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Ver.2.2

140307T  T-920-3  025057

※このカタログは環境にやさしい植物油インキを使用しています。
■禁無断転載、複写

http://kyocera-md.jp/

商品に関するお問い合わせは下記の事業所・営業所まで

東京都新宿区西新宿2丁目4-1（新宿NSビル10F） 〒163-0810　　Tel :03-5339-3645　Fax :03 -3343 -3097

http://kyocera-md.jp/大阪市淀川区宮原3丁目3-31（上村ニッセイビル10F） 〒532-0003

東京事業所

札幌営業所
東北営業所
大宮営業所
名古屋営業所
京都営業所

札幌市中央区北一条西 3丁目3（札幌MNビル9F） 〒060 -0001 Tel : 011-280-6020  Fax : 011-281-6525
仙台市青葉区中央3丁目2-1（青葉通プラザ6F） 〒980-0021 Tel : 022-216-5176  Fax : 022-216-7116
さいたま市大宮区桜木町2丁目287（大宮西口大栄ビル4F） 〒330 -0854 Tel : 048-640-7779  Fax : 048-641-5828
名古屋市東区葵3丁目15-31（住友生命千種ニュータワービル6F） 〒461 -0004 Tel : 052-930-1481  Fax : 052-938-1377
京都市下京区西洞院通塩小路上ル東塩小路町608 -9
（日本生命京都三哲ビル3F） 〒600 -8216 Tel : 075-353-4322  Fax : 075-343-3118

大阪営業所
岡山営業所
広島営業所
九州営業所

大阪市淀川区宮原3丁目3 -31（上村ニッセイビル8F） 〒532 -0003 Tel : 06-6350-1017  Fax : 06-6350-8157
岡山市北区磨屋町10-16（あいおいニッセイ同和損保岡山ビル4F） 〒700 -0826 Tel : 086-803-3620  Fax : 086-225-2289
広島市中区幟町13-11（明治安田生命広島幟町ビル9F） 〒730 -0016 Tel : 082-212-1003  Fax : 082-211-3008
福岡市博多区博多駅東2丁目10-35（博多プライムイースト7F） 〒812-0013 Tel : 092-452-8140  Fax : 092-452-8177
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