
工組名 企業名 認定番号 所在地

滋　賀 アインズ㈱ P-00037 蒲生郡竜王町鏡2291番地３

工組名 企業名 認定番号 所在地 工組名 企業名 認定番号 所在地

福　　島 ㈱日進堂印刷所 P-00021 福島市庄野字柿場１番地の１ 新日本印刷㈱ P-00007 名古屋市天白区中砂町496

千　　葉 ㈱太陽堂印刷所 P-00008 千葉市中央区末広1-4-27 ㈱マルワ P-00032 名古屋市天白区平針4-211

㈱協進印刷 P-00026 横浜市神奈川区大口仲町108番地 ㈱二和印刷紙業 P-00039 名古屋市北区五反田町248

㈱大川印刷 P-00027 横浜市戸塚区上矢部町2053 石　川 ㈱笠間製本印刷 P-00075 白山市竹松町1905番

㈱野毛印刷社 P-00086 横浜市南区新川町１-２ 広　島 ユニバーサルポストグループ P-00020 広島市西区商工ｾﾝﾀｰ７丁目5-52

長　　野 亜細亜印刷㈱ P-00014 長野市大字三輪荒屋1154 香　川 ㈱ミヤプロ P-00022 高松市朝日新町16-19

池田印刷㈱ P-00003 品川区西五反田6-5-34 ㈱ミドリ印刷 P-00066 福岡市博多区博多駅南６丁目17-12

六三グループ P-00011 江東区潮見２丁目４番18号 ㈱博多印刷 P-00076 福岡市博多区須崎町8-5

文唱堂印刷㈱ P-00031 千代田区神田佐久間町3-37

杉山メディアサポート㈱ P-00050 中央区日本橋人形町1-18-9

　　　　　　ワンスター認定（2017年11月現在 90社）

工組名 企業名 認定番号 所在地 工組名 企業名 認定番号 所在地

㈱ヒロミ産業 P-00004 札幌市西区発寒14条２丁目2-21 ㈱総合印刷新報社 P-00060 船橋市高瀬町32番地

㈱アイテックサプライ P-00013 札幌市東区北10条東２丁目３番18号 ㈱弘報社印刷 P-00099 千葉市緑区古市場町474-268

中村印刷㈱ P-00015 旭川市10条通23丁目1-10 神奈川 関東プリンテック㈱ P-00057 横浜市金沢区福浦1-12-10

㈱正文舎 P-00023 札幌市白石区菊水２条１丁目４番27号 ㈱第一印刷所 P-00017 新潟市中央区和合町2-4-18

北陽ビジネスフォーム㈱ P-00024 札幌市東区伏古８条２丁目2-21 ㈱プレスメディア P-00046 新潟市江南区曙町３丁目２番20号

植平印刷㈱ P-00045 旭川市９条通７丁目左２号 ㈱太陽プリント P-00047 新潟市江南区曙町４丁目12番１号

㈱東北プリント P-00002 仙台市青葉区立町24-24 ㈱第一製品流通 P-00052 新潟市江南区曙町３丁目６番25号

㈱ユーメディア P-00025 仙台市若葉区六丁の目西町６番５号 ㈱あけぼの P-00056 新潟市江南区曙町4-8-3

秋　　田 秋田印刷製本㈱ P-00018 秋田市御所野湯本2-1-9 山　　梨 相互印刷㈱ P-00110 笛吹市八代町北1709-1

㈱青葉堂印刷 P-00078 米沢市アルカディア１丁目808-22 日本レーベル印刷㈱ P-00042 静岡市駿河区国吉田３丁目１番１号

精英堂印刷㈱ P-00105 米沢市八幡原一丁目一番十六号 ㈱中央パッケージング P-00069 静岡市駿河区小鹿1-63-1

栃　　木 足利印刷㈱ P-00106 足利市福居町282-1 大同印刷㈱ P-00006 江東区福住１丁目９番７号

望月印刷㈱ P-00044 さいたま市中央区円阿弥５丁目8番36号 ㈱賢工製版 P-00012 品川区東品川5-6-15

㈱アサヒコミュニケーションズ P-00074 鴻巣市本町4-3-23 システム印刷㈱ P-00028 日野市高幡1012-13

東　京

新　　潟

静　　岡

埼　　玉

山　　形

東　京

神奈川

北海道

　　　　　　　　　　　　　　　　　CSR認定企業一覧

宮　　城

愛　知

　　　　　　ツースター認定（2017年11月現在 18社）

福　岡

　※都道府県内は認定番号順

　　　　　　スリースター認定（2017年11月現在 １社）

千　　葉



㈱ウエマツ P-00029 豊島区南長崎3-34-13 ㈱太洋堂 P-00041 京都市右京区西院上花田町４番地

㈱白橋 P-00030 中央区八丁堀4-4-1 ㈱ムーブ P-00085 京都市伏見区竹田松林町64番地

創文印刷工業㈱ P-00064 荒川区西尾久7-12-16 内藤印刷㈱ P-00107 亀岡市西町39番地

㈱アドピア P-00067 港区西新橋三丁目５番２号 ㈱ダイム P-00009 吹田市江坂町2-6-5

荏原印刷㈱ P-00070 大田区矢口２丁目33番９号 相互印刷㈱ P-00087 大阪市北区本庄西三丁目８番26号

壮光舎印刷㈱ P-00072 荒川区東日暮里6-20-9 富士精版印刷㈱ P-00089 大阪市淀川区西宮原２丁目４番33号

㈱五色 P-00073 台東区台東2-9-1 相互ビジネスフォーム㈱ P-00100 大東市新田境町３番26号

弘和印刷㈱ P-00077 足立区本木南町15-17 ㈱美生社 P-00102 大阪市西成区出城1-7-4

滝澤新聞印刷㈱ P-00081 新宿区山吹町331番地 船場印刷㈱ P-00019 姫路市定元町４番地の２

㈱木元省美堂 P-00082 文京区千石２丁目44番５号 丸山印刷㈱ P-00034 高砂市神爪1-11-33

㈱ザ・デジタルソリューションズ P-00095 品川区南品川2-4-5 NAビル６階 ㈱天理時報社 P-00035 天理市稲葉町80番地

㈱長英 P-00096 江東区森下3-4-3 ㈱アイプリコム P-00049 磯城郡田原本町千代360番１

㈱相互 P-00098 江東区塩浜２丁目25番14号 共同精版印刷㈱ P-00058 奈良市三条大路２丁目２番６号

㈱TONEGAWA P-00101 文京区湯島2-4-4 ㈱明新社 P-00094 奈良市南京終町３丁目464番地

㈱エス・ワイ・エス P-00103 台東区駒形２丁目５番８号 和歌山 ㈱和歌山印刷所 P-00040 和歌山市狐島609-9

広研印刷㈱ P-00104 豊島区高田3-3-16 研精堂印刷㈱ P-00053 岡山市北区高柳東町10番30号

㈱太陽堂封筒 P-00109 新宿区早稲田町79 コーホク印刷㈱ P-00097 岡山市北区高柳東町10-27

㈱プライズコミュニケーション P-00111 江東区大島２丁目９番25号 愛和印刷㈱ P-00083 今治市祇園町３丁目2-1

㈱光邦 P-00114 千代田区飯田橋３丁目11番18号 ㈱明朗社 P-00090 伊予郡砥部町重光150番地１

木野瀬印刷㈱ P-00048 春日井市西本町3-235 西日本印刷工業㈱ P-00084 福岡市博多区井相田３-２-１

プリ・テック㈱ P-00051 西尾市緑町１丁目24番地 西日本ビジネス印刷㈱ P-00091 福岡市中央区平尾５-５-30

半田中央印刷㈱ P-00054 半田市潮干町１番地の21 アド印刷㈱ P-00112 福岡市博多区榎田１丁目３番23号

豊橋合同印刷㈱ P-00063 豊橋市東脇４丁目８番地16 築上印刷㈲ P-00113 豊前市大字岸井201番１

㈱愛知印刷工業 P-00079 東海市名和町二番割上52-1 ㈱伸和 P-00115 福岡市東区社領２丁目７－４

㈱荒川印刷 P-00088 名古屋市中区千代田2-16-38 泰平印刷㈱ P-00117 北九州市小倉北区鋳物師町1-1

三　重 伊藤印刷㈱ P-00061 津市大門32番13号 ㈱啓文社 P-00092 上益城郡嘉島町下六嘉1765

㈱岐阜文芸社 P-00036 岐阜市三輪ぷりんとぴあ13番地１ ㈱池田紙器工業 P-00108 熊本市南区富合町釈迦堂474-7

トーヨー印刷㈱ P-00043 多治見市根本町12丁目144番地の６ ※都道府県内は認定番号順

ヨツハシ㈱ P-00071 岐阜市黒野南1-90

協同印刷㈱ P-00080 関市小屋名1361番地

日本印刷㈱ P-00093 本巣市海老347-11

ヨシダ印刷㈱ P-00116 金沢市御影町19番１号

㈱ダイトクコーポレーション P-00118 金沢市大野町４丁目レ40-169

第一共同印刷㈱ P-00005 富山市太郎丸西町2-6-11

朝日印刷㈱ P-00038 富山市一番町１番１号 １番町ｽｸｴｱﾋﾞﾙ

岐　阜

愛　知

兵　庫

奈　良

岡　山

愛　媛

熊　本

富　山

福　岡

東　京

京　都

大　阪

石　川


