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会場のご案内

発送元 ・

お問い合わせ

株式会社 東計電算 展示会事務局
〒211-8550 川崎市中原区市ノ坪 150  TEL：044-430-1314　FAX：044-430-1387
URL：https://www.toukei.co.jp/　E-mail：tenjikai@toukei.co.jp

ご来場に際してのお願い
会場の受付にて、「お名刺2枚」をいただいております。
スムーズに会場内へご案内するためにも、ご準備・ご協力をお願いいたします。

東京
株式会社ミロク情報サービス
BP・SI 推進支社 セミナールーム

6 月14 日（火） 10:00 ～ 17:00、　15日（水） 10:00 ～ 17:00

・JR線/小田急線/京王線/東京メトロ丸ノ内線
  「新宿」駅西口より  徒歩約 5分

・都営大江戸線
  「都庁前」駅より  徒歩約 2分

交通・アクセス

〒163-0648
東京都新宿区西新宿 1-25-1 
新宿センタービル 48F
TEL：03-5326-0392

福岡
株式会社ミロク情報サービス
ソリューション九州支社

7月13日（水） 10:00 ～ 17:00、　14日（木） 10:00 ～ 17:00

・JR線/福岡市営地下鉄空港線
  「博多」駅より  徒歩約 5分

・福岡市営地下鉄空港線
  「祇園」駅より  徒歩約 6分

交通・アクセス

〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前1-13-1
九勧承天寺通りビル2F 
TEL：092-481-3690

大阪
株式会社ミロク情報サービス
ソリューション近畿支社

6 月23日（木） 10:00 ～ 17:00、　24日（金） 10:00 ～ 17:00

・JR線
  「大阪」駅より  徒歩約 5分

・地下鉄谷町線
  「東梅田」駅より  徒歩約 1分

交通・アクセス

〒530-0057
大阪府大阪市北区曽根崎2-12-7
清和梅田ビル14F 
TEL：06-6311-3690

愛知
株式会社ミロク情報サービス
ソリューション中部支社

7月7日（木） 10:00 ～ 17:00

・JR線
  「名古屋」駅 桜通口より  徒歩約 5分

・地下鉄各線
  「名古屋」駅より  徒歩約 5分

交通・アクセス

〒451-6033
愛知県名古屋市西区牛島町6-1
名古屋ルーセントタワー33F
TEL：052-955-3690 

Googleマップ
で確認

Googleマップ
で確認
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で確認

Googleマップ
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水

入場無料

販売・製造管理外食・中食

シフト・勤怠管理DX店舗(小売)

ビル・設備金融

通販A I

物流・倉庫運送

建設・取引先サイト・ワークフロー

マンション・リフォーム

ITインフラ不動産賃貸

経理・総務

 業種別
ITソリューションフェア

東計電算・ミロク情報サービス  業種特化システム展示会

入場無料

東京
6/14●  15●火 水

大阪
6/23●   24●木 金

愛知
7/7● 木

福岡
7/13●  14●水 木

コロナウイルスで展示会来場を迷う方に…

個別でオンライン商談も対応させて頂きます！





044-430-1387参加 FAX 申込書参加 FAX 申込書 FAX

来場予定時間
（　　　　時）頃

【    東京会場    】 □ 6月 14日（火）　10時～ 17時　      □ 6 月 15日（水）　10時～ 17時

□ 6月 23日（木）　10時～ 17時　      □ 6 月 24日（金）　10時～ 17時

開催日時★ ※□の欄にはチェックを、 (　) 欄にはご記入をお願い致します

貴社名

ご住所

E-mail

TEL FAX

お名前 ご来場人数

お問い合わせ 〒211-8550 神奈川県川崎市中原区市ノ坪 150
株式会社 東計電算 展示会事務局

TEL ： 044-430-1314　FAX ： 044-430-1387

URL
E-mail

https://www.toukei.co.jp/
tenjikai@toukei.co.jp

株式会社東計電算ではお客様の個人情報保護に最大限の注意を払っております。
個人情報保護に関する方針として関連する法令ならびに弊社個人情報保護方針に基づき、個人情報保護の取扱いを致します。
○ご記入頂いた個人情報は本セミナーに関するご連絡、及び今後開催する予定の展示会やセミナーの案内を目的として使用致します。
○ご記入頂いた個人情報は弊社のみが取扱い、その他第三者には一切提供致しません。
○お客様ご自身の個人情報に関する問合わせや、訂正、追加または削除については、お客様ご本人から連絡頂いた後、すみやかに対応させて頂きます。
○当社へ個人情報をご提供頂くかどうかは、お客様の任意です。個人情報をご提供頂けない場合は、当セミナーに出席できない場合とセミナーに関する
　情報を取得できない場合があります。
○個人情報に関する問合せ部署名及び連絡先
　㈱東計電算　管理者：ERP推進部　部長　笹岡
　　　　　　　連絡先：ERP推進部　明石　（月曜日から金曜日までの 9:00 ～ 18:00　TEL：044-430-1314）

※ 下記個人情報取扱について同意しますか？　　　　　　□ 同意する　　　□ 同意しない

ご登録頂いた住所や E-mail アドレスなどに、ご連絡のほか各種ご案内（刊行物、展示会、セミナー等）やアンケート、
広告主等の製品やサービスのご案内をさせて頂く場合がございます。ご案内が必要でない場合は・希望しないにチェックを
入れて下さい。チェックが無い場合はご承諾したものとしご案内させて頂く場合がございます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  □ 希望しない
【ご案内】

東計電算
ミロク情報サービス ITソリューションフェア2022

★展示内容 ( Solutionメニュー ) ※興味のある商品 / 企業名の□の欄に、チェックをお願い致します（複数選択可）

□ 経理・総務□ 外食・中食業
□ DX 店舗（小売）
□ 販売・製造管理
□ シフト・勤怠管理
□金融

□ ビル・設備
□ ＡＩ
□ 通販
□ 運送
□ 物流・倉庫

□ 建設・取引先サイト・ワークフロー
□ マンション・リフォーム
□ 不動産賃貸システム
□ ＩＴインフラ

新型コロナウイルス感染症の影響により、出展内容が変更となる場合がございます。
開催中止の場合は、弊社ホームページでお知らせいたします　東計電算HP　https://www.toukei.co.jp/　

【      大阪会場      】 
【    愛知会場    】 □ 7月 07日（木）　10時～ 17時

□ 7月 13日（水）　10時～ 17時　      □ 7 月 14日（木）　10時～ 17時【      福岡会場      】 

【東計電算展示】 【ミロク情報サービス展示】

TCCHP


