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●主催 d鬱日本ICS枡式会社：悶:: 悶霊芯霊悶�:品累：悶号うえほん芦烹雰悶: : 悶累は悶
札 幌 営業所 ft911(241)5618 金 沢営桑所 ft076(223)8731 ●共叶催仙 台営業所 云022(225)7233 京 都 営纂所 ff075(371)6315 東京アイシーエス卸 ft03(3800)6521 
盛 岡営業所 ff019(626)2156 堺 営棠所 ff072(228)0551 卸ICSバートナーズ東京本社 ff03(3433)0809 
新 潟営業所 も025(244)8868 神 戸営業所 云078(361)3377
窃崎 営業所 ff027(324)8131 広島営業所 云082(263) 1437 

卸ICSバートナーズ大阪本社 な06(6533)5536

水 戸営業所 ft029(224)8279 曲cs姫路本部 云079(243)2201

さいたま営業所 ft048(645)0990 技術サー ピス部 曲cs姫路ショールーム ft079(235) 1353 
千葉営業所 ft043(247)9411 第 一 課 ff03(5386) 1102 曲cs岡山営業所 ft086(244)0707 
横 浜営業所 云045(243)2963 第 二 課 云06(6773)3881 I御cs米子営業所 ft0859(34)6154 
静岡営業所 ff054 (255) 2235 国際コンピュータ→恥四国本社 ff089(933)0161 
名古屋堂業所 ft052(481) 1200 国際コンピュータ→掬九州本社 云092(451)7410
●サービスネット
札幌・盛岡・仙台•新潟•水戸•高崎·さいたま •新宿•田端•千葉•横浜•静岡・
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 ・
品松 ·l.e島•福岡·大分•宮崎・熊本・鹿児島・那覇

■北海道地区
, 10/7(金）／
AM l o:oo-PM4:00 函館会場

I JR函館駅に仁コ・

国際コンビュータ→裕松山営業所 云089(933)0310
国際コンピューク→粉品松営業所 ff087 (837) 0308 
国際コンピューター條徳島営業所 ff088 (626) 1550 
国際コンピュークー卸大分営渠所 ff097 (535) 1220 
国際コンビュータ-(W宮崎営業所 ff0985 (23) 3572 
卸アンクル熊本営薬所 ff096 (288) 0035 
卸鹿児烏アイシーエス ff099(251)6176 
卸鹿児島アイシーエス沖縄営業所ff098(831)5426

サン・リフレ函館（函館市蘭労者総合福祉センター） (2F視居党室） ICS利し幌ショールーム(8F)

函館市大森町2-14 f:10138 (23) 2556 札幌市中央区北3条西4-1
第一生命ピル

ICS仙台ショールーム(22F)
ft011 (241)5618 仙台市胃葉区中央4-6-1 ft022 (225) 7233 

住友生命仙台中央ビル

ICS高崎ショールーム(7F)

高崎市あら町167
志崎第一生命ピル

2?027(324)8131 

松戸商工会議所(4F小会議室）
松戸市松戸1879·1 云047(364) 3111 

会 湯

水戸プラザホテル(2F)
水戸市千波町2078-1

ICS新潟ショールーム(6F 605号）
8029 (224) 8279 新潟市中央区天神1-1 ff025 (244) 8868 

プラーカ3

さいたま会湯

ICSさいたまショールーム(3F)
さいたま市大宮区宮町3·1·2 2?048 (645) 0990 
明治安田生命大宮ピル

■神奈川地区
'10/14(金ソ

AM9:00-PM5:QQ 横浜会場

Oz

蚕横浜駅

税理士会館ICS横浜ショールーム(5F)
ff03 (5909) 3838 横浜市西区花咲町4·1 06 ff045 (243) 2963 

税理士会館

●後援 全国ICS協議会

10/13(木）
AM 1 o.oO-PM5.00 

文こ住友生命
盛岡ピルBf.

場

至賣森

ICS盛岡ショールーム(8F)
盛岡市中央通2-2·5
住友生命盛岡ピル

ff019 (626) 2156 

ICS千葉ショールーム(7F)
千葉市中央区新田町1-1
IMI未来ピル

tt043 (247) 9411 

つくば国際会議場
つくば市竹園2-20-3 云029(224) 8279 

■中部地区
10/14(金）
AM 1 o:oo-PM5:00 ／名古屋中村会湯

●中村区役所

至
東
京

ICS名古屋ショールーム(SF)
ff054 (255) 2235 名古屋市中村区太閤通4-48-1 ff052 (481) 1200 

駐車場アリ

●裏面もこらんください。



至
福
井

■近畿地区

，巴羞9橙／伏

ICS金沢ショールーム（住友生命金沢ビルBF) 福井県自治会館(6F602会議室） 富山県民会館(SF 508号室） 京都市呉竹文化センタ ー (2F第2会議室）
金沢市南町4-55 H076 (223) 8731 福井市西開発4-202-1 n0776 (57) 1111 宮山市新総曲輪4-18 H076(432)3111 京都市伏見区京町南7-35-1 H075 (603) 2463 
駐車場アリ（品岡町バーキング）

iM� 羞坦J秒
／
婚路会場Iぼ喜し到秒梅田会揚

姫路城

（株） ICS姫路ショー ルーム

姫路市飾磨区上野田2-88

ICS Group Lab.(12F) ICS神戸ショールーム(2F)

ff079 (235) 1353 大阪市北区梅田1·2·2 大阪本社代表云06(6773) 3881 神戸市中央区元町通6·1·18
大阪駅前第2ピル

大阪本社ショールーム(11F)

8078 (361) 3377 大阪市天王寺区上本町6-3-31 云06(6773) 3881 
うえほんまちハイハイクウン11F

ICS京都ショールーム(9F) 滋賀県税理士協同組合(2F会議室）

京蔀市下京区河原町通松原上ル2T目宮永町338 5"075(371)6315 大津市中央4-8-19 5"077 (524) 3082 
京阪四条河原町ピル

広島稲荷町 t 
NKビル
� 

広島営業所ショールーム(2F)

云0859(34)6154 広島市南区稲荷町4・1 ff082 (263) 1437 
広島稲荷町NKピル

■中国地区
I 

, 

10/6(*) 
AM l o:oo-PM5:QQ ／米

（株） ICS米子ショールーム

米子市東町11番地
メゾン東町3F

●九州沖縄地区

悶は乱0(金y閥山会湯I I翌羞岳附／沖縄会湯

●域岳小学校

プロフェスビル那覇(SF会議室） （株）アンクル熊本ショールーム(2Fオン ・ スクエア本荘）

ff086 (244) 0707 那覇市楚辺1-5-17 :!l:098(831)5426 熊本市中央区本荘6-2·2 ff096 (288) 0035 
プロフェスピル那罰

沸＂高校●

至屈庁

至広品

ビューポー トくれホテル(4F中ホール） （株） ICS岡山ショールーム

呉市中通1-1-2 ft0823 (20) 0660 岡山市北区上中野1-16-23

四。taJ出金） 15(土r.1:本町会場

●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。


