
申請金額確認書 Payment Summary

※原本を郵送される場合は、複写して「控え」を保管してください。
※Please keep a copy of this form for your records.

■申請項目の合計金額をご記入ください。 Please confirm the payment summary. （下記の□にチェックしてください。） (Please tick the relevant box below.)

□下記申請項目に該当しません。
We do not need to order items below.

全出展者 

提出期限 

提出書類　Form

No. 5
提出日 Submitted on： 2019/　 /提出先 

必ず、小間平面図・立面図を添付してご提出ください。
Please submit the floor plan and elevation view with this form. 

※本書類の申込担当者の情報をご記入ください。

DEADLINE DATE 

Compulsory 

2019年10月11日（金）

Oct.11（Fri）2019

■申請担当者情報 Exhibitor’s Information
出展者名
Company Name 

小間番号
Stand No. 

担当者名
Contact Person 

携帯電話
Cell Phone No.

担当者部課名
Title/Division 

TEL

E-mail

FAX

住所
Address

〒 

三菱東京UFJ銀行 (#0005)
東恵比寿支店 (#610)
普通  4648194
口座名  カ）ブランコ

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (#0005)
Higashi-Ebisu Branch (#610)
Bank Address:
1-8-6 Ebisu-Nishi, Shibuya-ku, Tokyo 150-0021, Japan
Saving Account:  4648194
SWIFT:  BOTKJPJT
Account Name:  Branco Inc.

※ お振込み手数料はクライアントにてご負担ください。また海外送金される際は別途送金手数料\5,000発生致します。
Bank transaction fee should be born by client. Please also be noted that JPY5,000 would be charged for international banking commission fee. 

申請項目　Order Item 小計：円(税込)　
Subtotal JPY（TAX included）

合計金額(税込)　
Grand Total（TAX included）

振込先：

Submit To

Bank Account

= JPY 

= JPY 

= JPY 

= JPY 
インターネット接続回線  取付工事費

Internet Line Installation and Connection Fee

電気工事費

Electrical Power Supply Installation Fee

レンタル備品

Rental Furniture and Fixtures

■本件に関する請求先が上記申請担当者と異なる場合には、以下にご記入ください。
■ If the billing address is not the same as above, please fill out the following.

※ ご入金確認後の工事、サービス提供となります。 申込書受領後、請求書を発行いたしますので、10月18日（金）までに、お振込みください。
Installation service will commence after the confirmation of payment.  
Invoice will be issued upon the receipt of this order form, and payment must be settled before October 18th (Fri).

出展者名
Company Name 

担当者名
Contact Person 

携帯電話
Cell Phone No.

担当者部課名
Title/Division 

TEL

E-mail

FAX

住所
Address

〒 

【第16回DIA日本年会施工事務局】
株式会社ブランコ
150-0012
東京都渋谷区広尾1-13-7恵比寿イーストビル1F
Tel：03-5447-3311　Fax：03-5447-3312
E-mail: diajapan2019@branco.jp
担当：守田・古谷・殷(イン)

[16th DIA Japan 2019 Official Service Provider]
Branco Inc.
PIC: Mr. Mamorita, Mr. Furuya, Mr. In
1F Ebisu East Building 1-13-7 Hiroo, Shibuya-ku Tokyo 150-0012
Tel: +81-3-5447-3311  Fax: +81-3-5447-3312　E-mail: diajapan2019@branco.jp
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