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Invitation to English Corporate Presentation Conference Call 

 
	
Dear Investors, 
 
Ichigo Group Holdings is pleased to invite you to an English language Corporate Presentation 
and Q&A Session conference call covering the results of the first half of our February 2014 
fiscal year. 
 
 
Date: Wednesday, October 16th, 2013 
 
Time: 9:00pm – 10:00pm (Tokyo time) 

8:00pm – 9:00pm (Hong Kong time) 
2:00pm – 3:00pm (Paris time) 
1:00pm – 2:00pm (London time) 
8:00am – 9:00am (New York time) 

 
Speaker: Scott Callon, Chairman and Representative Statutory Executive Officer 
 
 
If you would like to participate in the conference call, please contact us at 
IR@ichigo-holdings.co.jp by Thursday, October 10th. We will provide you with the dial-in 
number and PIN code. 
 
Ichigo Group Holdings will also be hosting a Japanese language Corporate Presentation in 
Tokyo on the same day, Wednesday, October 16th, at 3:30PM. If you would prefer to attend the 
Japanese language corporate presentation, please let us know, and we will provide you with the 
details. 
 
Thank you very much for your consideration. 



 
 

平成 25 年 9 月 18 日 

各  位 

いちごグループホールディングス株式会社 

   代 表 者  代表執行役会長 スコット キャロン 
（コード番号 2337 東証ＪＡＳＤＡＱ） 

問合せ先   執行役副社長             石原 実 
（電話番号 03-3502-4818） 

www.ichigo-holdings.co.jp 

 

いちごグループホールディングス株式会社 2014 年 2 月期 第 2 四半期  

会社説明会（英語カンファレンスコール）のお知らせ 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度、いちごグループホールディングス株式会社 2014 年 2 月期第 2 四半期の英語での会社説明

会をカンファレンスコール（電話会議）形式にて開催致します。 

ご多用の折、誠に恐縮に存じますが、是非ともご参加賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

＜カンファレンスコール＞ 

 

開催日： 2013 年 10 月 16 日（水） 

 

開催時間：  21 時 00 分 ～ 22 時 00 分 （東京時間） 

20 時 00 分 ～ 21 時 00 分 （香港時間） 
14 時 00 分 ～ 15 時 00 分 （パリ時間） 
13 時 00 分 ～ 14 時 00 分 （ロンドン時間） 
08 時 00 分 ～ 09 時 00 分 （ニューヨーク時間） 

 

スピーカー： 代表執行役会長  スコット キャロン 

 

お申し込み方法： 以下のメールアドレスまで、ご所属会社名とご芳名、ご連絡先をお送り下さい。 

IR@ichigo-holdings.co.jp 

 

お申し込み期限： 2013 年 10 月 10 日（木） 

 

アクセス方法： お申込み後、ダイヤルイン番号と PIN 番号を別途ご案内致します。 

 

 

※なお、日本語での会社説明会は同日の東京時間 15 時 30 分より東京にて開催致します。 

ご出席をご希望の方は別途ご案内メールをお送り致しますので、ご連絡頂けますようお願い申し

上げます。 

 

 


