーム用支持足AL-WS

●T字型アーム AL-J2
(H2100)

●ストッパー
AL-H1

●エンドアーム
AL-J9

246

●アームAL-J1

●アルファパネル用
ワイヤーフック
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●十字型アーム AL-J3
(H2100)
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●L字型アーム AL-J4
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●フリーアーム AL-J5
(H2100)
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●T型ストッパー
AL-H2

●十字型ストッパー
AL-H3
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2100
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2100

2100

500

●L型ストッパー
AL-H4

28
●フリーストッパー
AL-H5

●アルミトラス
・１００角・２００角・３００角・４５０角

強度のある装飾部材。ボルト固定で様々な形・用途に利用可能。重量物を
展示する際にもご使用頂けます。

○１００・２００・３００・４５０角トラス（シルバー・黒）
・１００角トラス（L１００ 〜 L２７００）
100

2700

・２００角トラス（L２００ 〜 L２７００）
200

2700

・３００角トラス（L３１２ 〜 L２７００）
312

2700

・４５０角トラスも御座います。ご相談下さい。

※

商品写真はイメージです。実際の商品は写真と異なる場合がございます。
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●ウィルス感染症対策

商品

ウィルスによるイベントへのリスクを、出来るだけ小さく。
様々な対策商品をご用意しております。

※スクリーニング検査を行い、問題を最小限に抑える取組みのご協力をさせて頂きます。

①入り口用検査グッズ

サーモグラフィー各種
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●種類：対応人数により、ハンディー
型や三脚カメラ型など様々となります。
お打ち合わせの上、ご提案致します。

非接触型体温計

●サイズ：W103 × D39 × H158
●重量：約 120g
●使用電池：単 3 形電池 ２本

O

足踏み式スプレーユニット

O

●サイズ：W340 × D366 × H1430
●フレーム：スチールアクリル焼付
●スプレーボトル別売（注文承ります。
）

②会場内換気グッズ

サーキュレーター（黒）

O

扇風機（工場用）

扇風機（フロア型）

●サイズ：H1150 〜 H1320
●重量：約 6.5Kg
●消費電力：100V140W

●サイズ：W290 × D190 × H310
●重量：約２kg
●消費電力：100V 39W

●サイズ：W450 × D420 × H1100 〜 1350
●重量：5.8kg
●消費電力：100V45W

③会場内パーテーション

○使用イメージ

ビニールカーテン スタンド

●サイズ：W1930 × D300 × H2100
●※ビニール部販売

O

O

飛沫防止受付カウンター
（開口有） 透明アクリル 間仕切りパネル
●サイズ：W990 × D495 × H1800/2100

O

●サイズ：W990 × H2150

④その他

フェイスシールド（※販売）
●サイズ：W250 × D250
●注文単位：１００セット
※

商品写真はイメージです。実際の商品は写真と異なる場合がございます。
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商品ラインナップ

LINE UP OF GOODS
●屋内ツール
・イス
・テーブル
・パネルスタンド
・ポータブルステージ

折畳椅子 アルミ
（屋内用）

O

●サイズ：W460 × D460 × H760 × SH420
●重量：2.8kg
●座面：ダークブラウン
●フレーム：シルバー

・展示会用備品

折畳椅子

プラスチック

●サイズ：W514 × D472 × H738 × SH428
●重量：2.5kg
●座面：P.P 樹脂 グレー
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スタッキングチェア白

O

●サイズ：W507 × D515 × H749 × SH425
●座面：ホワイト
●フレーム：シルバー、ステンレスパイプ

カウンターチェア D

O

●サイズ：φ 350 × SH450・600・700
●座面：ホワイト

レセプションチェア

●サイズ：W440×D560×H910×SH450
●座面：ホワイト、レザー
●フレーム：クロームメッキ

カウンターチェア E

※

●サイズ：φ 330 × H430
●座面：ホワイト
●フレーム：クロームメッキ

O

●サイズ：φ 330 × SH450・600・700
●座面：ホワイト

カフェチェア B
セブンチェア
（ナチュラル・ブラック・ホワイト） （レッド・ブルー・ベージュ）
●サイズ：W500 × D520 × H780 × SH440
●座面：ウッド

丸イス

●サイズ：W470 × D500 × H770 × SH450
●座面：ポリプロピレン

カウンターチェア K

昇降式

O

●サイズ：φ 350 × SH600 〜 750
●座面：ホワイト

カフェチェア マスク
（ブラック・ホワイト）

●サイズ：W430 × D530 × H790 × SH450
●座面：ポリプロピレン

商品写真はイメージです。実際の商品は写真と異なる場合がございます。
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○会議用テーブル（白天板）
●天板：白化粧板
取り扱いサイズ
・W1800× D450× H700 O

・W1800× D600× H700 O
・W1800× D900× H700
・W1500× D450× H700
・W1500× D600× H700
・W1200× D450× H700
・W1200× D600× H700
・W900 × D450× H700

○会議用テーブル（木目天板）

・W900 × D600× H700

取り扱いサイズ ●天板：木目化粧板
・W1800× D450× H700
・W1800× D600× H700
・W1500× D450× H700
・W1500× D600× H700
・W1200× D450× H700

○表面例

ベニヤテーブル 丸

O

●サイズ：φ 900・φ 1200・φ 1500 × H700
●表面：ベニヤ
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ベニヤテーブル

半円

●サイズ：φ 1800 × H700
●表面：ベニヤ

テーブルクロス 各種
（白布・ビニール）
●会議用テーブル
●丸テーブル
各種ご用意致します。

商談テーブル

白天板

各種 O

●サイズ：φ 600・φ 750 × H650
●天板：ホワイト・メラミン
●フレーム：シルバークロームメッキ

商談テーブル

木目天板

各種

●サイズ：φ 600・φ 750 × H650
●天板：木目化粧
●フレーム：シルバークロームメッキ

ハイカウンターテーブル 白天板 O

ハイカウンターテーブル 木目天板

ハイカウンターテーブル楕円

カフェテーブル

●サイズ：φ 600 × H1000
●天板：ホワイト・メラミン
●フレーム：シルバークロームメッキ

●サイズ：W1800 × D500 × H1000
●天板：ホワイト・メラミン
●フレーム：スチール
※

O

●サイズ：φ 600 × H1000
●天板：木目化粧
●フレーム：シルバー・ブラック

昇降式

商談テーブルスクエア

各種

●サイズ：750 × D500 × H650
●天板：ホワイト・ブラック
●フレーム：シルバー・ブラック

ハイカウンターテーブル
●サイズ：φ 600 × H1000
●天板：ブラック・メラミン
●フレーム：シルバー艶消し

黒天板

各種

●サイズ：φ 600・φ 750 × H700~1000
●天板：ホワイト（化粧板）
●フレーム：シルバークロームメッキ

○ガス圧で高さ調整可能
商品写真はイメージです。実際の商品は写真と異なる場合がございます。
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○組立カウンター 白

・W900

× D600 × H940

・W1200 × D600 × H940 O
・W1500 × D600 × H940 O
・W1800 × D600 × H940 O

○中棚つき

○組立カウンター N タイプ
・W900

× D600 × H925

・W1200 × D600 × H925
・W1500 × D600 × H925
・W1800 × D600 × H925

○中棚つき

○演台（ホワイト・ローズ）

O

・W1200 × D500 × H930

○司会者台（白・ローズ）

O

・W500 × D350 × H1100

○ホワイト

○中棚つき
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○ローズ色

○中棚つき

○花台も御座います。O
・W450 × D450 × H660

イーゼル

こげ茶（T-160）

O

●サイズ：W600 × D680 × H1700
●重量：4kg
●フレーム：ダークブラウン
●対応パネル目安：B0 〜 B2

パネルスタンド

貼付型

イーゼル８号

白木

O

●サイズ：W500 × D510 × H1180
●重量：2.2kg
●フレーム：白木材
●対応パネル目安：A1 〜

O

●サイズ：W300 × D300 × H1000 〜 1700
●フレーム：スチールクロームメッキ
●スチレンボードなどを貼付可能

パネルスタンド

ユニバーサル O

●サイズ：W475 × D450 × H1125 〜 1773
●フレーム：スチールクロームメッキ
●パネルサイズ：W510 〜 800
× H350 〜 1100

カタログスタンド１２段
（A4 タテ）O
●サイズ：W450 × D575 × H1635
●重量：5.3kg
●フレーム：スチールクロームメッキ
●カタログサイズ：A4

パネルスタンド

O
O

●サイズ：W365 × D275 × H1460 〜 2400
●スチレンボードや紙媒体を挟み、飾るこ
とが可能

※

ベルトインパーテーション（青）O
●サイズ：φ 350 ベース× H860
●重量：5kg
●ベルト色：ブルー

O

●サイズ：W416 × D450 × H950 〜 1820
●フレーム：スチールクロームメッキ
●パネルサイズ：W460 〜 800
× H350 〜 1100

○使用イメージ

○使用イメージ

L 字ポップスタンド

ピサ

白ポール・プラチェーン白

O

●サイズ：φ 370 ベース× H800
●重量：3kg
●フレーム：スチール 白塗装

商品写真はイメージです。実際の商品は写真と異なる場合がございます。
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ホワイトボード

スタンド式

O

シングルハンガー

O

●サイズ：W900 × D450 × H1100 〜 1760
●フレーム：クロームメッキ

●サイズ：W1800 × H900（盤面）
●両面ホワイト

姿見

○使用例

O

●サイズ：W450 × D450 × H1520
●フレーム：クロームメッキ

卓上鏡

O

●サイズ：H360 × W280 × D140
●重量：1.5kg
●フレーム：スチールクロームメッキ

ハンガー

O

●素材：プラスチック
●色：ブラック

黒盆（賞状盆）

O

●サイズ：W550 × D387 × H50
●本体：黒縁

●サインボード作成承ります。
・インクジェット出力
・スチレンボード貼り
・ドライマウント仕様

三つ折りパーテーション

●サイズ：W1800 × D400 × H1720
●三つ折りアルミフレーム化粧合板
●盤面：ホワイト
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O

スチールラック（D300・D450）

（折り畳み式）

●サイズ：W900 × D300・450 × H1800
●フレーム：スチール グレー
●５段

傘立て（４８人用）

O

●サイズ：W1000 × D370 × H500
●フレーム：スチール

●サイズ：W210 × D290 × H285
●重量：2.2kg
●容量：３L
●消費電力：100V 700W（最大）

コードリール

防塵型

●コンセント数：４口
●コード長さ：30m
●重量：４kg

※

O

ハンド型メガホン
ER-1015S

１５W

●サイズ：W400 × D400 × H630
●重量：3.1kg
●容量：83L

O

手押し台車

●サイズ：W920 × D620 × H870
●重量：約 23kg
●対荷重：200kg まで

スポットクーラー

( １馬力）

O

●サイズ：W412 × D454 × H862
●電源：100V 98W

●サイズ：φ 210 × 319
●重量：980g
●非常サイレン音付
●乾電池 単２形乾電池 ６個

O

ワイヤーバスケット

（グランドコーナー）

●サイズ：H1600 〜 3000
●ウェイト（注水）重量：10kg

O

電気ポット

のぼりポール・ベース

O

１０kg・２０kg ウェイト

O

●サイズ：φ 250 × H65・H110
●材質：鉄（鋳物）

商品写真はイメージです。実際の商品は写真と異なる場合がございます。
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●ステージ部材
ライブステージや演説、ひな壇席など様々なものに利用が可能。
屋内・屋外により仕様が変わります。

○ポータブルステージ （屋内）

O

●本体サイズ：W2400 × D1200 × H200・H400・H600
●天板：化粧板仕上げ

※ 2400×1200 サイズで様々な大きさに組み合わせ可能。
※脚の出し方により３通りの高さに変更が可能。

○ステップ（屋内）

O

●本体サイズ：W2400 × D1200 × H200・H400・H600
●天板：化粧板仕上げ

○ステージ用スカート（屋内）

O

●本体サイズ：W2400 × D1200 × H200・H400・H600
●色：黒

ステージサイズ例
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○ポータブルステージ

○ AP ステージ・モデックスステージ

サイズ例

サイズ例 １坪（W 約１８００×D 約１８００）

４台（W ４８００×D ２４００）

●屋外ツール

集会用テント（各種）

○取り扱いサイズ（１K≒約 1,800mm）

・１. ５K ×２K (W2,700 × D3,600） 約３坪
・２K ×３K
（W3,600 × D5,400） 約６坪
・３K ×４K
（W5,400 × D7,200） 約１２坪
・３K ×５K
（W5,400 × D9,000 ) 約１５坪

○天幕の色
白・青／白ストライプ・赤／白ストライプ など
○横幕は別途となります。

アルミベンチ

●サイズ：W1800 × D410 × H423
●重量：10.5kg
●フレーム：アルミニウム

スチールフェンス

●サイズ：W2000 × D400 × H900
●重量：23kg
●ボルト組立（19mm)
※

ワンタッチテント
（３m ×３m）

●軒高：H1800 〜 2300
●全高：H3210 〜 3710
●天幕の色 白・青／白
●横幕は別途となります。

プラスチックテーブル

●サイズ：W1800 × D500 × H700
●重量：14kg
●天板：プラスチック スチールフレーム

樹脂ガーデン テーブル

樹脂ガーデン チェア

パイプフェンス（青）

カラーコーン・ウェイト・コーンバー

●サイズ：φ 900 × H720
●本体：樹脂成形 白

●サイズ：W1500 × H1100
●重量：6.8kg
●フレーム：樹脂 青

●サイズ：W580 × D555 × H735 × SH430
●本体：樹脂成形 白

●バリエーション：赤，青，緑

商品写真はイメージです。実際の商品は写真と異なる場合がございます。
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商品ラインナップ

LINE UP OF GOODS
●音響映像ツール
・プロジェクター
・スクリーン
・モニター
・スピーカー
・映像周辺機器

超短投写距離プロジェクター
EB-535W ／ EPSON（3400 ルーメン）

●入力端子：ミニ D-Sub15pin( × 2)、RCA、
S 端子、HDMI
レンズ交換不可
●消費電力：ノーマル 315W，エコ 230W

・通信装置

DLP プロジェクター

PT-DZ870K ／ Panasonic（8500 ルーメン）

●入力端子：HD-SDI,HDMI,DVI-D,D-sub,5BNC
（コンポーネント，RGB）
，BNC
●消費電力：1050W

レーザー光源 DLP プロジェクター

PT-RZ12KJ ／ Panasonic（12000 ルーメン）

17

●入力端子：３G/SD-SDI × 2,HDMI × 1,
DVI-D × 1, 他
●消費電力：1200W

●スクリーン・プロジェクター
１００インチ〜２７５インチまで様々な種類を取り揃えております。
焦点距離・明るさなど使用用途によりプロジェクターが選びが必要となります。

○組立式スクリーン １６：9
・２７５インチフロントスクリーン
有効画面寸法：W6100×H3430（mm）
・２２０インチフロントスクリーン
有効画面寸法：W4880×H2740（mm）
・１８３インチフロントスクリーン
有効画面寸法：W4050×H2290（mm）
・１４７インチフロントスクリーン
有効画面寸法：W3250×H1830（mm）
・１２０インチフロントスクリーン
有効画面寸法：W2660×H1500（mm）
・１００インチフロントスクリーン
有効画面寸法：W2180×H1230（mm）
（４：３スクリーン，リアも御座います。
）

220インチ

2740

183インチ
147インチ

1650

1230

100インチ

１６：９
※

スクリーン

商品写真はイメージです。実際の商品は写真と異なる場合がございます。
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28 インチ液晶モニター

32 インチ液晶ディスプレイ

42 インチ液晶ディスプレイ

●卓上可，壁掛不可，スピーカー内臓
●解像度：3840 × 2160,4K ウルトラ HD
●入力端子：HDMI，Displayport
●高速応答速度１ms（GTG)

●卓上可，壁掛可，スピーカー内臓
●消費電力 :65W
●入力端子 :HDMI,DVI-D,D-sub,LAN,USB
●外形寸法 :727 × 426 × 64

●卓上可，壁掛可，スピーカー内臓
●消費電力 :155W
●入力端子 :HDMI × 2，
コンポーネント× 1，
DVI-D × 1

４K 対応ワイドゲーミングモニター

55 インチ液晶ディスプレイ
フル HD・縦設置対応

●卓上可，壁掛可，スピーカー内臓
●消費電力：190W
●入力端子 :HDMI × 2，DVI-D，D-sub,USB

TH-32EF1J/Panasonic

キャリアブルスタンド

●小型から大型のモニターに対応致しま
す。

○同時通訳ブースも承ります。
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各種

（32~55 型液晶モニター用） 左
（60~90 型液晶モニター用） 右

フル HD・USB メディアプレイヤー内臓

ワイヤレスアンプ・マイク
TOA WA-2700

O

●サイズ：W298 × D220 × H460
●重量：6.5kg
● CD 付
●消費電力 ２２W 乾電池可

○様々な機材にて、大小様々な国際会議に
対応が可能です。
お打ち合わせの上、ご提案させて頂きます。

小型スピーカー 101MM
（２個セット） 小型スピーカー
BOSE

●サイズ：W232 × D152 × H154
●許容入力：45Wrms(IEC268-5)
●再生周波数帯域 :70Hz 〜 17kHz

小型アンプ
BOSE

2705MX

●サイズ：W270 × D195 × H105
●消費電力：100W

ワイヤレスハンドマイク
ATW-T940B／audio-technica
●サイズ：W252 × H46
●質量：298g
※

D-PS100

ONKYO 水平 110° , 垂直 120°指向
●サイズ：W237 × D147.5 × H151
●定格出力 :45W
●再生周波数帯域 :60Hz 〜 19kHz

ミキサー

各種

（デジタル・アナログ

対応可能）

●各種取り揃えております。

ダイバシティ２CH レシーバー
ATW-R920／audio-technica
●サイズ：W482 × D296 × H44
●電源：15W
● AC ケーブル、アンテナ× 2

中型スピーカー

SX300 ／ Electro-Voice

●サイズ：H587 × W430 × D313
●許容入力：400W
●再生周波数帯域 :80Hz 〜 25kHz

有線ハンドマイク
SM58SE ／SHURE

●サイズ：W162 × H51

有線・ワイヤレス

ヘッドセットマイク

ATM73／audio-technica
●サイズ：W63 × D22 × 84

※ワイヤレス受信機が別途必要となります。

商品写真はイメージです。実際の商品は写真と異なる場合がございます。
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