
。密窃ゐ恕脱
・北海道地区

:fuooJP!Jf) ／函館会場

・主催 d語論仁1 ヲkl｛、史 i生ヲ;p�zトι ・東京本社〒16凹023東京都新宿区西新宿1丁目24番1号 工ステ汐情報ピル14F f!:03(5909)3838 
建堕9 ロメt-'".l、J 、コ旬不エ、Z玉，1'...L ・大阪本社干543-0001大阪市天宝寺区上本町6T目3番31号うえほんまちハイハイ灼ン11F 告06(6773)3881

札幌営業所 合911(241 )5618 金 沢営難所 合076(223)8731 ・共催
仙台営業所 f!:022(225)7233 京 都 営業所 C075(371)6315 東京アイシーエス附
盛 岡営業所 君。19(626)2156 m 営 業 所 君。72(228)0551 側ICSパートナーズ東京本社
新 潟営業所 f!:025(244)8868 神 戸営業所 倉078(361)3377 側ICSパートナーズ大阪本社
高 崎 営業所 宮027(324)8131 広 島 営業所 宮082(263)1437 側ICS姫路本部水 戸営 禦 所 f!:029(224)8279 側ICS姫路ショールームさいたま営業所 C048 (645) 0990 技術サービス部
干葉営業所 宮043(247)9411 第 一 課 C03(5386)1102 側ICS岡山営禦所
横浜営業所 倉045(243) 2963 第 二 限 f!:06(6773)3881 側ICS米子営業所
静岡営業所 C054 (255) 2235 国際コンピューター側四国本社
名古屋営実所 宮口52(481)1200 国際コンヒ・ュ一宮ー側丸州本社
・サーヒスネット
札幌・盛岡仙台新潟ー水戸・高崎さいたま・新宿ー困難千葉横浜・静岡ー
名古屋 ・金沢・京都・上本町 ・梅田 ・堺・神戸姫路・岡山 ・米子・広島・松 山ー
高松徳島

f!:03(3800)6521 
f!:03(3433)0809 

宮06(6533)5536
f!:079(243)2201 
C079 (235) 1353 
f!:086(244)0707 
f!:0859(34)6154 
f!:089(933)0161 
f!:092(451)7410 

国際コンビューヲー肱松山営業所 f!:089(933)0310 
国際コンビュ－$1ー（掛高松営雛所 合087(837)0308
国際コンビュ一世ー糊草島営業所 C088 (626) 1550 
国際コンビュ 合一樹大分営業所 宮097(535) 1220 
国際コンビュ一世一附宮崎営業所 f!:0985(23)3572 
峨アンヲル熊本営業所 C096(381 )3250 
側鹿児島アイシー工ス 宮099(251)6176
（暢鹿児島アイシーエス沖縄営業所宮098(831)5426

�日－＝－

・後鐙 全国ICS協議会
サン，1)7レ函館（函館市勤労者総合福祉センヲー） (2F視聴覚室）

函官官市大森町会14 C0138(23)2556 

形会

ICS11山台ショールーム（22F)
仙台市脅葉区中央4-6・1
住友生命仙台中央ピル

至
郡
山

秋田県社会福祉会館（9F第3会議室） 福島テルサ（4Fすりかみ）
包022(225) 7233 秋田市旭北栄町1·5 C018(864)2700 福島市上町4-25

歪膏森

ICS盛岡ショールーム（8F)
C024 (521) 1500 盛岡市中央通2会5

住友生命 盛岡ピル
C019(626)2156 

圃関東甲信越地区

：ぷ！1思 ／高崎会場 会場

ICSさいたまショールーム（3F)
C043(24η9411 さいたま市大宮区宮町3-1・2 C048 (645] 0990 

明治安園生命大宮ピル

ICS新潟ショールーム（6F 605号室）
新潟市中央区天神1・1 C025 (244) 8868 
プラーカ3

高崎商工会議所（2F第1会議室） ICS千葉ショールーム（7F)
志的市問屋町2-7-8 C027(361)5171 干葉市中央区新田町1-1

IMI宋来ビJレ

場

・中部地区

：�O�I点��＊）／名古屋中村会場

．中村区役所

歪検浜駅

至
軍
軍

税理士会館ICS横浜ショールーム（SF) ロゼシアター （4F第4会議室）
no唱（5909) 3838 機浜市西区花咲町4·106 C045 (243) 2963 富士市電車原町1750番地 念日545(60)2510

税理士会館

ICS名古屋ショールーム（SF)
C054 (255) 2235 名古屋市中村区太閤通4·48·1 nos2 (481) 1200 

駐車場アリ

・北陸地区

和；��J！� I高岡会 山会場

地鉄本線

富山県高岡文化ホール（3F第一会議室） 福井県自治会館（2F 202研修室）
高値l市中川園町13·1 C0766 (25) 4141 福井市西開発4・202・1 C0776(5η1111 

富山県民会館（SF 508号室）
富山市新総曲給4· 18 C076(432)3111 

・裏面もごうんください。



4居

国際コンヒ
・

斗一世ー掛松山営業所 tt089 (933) 031 0 
国際コンビュ一世ー胸高松営雛pfi 11087 (837) 0308 
国際コンビュ一歩一加糖島営業所 11088(626) 1550 
国際コンヒ

・

ュ一世－:w大分営業所 11097 (535) 1220 
国際コンヒ

・

ュ ヲー側宮崎営議所 tt0985 (23) 3572 
附アン71レ熊本営業所 11096(381 )3250 
制鹿児島アインーエス 11099(251 )6176 
鮒鹿児島アインーエス沖縄営業所11098(831 )5426 

・後媛 全国ICS協議会

4/12 （火）
AMlOOO～PM4:00 

ICS堺ショールーム（2F)
堺市堺区宿院東1 ・1・1

（株）ICS姫路ショールーム
含072α28)0551 姫路市飾磨区上野田2-88

京都市呉竹文化センター（2F第2会議室） ICS京都ショールーム（9F)
ff079 (235) 1353 京都市伏見区京町南7·35·1 ff075 (603) 2463 京置市下京区河原町通松原上M丁目富永町お8 ff075 (371) 6315 

富士火災堺ピル 京都四条河原町ビル

�J空M��J
• 16 （土γ上本町会場

互天王寺

辺会 場
互串窓

滋賀県税理士協同組合（2F会議室） JCS GROUP Lab.(12F) ICS神戸ショールーム（2F) ICS上本町ショールーム（11F) 和歌山県立情報センターBig·U (1 F研修室3)
大沼市中央4丁目8ト1 9 ff077 (524) 3082 大阪市北区梅田1-2-2 ff06 (6346) 0838 神戸市中央区元町通6-1 ・18 念078 (361) 3377 大阪市天王寺区上本町6-3 31 ff06 (6773) 3881 田辺市新庄町3353-9 ff0739 (26) 4111 

大阪駅前第2ピル

・中園地区

合；；罰金1 ／山 口 会場

。

和歌山県JAビル（2F和ホールC) 山口県商工会館（6F小会議室） 広島営業所ショールーム
和歓山市美園町5-1 -1 ff073 (488) 5641 山口市中央4·5・1 6 ff083 (925) 6720 広島市南区稲荷町41

・九州 ・沖縄地区
包j皐火γ岡山会場 I l!(J斡）／熊本

側ICS岡山ショールーム ｛鮒アンクル熊本ショールーム（2F)
岡山市北区よ中野小1623 ff086α44)0707 熊本市中央区水前寺公園28·36 ff096 (381) 3250 

オンス7工？水前寺公園

住友生命広島ピル

うえほんまちハイハイ歩ウン

�O�P�Jfl／福山会場

b 
中国銀行・

（株）ICS米子ショールーム 広島県民文化センターふくやま（B1F文化交流室）
宮082(263) 1437 米子市東町1 1番地 宮0859(34)6154 福山市東桜町1-21 合084(921) 9200 

メゾン東町3F

・その他の地区でも展示会を行っております。
最寄りの営業所にお問い合わせください。




