
都道府県 会社名 〒番号 住所
北海道 (株)あいわプリント 070-0033 旭川市3条通4丁目右１号
北海道 釧路綜合印刷(株) 085-0034 釧路市白金町19番2号
北海道 (株)クナウパブリッシング 080-0046 帯広市⻄16条北1丁目25
北海道 (株)サンコー 営業推進部 004-0862 札幌市清田区北野2条3丁目11-22 サンコー情報処理センター
北海道 (株)正文舎 003-0802 札幌市白石区菊水2条1丁目4番27号
北海道 (株)ジェネレーションパス 063-0845 札幌市⻄区⼋軒5条⻄10丁目1-41-111
北海道 東信印刷(株) 078-8231 旭川市豊岡1条3丁目
北海道 白鴎印刷(株) 077-0044 留萌市錦町2丁目
北海道 (株)ひかり工房 001-0924 札幌市北区新川4条5丁目5-10
北海道 (有)フォーユー 052-0023 伊達市元町44
北海道 (株)藤プリント 085-0013 釧路市栄町10丁目3番地
北海道 (株)プリプレス･センター 064-0810 札幌市中央区南10条⻄8丁目4-1 
⻘森県 ワタナベサービス(株) 030-0803 ⻘森市安⽅2-17-3
岩手県 (株)阿部謄写堂 020-0015 盛岡市本町通2-8-37
岩手県 (社福)岩手県身体障害者福祉協会指定障害者支援施設岩手ワークショップ 020-0117 盛岡市緑が丘2-4-60
岩手県 (株)興版社 020-0816 盛岡市中野1-4-14
岩手県 (有)小松茂印刷所 020-0025 盛岡市大沢川原2-5-37
岩手県 小松総合印刷(株) 020-0827 盛岡市鉈屋町15-4
岩手県 (株)五六堂印刷 020-0021 盛岡市中央通3-16-15
岩手県 (有)ジロー印刷企画 020-0066 盛岡市上田2-17-4
岩手県 (有)セーコー印刷 020-0877 盛岡市下ノ橋町2-23
岩手県 (有)杜陵プリント社 020-0114 盛岡市高松1-9-60
岩手県 (株)文協印刷 020-0835 盛岡市津志田15-35-5
岩手県 (株)マイクロ岩手 020-0122 盛岡市みたけ3-11-1
岩手県 あべ印刷(株) 023-0003 奥州市水沢佐倉河字東広町60
岩手県 (株)一関プリント社 021-0031 一関市⻘葉1-7-24
岩手県 (有)大船渡印刷 022-0002 大船渡市大船渡町字山馬越44-1
岩手県 大更印刷(株) 028-7111 ⼋幡平市大更21-16-9
岩手県 トーバン印刷(株) 029-0803 一関市千厩町千厩字神ﾉ田30番地9
岩手県 浜印刷(株) 020-0652 滝沢市鵜飼洞畑56-32
岩手県 福岡プリント社 028-6101 ⼆⼾市福岡字下川⼜1
岩手県 (有)宮古プリント 027-0052 宮古市宮町1丁目4-33
岩手県 ⼋重樫孔版社 025-0071 花巻市愛宕町8-8
宮城県 (有)安倍製本所 980-0002 仙台市⻘葉区福沢町7番18号
宮城県 (有)石垣製本所 981-0908 仙台市⻘葉区東照宮1-7-23
宮城県 (株)イトイン 984-0002 仙台市若林区卸町東2-2-10
宮城県 （株）インターコスモス 仙台支店 980-0011 仙台市⻘葉区上杉1-5-15 ⽇本⽣命勾当台南ﾋﾞﾙ1F



宮城県 (有)大友製本所 981-0932 仙台市⻘葉区⽊町5番29号
宮城県 (有)大橋印刷商会 984-0835 仙台市若林区今泉2-15-51
宮城県 カガワ印刷(株) 980-0821 仙台市⻘葉区春⽇町1-11
宮城県 北⽇本印刷(株) 984-0064 仙台市若林区石垣町35-6
宮城県 (有)現代印刷出版 984-0001 仙台市若林区鶴代町4-33
宮城県 コーシン印刷(株) 980-0801 仙台市⻘葉区⽊町通2-5-6
宮城県 (株)孔栄社 980-0822 仙台市⻘葉区⽴町16-13
宮城県 (株)工陽社 985-0021 塩釜市尾島町8-5
宮城県 新⽣印刷(株) 984-0038 仙台市若林区伊在2-4-2-104
宮城県 (株)仙台大気堂 980-0803 仙台市⻘葉区国分町3-6-11 アーク仙台ﾋﾞﾙ1F
宮城県 創文印刷出版(株) 980-0821 仙台市⻘葉区春⽇町8番34号
宮城県 田端印刷(株) 984-0004 仙台市若林区六丁の目東町6-1 2F
宮城県 トゥーポイント(株) 981-0908 仙台市⻘葉区東照宮1-7-18
宮城県 (株)東北プリント 980-0822 仙台市⻘葉区⽴町24-24
宮城県 (有)明倫社 983-0842 仙台市宮城野区五輪2-9-5五輪ﾋﾞﾙ1F
秋田県 (株)アイネックス 010-0063 秋田市⽜島⻄1-4-5
秋田県 秋田活版印刷(株) 011-0901 秋田市寺内字三千刈110-1
秋田県 秋田協同印刷(株) 010-0976 秋田市⼋橋南2-10-34
秋田県 (株)秋田情報プリント 010-0921 秋田市大町6-3-40
秋田県 (株)エイチ･アイ･ティ 010-0951 秋田市山王3-1-7 東カンビル7F 
秋田県 (株)オクトライズ 010-0802 秋田市外旭川野村207-1 ｸﾞﾗﾝﾊﾟｽﾋﾞﾙ2F
秋田県 (株)くまがい印刷 010-0001 秋田市中通6-4-21
秋田県 (株)コンセプト 010-1427 秋田市仁井田新田3-2-13
秋田県 (株)サン･システムズコーポレーション 010-1414 秋田市御所野元町3-8-11
秋田県 (株)東海林印刷 010-0021 秋田市楢山登町7-51
秋田県 (有)菅原印刷 017-0012 大館市釈迦内字街道上3-19
秋田県 (有)タイヨー商会 011-0901 秋田市寺内三千刈327-1
秋田県 (株)塚田美術印刷 010-0921 秋田市大町1-6-6
秋田県 (株)トラパンツ 010-0922 秋田市旭北栄町1-48
秋田県 ノースコマース(株) 010-0921 秋田市大町3丁目5-8 ウィング･グラン４F
秋田県 マゼンタ(株) 010-1415 秋田市御所野湯本5-1-5
秋田県 (株)松原印刷社 010-0951 秋田市山王7-5-29
秋田県 (有)三浦印刷 010-0925 秋田市旭南3-7-5
秋田県 (株)三森印刷 014-0021 大仙市福田町12番29号
山形県 アベ印刷(株) 990-0894 山形市大字船町82
山形県 (有)井上印刷 999-6101 山形県最上郡最上町向町735-3
山形県 (株)加藤紙器 993-0033 ⻑井市今泉691-1
山形県 (有)杉葉堂印刷 997-0027 鶴岡市昭和町10-11



山形県 中央印刷(株) 990-0051 山形市銅町1-1-5
山形県 渡辺デザインラボ 990-2323 山形市桜田東2-10-26-103
福島県 (有)エンドースクリーン 960-8204 福島市岡部字岡部9-2 
福島県 共栄印刷(株) 963-0724 郡山市田村町上⾏合字⻄川原7-5
福島県 キング印刷(株) 960-1106 福島市下⿃渡字新町⻄6-1
福島県 (株)坂本印刷所 963-0551 郡山市喜久田町菖蒲池14-26
福島県 (有)三共印刷所 960-8018 福島市松⽊町1-30
福島県 (有)センター写植印刷 963-0534 郡山市⽇和田町字堀込53-8
福島県 (株)第一印刷 960-8201 福島市岡島字古屋舘1-2
福島県 ⻑瀬印刷(株) 971-8101 いわき市小名浜字渚廻51-2
福島県 (株)プロセス印刷 960-8003 福島市森合字屋敷下6-1
福島県 北斗印刷(株) 965-0052 会津若松市町北町大字始字深町67-2
福島県 陽光社印刷(株) 960-0112 福島市南矢野目字萩ノ目裏1-1
茨城県 (有)うりなみ印刷 310-0836 水⼾市元吉田町376-13
茨城県 (株)エバタコーポレーション 310-0912 水⼾市⾒川15-4-33
茨城県 (株)広陽 310-0054 水⼾市愛宕町2195-3
茨城県 佐藤印刷(株) 310-0043 水⼾市松が丘2-3-23
茨城県 センター印刷(株) 310-0817 水⼾市柳町1-1-1
茨城県 (株)高野高速印刷 310-0853 水⼾市平須町1822-122
茨城県 常磐総合印刷(株) 310-0036 水⼾市新荘3-3-36
茨城県 フュージョンカンパニー(株) 310-0802 水⼾市柵町3-4-24
茨城県 ワタヒキ印刷(株) 310-0012 水⼾市城東1-5-21
茨城県 (有)ＳＡＴＯプリント 316-0014 ⽇⽴市東金沢町2-1-3
茨城県 ⽇⽴高速印刷(株) 316-0034 ⽇⽴市東成沢町3-4-8
茨城県 (株)いなもと印刷 300-0007 土浦市板谷6-28-8
茨城県 やまと孔版社 311-3823 ⾏⽅市白浜112
栃⽊県 (有)池山印刷 321-0968 宇都宮市中今泉1-5-1
栃⽊県 (株)井上総合印刷 321-0973 宇都宮市岩曽町1355
栃⽊県 (有)イリサワ商事 320-0806 宇都宮市中央3-5-15
栃⽊県 (株)新光社 320-0811 宇都宮市大通り2-4-1
栃⽊県 (有)⻘光堂 320-0013 宇都宮市上大曽町353
栃⽊県 (有)高橋平版社 321-1421 ⽇光市所野1122-183
栃⽊県 (株)タキタ 321-0943 宇都宮市峰町314-23
栃⽊県 ⽇栄印刷(有) 323-0807 小山市城東7-13-15
栃⽊県 (株)松井ピ･テ･オ･印刷 321-0904 宇都宮市陽東5-9-21
栃⽊県 (株)みやもと 320-0057 宇都宮市中⼾祭1-4-5
栃⽊県 (有)村田印刷 320-0821 宇都宮市一条2-4-1
群馬県 (株)中島プリント商会 371-0024 前橋市表町2-6-5



群馬県 細谷印刷(有) 372-0031 伊勢崎市今泉町2-939-5
群馬県 (有)いづみ綜合印刷 370-0521 群馬県邑楽郡大泉町住吉39-13
群馬県 (株)若草印刷 370-2344 富岡市⿊川710-1
埼玉県 谷崎創芸社 332-0032 川⼝市中⻘⽊5-7-15
埼玉県 (有)篠原印刷所 331-0812 さいたま市北区宮原町4-99-6
埼玉県 (株)秩父プリント社 368-0022 秩父市中宮地町6-18
千葉県 (有)金坂印刷 284-0022 四街道市山梨661
千葉県 (株)京文社印刷 260-0021 千葉市中央区新宿1-25-22
千葉県 クマガイ印刷 260-0032 千葉市中央区登⼾1-24-19
千葉県 (有)京葉商事印刷 264-0016 千葉市若葉区大宮町1704-5
千葉県 (株)さくら印刷 297-0035 茂原市下永吉399-1
千葉県 (有)スタジオサンク 263-0031 千葉市稲毛区稲毛東3-4-15 吉田ﾋﾞﾙ3F
千葉県 (株)⻘孔社 275-0024 習志野市茜浜1-2-17
千葉県 (株)正文社 260-0001 千葉市中央区都町1-10-6
千葉県 (有)⽇成印刷 264-0021 千葉市若葉区若松町531-21
千葉県 (株)ハッピー 273-0107 鎌ケ谷市新鎌ケ谷4-8-1
千葉県 (株)ハナブサ印刷 266-0026 千葉市緑区古市場町474-299
千葉県 (株)みつわ 261-0002 千葉市美浜区新港213-5
千葉県 (株)宮坂印刷 263-0021 千葉市稲毛区轟町1-8-16
東京都 (株)アドレスサービス 332-0001 川⼝市朝⽇4-22-7
東京都 (株)オーディーピーセンター 102-0072 千代田区飯田橋2-14-7 光ﾋﾞﾙ
東京都 (株)オリオン社 112-0014 文京区関⼝1-35-17
東京都 (株)会議録研究所 162-0842 新宿区谷砂土原町1-2-34
東京都 (株)加藤文明社印刷所 101-0061 千代田区神田三崎町2-15-6 K-STAGE 
東京都 共栄印刷(株)東京営業所 101-0024 千代田区神田和泉町1-3-7-2F
東京都 (株)キタジマ 130-0023 墨田区⽴川2-11-7 両国ｷﾀｼﾞﾏﾋﾞﾙ
東京都 (株)金精社 176-0003 練馬区羽沢3-28-8
東京都 (有)銀座タイプ印刷社 104-0061 中央区銀座3-2-12 T8銀座ビル9F 
東京都 倉敷印刷(株) 130-0013 墨田区錦糸4-16-17
東京都 (株)ケープリント 136-0074 江東区東砂8-5-1
東京都 (同)京成社 101-0052 千代田区神田小川町3-26
東京都 (株)研恒社 102-0073 千代田区九段北1-1-7 ｶｰｻ九段2F
東京都 (有)コッピイ社 101-0032 千代田区岩本町2-8-15 井桁ﾋﾞﾙ 3F 
東京都 (株)コーヤマ 101-0061 千代田区神田三崎町2-16-9
東京都 (株)三響社 101-0052 千代田区神田小川町3-2
東京都 (株)サンコー 130-0014 墨田区⻲沢4-21-3 ケイエスビル2F
東京都 (株)サンワ 102-0072 千代田区飯田橋2-11-8 ｻﾝﾜﾋﾞﾙ
東京都 (株)ショーワ 101-0065 千代田区⻄神田2-7-8



東京都 信光印刷(有) 135-0015 江東区千石2-6-13
東京都 (株)新和プランニング 101-0063 千代田区神田淡路町1-9-1 ニューお茶の水ﾋﾞﾙ 6F･7F
東京都 (株)ジェーピークリエイト 105-0014 港区芝2-27-8 VORT芝公園2F
東京都 成旺印刷(株) 101-0051 千代田区神田神保町3-5 住友不動産九段下ﾋﾞﾙ2F
東京都 (株)創基 107-0052 港区赤坂1-9-13 三会堂ﾋﾞﾙ
東京都 (株)創芸社 102-0072 千代田区飯田橋1-4-8 ｱｲﾙｽﾞ-BMﾋﾞﾙ4F
東京都 (株)大應 101-0047 千代田区内神田1-7-5 旭栄ﾋﾞﾙ
東京都 (有)大圏社 101-0024 千代田区神田和泉町⼆番地
東京都 (株)大和プリント 111-0052 台東区柳橋2-21-13 東洋ﾋﾞﾙ
東京都 (株)謄栄社 101-0064 千代田区神田猿楽町2-2-12
東京都 (株)東京プリント印刷 112-0002 文京区小石川5-31-8
東京都 東京リスマチック(株) 101-0047 千代田区内神田2-14-6 神田アネックスビル
東京都 ⽇経印刷(株) 102-0072 千代田区飯田橋2-15-5
東京都 (株)⽇本文書 162-0042 新宿区早稲田町75 ⽇研ﾋﾞﾙ 
東京都 (株)博文社 101-0052 千代田区神田小川町3-14-9
東京都 (株)羽車 東京営業所 150-0001 渋谷区神宮前4-4-5
東京都 (株)橋本印刷 336-0017 さいたま市南区南浦和2-2-1
東京都 (有)ハピネス情報処理サービス 116-0013 荒川区⻄⽇暮⾥2-31-5 根⽊ﾋﾞﾙ2F
東京都 原貴之労務事務所 105-0012 港区芝大門2-1-10 宮崎ﾋﾞﾙ2F
東京都 (株)平河工業社 162-0814 新宿区新小川町3-9
東京都 (有)ビッグコム 332-0012 川⼝市本町3-1-15 ﾀｶﾗｻﾝﾛｰｼﾞｪ1103
東京都 (株)美松堂 101-0051 千代田区神田神保町3-5
東京都 富士リプロ(株) 101-0048 千代田区神田司町2-14
東京都 プリントネット(株) 100-0005 千代田区丸の内3-3-1 新東京ﾋﾞﾙ7F
東京都 (株)プリントパック 東京工場 136-0082 江東区新⽊場2-9-11
東京都 (株)プレシーズ 101-0051 千代田区神田神保町3-7-4 ﾌﾟﾚｼｰｽﾞﾀﾜｰ7F
東京都 (株)北進社 102-0074 千代田区九段南3-9-11
東京都 モリモト印刷(株) 162-0813 新宿区東五軒町3-19
東京都 大和企画印刷(株) 102-0072 千代田区飯田橋4-4-15 小倉ﾋﾞﾙ2F
東京都 (株)大和メディアクリエイティブ 162-0824 新宿区揚場町2-20 大和ﾋﾞﾙ
東京都 ⻘樹印刷(株) 103-0025 中央区⽇本橋茅場町2-14-5
東京都 (株)いろは堂 103-0014 中央区⽇本橋蛎殻町1-14-3
東京都 (有)エイチ･ティープログレス 134-0087 江⼾川区清新町2-9-6
東京都 (株)エンゼル 104-0033 中央区新川2-2-1-812
東京都 （株）研美社 104-0032 中央区⼋丁堀2-20-9 ⼋丁堀FRONT1F
東京都 小宮山印刷(株) 104-0028 中央区⼋重洲2-11-3 Line View京橋
東京都 (株)山王プリント 104-0045 中央区築地4-3-3 東銀座ﾋﾞﾙ
東京都 タナカ印刷(株) 135-0023 江東区平野2-2-39



東京都 中桜印刷(株) 161-0033 新宿区下落合3-22-15 ニッコンビル
東京都 (株)中央謄写堂 103-0002 中央区⽇本橋馬喰町2-5-8
東京都 電算紙(株) 108-0073 港区三田2-10-2 三田耀ﾋﾞﾙ2F
東京都 ⽇新事務器(株) 104-0033 中央区新川1-10-5
東京都 (株)文栄社 103-0023 中央区⽇本橋本町4-15-4 文栄ﾋﾞﾙ
東京都 (株)プリントボーイ 157-0062 世田谷区南烏山6-24-13
東京都 プロパティデータテクノス（株) 105-0012 港区芝大門2-12-9 HF浜松町ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
東京都 ホクセイ印刷興業(株) 104-0043 中央区湊3-15-10
東京都 メディアランド(株) 103-0014 中央区⽇本橋蛎殻町1-17-11 ｶﾅﾒﾋﾞﾙ4F
東京都 (株)山櫻 104-0041 中央区新富2-4-7
東京都 (株)ワイシー･ドキュメント 231-0015 横浜市中区尾上町3-35 横浜第1有楽ﾋﾞﾙ
東京都 (株)アイワエンタープライズ 108-0074 港区高輪3-22-4
東京都 イーディーピーアシスタント(株) 105-0004 港区新橋4-25-6 ﾔｽヰﾋﾞﾙ2,3F
東京都 (株)イナミツ印刷 140-0002 品川区東品川1-17-2
東京都 (株)エムツークリエイト 162-0808 新宿区天神町64-7 壷屋ﾋﾞﾙ2F
東京都 (株)河内屋 105-0004 港区新橋5-31-7 Kビルディング
東京都 (株)キンコー 110-0015 台東区東上野6-16-9 織田屋ﾋﾞﾙ 3F 
東京都 税理士法人グランサーズ 150-0002 渋谷区渋谷3-26-16 第五叶ビル6F 
東京都 (株)K-SOCKET 108-0022 港区海岸3-25-8 文洋社ビル
東京都 今野印刷(株) 108-0022 港区海岸3-25-8 (株)文洋社ビル内
東京都 (株)三州社 105-0012 港区芝大門1-1-21
東京都 (株)三進社 141-0031 品川区⻄五反田4-28-13
東京都 (株)昇文堂 101-0025 千代田区神田佐久間町4-6
東京都 (㈱)GeorgeP.Johnson 106-0032 港区六本⽊6-1-24 ﾗﾋﾟﾛｽ六本⽊6F
東京都 (株)鈴鹿システックス 105-0003 港区⻄新橋3-24-3
東京都 (株)創土社 153-0042 目⿊区⻘葉台3-17-13 鉄信ﾋﾞﾙ2F
東京都 デジタルブックプリント(株) 108-0023 港区芝浦4-9-18
東京都 (株)東京技術協会 104-0061 中央区銀座1-8-16 銀座アスタービル4F
東京都 (株)⽇経メディカル開発 105-8308 港区⻁ノ門4-3-12
東京都 (株)深志印刷社 105-0012 港区芝大門2-13-5 坂入ﾋﾞﾙ1F 
東京都 フジサービス(株) 105-0014 港区芝2-20-8
東京都 (株)文化ビジネスサービス 104-0032 中央区⼋丁堀2-19-8 ⽇宝⼋丁堀ﾋﾞﾙ B1F
東京都 (株)文洋社 108-0022 港区海岸3-25-8
東京都 (株)プランニングマーケット 108-0023 港区芝浦4-9-18 ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊﾟﾚｽ田町ﾋﾞﾙ1F
東京都 (株)ベスト・プリンティング 105-0001 港区⻁ﾉ門3-18-16
東京都 (株)ミック 160-0023 新宿区⻄新宿8-2-20 井上ﾋﾞﾙ10号館
東京都 大和印刷(株)東京営業所 105-0013 港区浜松町1-20-10-409
東京都 (株)ヤマトヤ商会 105-0001 港区⻁ノ門5-3-3 神谷町プレイス



東京都 (株)アーク 162-0828 新宿区袋町23
東京都 (有)アイエヌシー 174-0063 板橋区前野町3-31-6
東京都 相川紙工（株） 112-0014 文京区関⼝1-10-1
東京都 (有)アイリアル 102-0074 千代田区九段南1-5-6-5F KSフロア
東京都 (有)一心堂笠井紙工所 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町567
東京都 SME Support  225-0024 横浜市⻘葉区市ヶ尾町359 コープ野村109
東京都 ＮＳ印刷製本(株) 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町568
東京都 梶田製本(株) 173-0026 板橋区中丸町36-4
東京都 (株)カネコ 112-0002 文京区小石川3-9-3
東京都 (株)カモシカ社 162-0807 新宿区東榎町10-3 市川製本所ﾋﾞﾙ2F 
東京都 (株)協同社 162-0801 新宿区山吹町314
東京都 (株)⽊⼾製本所 入船製本工房 104-0042 中央区入船1-9-6 T'Sﾋﾞﾙ１F
東京都 惠友印刷(株) 174-0061 板橋区大原町46-2
東京都 (有)コーチ印刷 113-0001 文京区白山1-21-4
東京都 (株)興学社 162-0801 新宿区山吹町353番地
東京都 (株)秋巧社 162-0818 新宿区築地町17
東京都 (有)ステップファイブ 162-0806 新宿区榎町75 古内ﾋﾞﾙ1F
東京都 (株)セイショー 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町553
東京都 ⻄武写真印刷(株) 171-0031 豊島区目白3-4-5
東京都 (有)盛雄紙工 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町302
東京都 (有)セントラル製版 130-0025 墨田区千歳3-17-17 いづみハイツ1F
東京都 (株)綜合印刷 160-0023 新宿区⻄新宿4-14-4 ｶﾂﾗﾋﾞﾙ6F
東京都 (有)泰星社製本所 162-0801 新宿区山吹町341
東京都 (有)太平印刷 171-0051 豊島区⻑崎6-22-10 SA･BIRTH2F
東京都 (株)大豊印刷 174-0051 板橋区小豆沢2-15-8 幸英社第3ﾋﾞﾙ
東京都 (株)太陽堂封筒 162-0042 新宿区早稲田町79
東京都 寶紙業(株) 102-0072 千代田区飯田橋3-7-14
東京都 (有)⽴花パッケージ 131-0043 墨田区⽴花6-2-15
東京都 第一資料印刷(株) 162-0818 新宿区築地町8-7
東京都 ダイエー機械販売(株) 335-0036 ⼾田市早瀬2-25-21
東京都 (株)TFSパートナーズ 160-0004 新宿区四谷3-11 山一ﾋﾞﾙ5F
東京都 ＴＵクリエイト(株) 176-0002 練馬区桜台1-2-8-502
東京都 (株)東京商会 110-0016 台東区台東1-12-11 
東京都 （株）東和 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町563
東京都 ドゥ･グラフィス(有) 141-0033 品川区⻄品川1-17-17 
東京都 (有)中澤製本所 162-0801 新宿区山吹町350
東京都 (有)奈良印刷所 112-0004 文京区後楽2-18-7
東京都 (株)博勝堂 162-0812 新宿区⻄五軒町9-1



東京都 (株)ハナミ 162-0801 新宿区山吹町333番地 江⼾川橋ｱｸｾｽ2F
東京都 (有)林商店 112-0002 文京区小石川5-25-14
東京都 (有)春名製版印刷 162-0827 新宿区東榎町1-4
東京都 (株)ピーアイエックス 169-0072 新宿区大久保2-4-15
東京都 (株)ふじたプリント社 東京支店 150-0022 渋谷区恵比寿南3-12-8 恵比寿ﾊﾟｰｸﾊｳｽ601号
東京都 マイプリント(株) 206-0025 多摩市永山6-22-5
東京都 (株)マクビーカタガイ 162-0814 新宿区新小川町5番3号
東京都 (株)マトリックス･オーガナイゼーション 107-0052 港区赤坂7-1-1 ⻘山安田ﾋﾞﾙ5F 
東京都 (株)メイク 162-0801 新宿区山吹町350番地 メイクビル
東京都 (株)望月製本所 162-0812 新宿区⻄五軒町1-1 ⻄五軒町ﾋﾞﾙ1F
東京都 (株)山一印刷 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町545
東京都 (有)友美堂 164-0013 中野区弥⽣町6-5-7
東京都 (株)ユニバーサル 162-0041 新宿区早稲田鶴巻町568
東京都 代々⽊人事労務研究所 167-0021 杉並区井草3-27-20-204
東京都 和光堂(株) 162-0801 新宿区山吹町341
東京都 (株)アイエス 178-0061 練馬区大泉学園町7-14-25 ｱｲｴｽ大泉学園ﾋﾞﾙ
東京都 (株)アイト 101-0051 千代田区神田神保町1-12 太陽堂ﾋﾞﾙ
東京都 (株)アクティブ 116-0014 荒川区東⽇暮⾥3-3-13
東京都 (株)アクトプロ 105-0021 港区東新橋1-1-19 ヤクルト本社ビル9F
東京都 (株)アソートロジテム 136-0075 江東区新砂3-10-8 丸一運輸新砂物流センター2F
東京都 (株)宛名商会本店 120-0031 足⽴区千住大川町23-6
東京都 (有)井上孔版 112-0002 文京区小石川4-10-1
東京都 インフォマネージ(株) 160-0022 新宿区新宿7-18-3 ﾌﾟﾗﾝﾄﾞｰﾙ新宿204
東京都 (株)エーヴィスシステムズ 113-0033 文京区本郷2-39-5 ﾆｭｰ本郷ﾋﾞﾙ
東京都 (株)ＮＰＣ 173-0004 板橋区板橋1-42-13 大佳板橋ビル3F
東京都 大瀧印刷紙器(有) 120-0046 足⽴区小台2-38-5
東京都 音羽印刷(株) 113-0033 文京区本郷1-30-8
東京都 風待茶坊 330-0071 さいたま市浦和区上⽊崎5-20-10-401
東京都 (有)京文社 112-0012 文京区大塚6-32-5 京文社ﾋﾞﾙ
東京都 共⽴速記印刷(株) 102-0072 千代田区飯田橋3-11-24
東京都 (株)旭洋社 113-0001 文京区白山1-19-14
東京都 (株)ケイスイ 162-0801 新宿区山吹町311 新照ﾋﾞﾙ
東京都 (株)甲文堂 112-0012 文京区大塚1-4-15 ｱﾄﾗｽﾀﾜｰ茗荷谷105
東京都 (株)向陽デジタルワークス 101-0048 千代田区神田司町2-16-4 佐一第2ﾋﾞﾙ5F
東京都 (株)コピーボックス 112-0002 文京区小石川2-23-11 常光ﾋﾞﾙ
東京都 (株)弧福工房 110-0016 台東区台東1-17-1 ｳﾞｪﾙｽﾃｰｼﾞ秋葉原Ⅱ601号
東京都 (有)コミュニケーション・フォーム 279-0023 千葉県浦安市高洲5-1 レジアスフォート新浦安C509
東京都 (株)コンゴー商会 113-0034 文京区湯島3-6-1 全国家電会館B1F



東京都 (株)三盛社 113-0031 文京区根津1-22-20
東京都 勝美印刷(株) 113-0001 文京区白山1-13-7 アクア白山ビル5F
東京都 ⻭科医療印刷(株) 171-0051 豊島区⻑崎4-15-5
東京都 (有)鈴⽊商店 174-0065 板橋区若⽊3-1-12
東京都 (株)スズパック 124-0005 葛飾区宝町1-15-9
東京都 昴印刷(株) 112-0002 文京区小石川1-5-1 文京ガーデンノーステラス401
東京都 菁文堂(株) 111-0056 台東区小島1-12-9
東京都 ⽴川製本印刷(有) 124-0006 葛飾区堀切3-19-14
東京都 (株)ダーツ 112-0002 文京区小石川2-24-2 高橋ﾋﾞﾙ2F
東京都 大進印刷(株) 154-0004 世田谷区太子堂1-12-39 三軒茶屋ﾋﾞﾙ
東京都 (株)代田ファクトリー 168-0074 杉並区上高井⼾1-24-20 霜山第2ﾋﾞﾙ 2F
東京都 (株)ティー・ラウンジ 112-0002 文京区小石川2-1-2 ユニオン小石川第1ビル1005
東京都 巴工芸(株) 113-0033 文京区本郷4-25-8 レッチフィールド本郷四丁目ﾋﾞﾙ5F 
東京都 ニッセイエブロ(株) 105-0003 港区⻄新橋1-18-17 
東京都 ⻄⽇本ビジネス印刷(株)東京オフィス 101-0065 千代田区⻄神田2-7-8 (株)ショーワ内
東京都 ⻄谷印刷(株) 135-0022 江東区三好2-1-4
東京都 ⽇本シー・アンド・シー(株) 102-0072 千代田区飯田橋3-11-24 共⽴ﾋﾞﾙ8F
東京都 ⽇本ハイコム(株)東京支社 112-0014 文京区関⼝1-19-2
東京都 (有)ねころのーむ 169-0075 新宿区高田馬場4-3-7-104
東京都 (株)ピーアンドディーヒロサワ 115-0051 北区浮間5-15-14
東京都 (株)文成社 112-0013 文京区音羽2-2-2 アベニュー音羽111
東京都 (株)平文社 170-0005 豊島区南大塚2-35-7
東京都 (有)ベテラン便 112-0002 文京区小石川3-38-8 STﾋﾞﾙ1F
東京都 (株)松谷メールサービス 134-0082 江⼾川区宇喜田町1400-5
東京都 (株)ミック 171-0014 豊島区池袋2-43-1 池袋⻘柳ビル2F
東京都 (株)明光社 112-0001 文京区白山3-6-21
東京都 ヤマノ印刷(株) 101-0044 千代田区鍛冶町1-6-15 井門神田駅前ﾋﾞﾙ
東京都 (株)洋文社 113-0033 文京区本郷3-35-9
東京都 (株)アロータイム 110-0004 台東区下谷1-10-4 Oﾋﾞﾙ1F
東京都 (株)イステムジャパン 131-0032 墨田区東向島6-10-16
東京都 (株)インプレッソ 112-0014 文京区関⼝1-34-2 山⼝ﾋﾞﾙ1F
東京都 グンジ印刷(株) 130-0011 墨田区石原2-6-2
東京都 (株)興栄社 136-0071 江東区⻲⼾2-3-13
東京都 (有)興伸社 110-0013 台東区入谷2-33-7 マルホンビル3F 305
東京都 (株)コトブキ 130-0004 墨田区本所2-9-3
東京都 (株)サンライズ 116-0014 荒川区東⽇暮⾥1-16-5 
東京都 菅原印刷(株) 111-0051 台東区蔵前3-15-1
東京都 壮光舎印刷(株) 116-0002 荒川区荒川8-20-1



東京都 相互印刷(株) 135-0007 江東区新大橋3-11-15 ソサエティ森下201
東京都 (株)ティシィピー 130-0005 墨田区東駒形4-6-3
東京都 (株)デジタルインプレッソ 136-0071 江東区⻲⼾6-52-6-406
東京都 (株)TOP印刷 東京営業所 111-0053 台東区浅草橋4-10-7 DKKﾋﾞﾙ4F
東京都 東京カラー印刷(株) 111-0053 台東区浅草橋3-30-6
東京都 (株)東京巧版社 120-0026 足⽴区千住旭町2-8
東京都 (社福)恩賜財団東京都同胞援護会事業局 130-0026 墨田区両国4-1-8 田中ビル
東京都 (株)東京文久堂 101-0051 千代田区神田神保町2-4-7 久月神田ﾋﾞﾙ2F
東京都 (有)ひのでぷりんと 110-0015 台東区東上野5-7-10
東京都 (株)富士商⾏ 110-0015 台東区東上野6-1-13
東京都 (有)フジプリンター 110-0005 台東区上野7-10-12
東京都 (株)プリコ 134-0086 江⼾川区臨海町3-6-4 ヒューリック葛⻄臨海ビル6F
東京都 (株)プリントン･コミュニケーションズ 135-0016 江東区東陽5-29-15 東陽センタービル1F
東京都 (株)マステック 116-0013 荒川区⻄⽇暮⾥5-7-2
東京都 望月印刷(株) 111-0053 台東区浅草橋5-7-10
東京都 栄和印刷(株) 158-0081 世田谷区深沢5-3-9
東京都 （有）弘陽写真社 153-0063 目⿊区目⿊3-1-17
東京都 三協印刷(株) 152-0002 目⿊区目⿊本町5-20-7
東京都 (有)ジンキッズ 153-0053 目⿊区五本⽊3-32-8
東京都 正文社印刷(株) 158-0083 世田谷区奥沢7-18-1
東京都 大輪印刷(株) 157-0064 世田谷区給田4-11-4
東京都 (株)東京プリント 142-0051 品川区平塚1-16-1
東京都 (有)ドゥ・プラン 158-0081 世田谷区深沢6-3-9
東京都 ⻑谷川印刷(株) 150-0045 渋谷区神泉町17-8 ⻑谷川ﾋﾞﾙ
東京都 (株)パーシモン 158-0098 世田谷区上用賀5-25-24
東京都 (有)プロテックス 158-0086 世田谷区尾山台1-6-4
東京都 (株)丸井工文社 107-0062 港区南⻘山7-1-5
東京都 (有)オリオン印刷社 144-0032 大田区北糀谷1-15-14
東京都 (株)キノスアンドエムズ 140-0012 品川区勝島1-4-11 東京倉庫 勝島倉庫C-212
東京都 (株)グッドクロス 141-0031 品川区⻄五反田8-2-2 喜助⻄五反田ﾋﾞﾙ 2F
東京都 (有)国分工芸 143-0015 大田区大森⻄2-2-31
東京都 サテライトメディア 179-0074 練馬区春⽇町2-12-18 武蔵野ハイツ306 
東京都 サミット印刷(株) 105-0012 港区芝大門2-10-18
東京都 (有)創文社 141-0031 品川区⻄五反田1-4-1-110
東京都 (株)東邦 143-0024 大田区中央2-2-16
東京都 複写印刷(株) 258-0023 神奈川県足柄上郡開成町宮台1208
東京都 富士印刷(株) 140-0001 品川区北品川2-30-2
東京都 (株)ふそう美術印刷 144-0035 大田区南蒲田2-4-16



東京都 (株)プルーフ･オーシャン 143-0027 大田区中馬込2-1-21 浅間会館内 
東京都 (株)アイ・スィー・アイ・渡辺印刷 183-0055 府中市府中町1-12-7 ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ1F
東京都 (株)アベコ 182-0012 調布市深大寺東町7-3-24
東京都 (株)インフォテック 206-0033 多摩市落合2-6-1
東京都 (株)エーカーズ 105-0013 港区浜松町1-27-4 神丸ビル3F
東京都 (株)オレンジ社 102-0074 千代田区九段南3-9-12 九段ﾆｯｶﾅﾋﾞﾙ 5F･6F
東京都 (有)くらうん工房 183-0045 府中市美好町1-1-20
東京都 研究出版(株) 186-0003 国⽴市富士⾒台3-15-7
東京都 三英グラフィック･アーツ(株) 192-0912 ⼋王子市絹ヶ丘1-1-5
東京都 (有)三共社 192-0041 ⼋王子市中野上町2-29-1
東京都 (有)サンプロセス 207-0012 東大和市新堀1-1435-29
東京都 (株)清水工房 192-0056 ⼋王子市追分町10-4-101
東京都 (株)⻄光美術 192-0042 ⼋王子市中野山王2-5-22
東京都 (株)創英社 190-0001 ⽴川市若葉町1-10-34
東京都 (有)原田シール印刷所 203-0043 東久留米市下⾥5-18-17
東京都 (株)文伸 181-0012 三鷹市上連雀1-12-17
東京都 (株)プリンテック 193-0835 ⼋王子市千人町2-8-20
東京都 (株)矢沢製本 189-0002 東村山市⻘葉町3-15-30
東京都 (株)緑陽社 183-0033 府中市分梅町3-58-1
神奈川県 (株)アルファ 250-0001 小田原市扇町5-25-23
神奈川県 (株)あんざい 233-0016 横浜市港南区下永谷3-24-29
神奈川県 (有)エディオック 232-0018 横浜市南区花之⽊町2-29-1
神奈川県 オフィス シー･アール･ジー 241-0025 横浜市旭区四季美台25-17
神奈川県 (株)カイセ印刷 220-0042 横浜市⻄区⼾部町3-94
神奈川県 神奈川印刷(株) 254-0042 平塚市明石町3-6
神奈川県 (有)関内印刷 231-0023 横浜市中区山下町92-2 第10Z⻄村ﾋﾞﾙ 1F 
神奈川県 (株)ガリバー 221-0031 横浜市神奈川区新浦島町1-1-25 テクノウェイブ100 17F
神奈川県 (有)協⽴印刷社 210-0014 川崎市川崎区貝塚2-14-11
神奈川県 (株)クリエイト横浜 231-0016 横浜市中区真砂町2-12 関内駅前第一ﾋﾞﾙ106
神奈川県 (有)クレストファイブ 221-0825 横浜市神奈川区反町1-8-3-202
神奈川県 (有)ケイアンドティヨコハマ 231-0032 横浜市中区不⽼町3-15-1 ｱｰﾍﾞｲﾝﾙﾈｽ⻑者町403
神奈川県 コジマ印刷(株) 230-0011 横浜市鶴⾒区上末吉4-8-11
神奈川県 サクラフォーム(株) 220-0023 横浜市⻄区平沼1-7-18 篠崎ﾋﾞﾙ 1F102
神奈川県 (有)さくらプロセス 232-0025 横浜市南区高砂町3-30
神奈川県 ジャスティ 221-0822 横浜市神奈川区⻄神奈川1-15-15 たちばなﾋﾞﾙ2F
神奈川県 情報印刷(株) 213-0031 川崎市高津区宇奈根718-15
神奈川県 (株)スクラム 250-0055 小田原市久野30-4
神奈川県 (有)田安製本 223-0056 横浜市港北区新吉田町178



神奈川県 (有)中溝グラフィック 210-0846 川崎市川崎区小田5-27-15
神奈川県 (株)野毛印刷社 231-0012 横浜市中区相⽣町5-79 ｱﾄﾗｽﾋﾞﾙ
神奈川県 博光堂 251-0052 藤沢市藤沢96
神奈川県 (株)柏苑社 232-0056 横浜市南区通町1-6
神奈川県 (有)⻑谷川印刷 232-0017 横浜市南区宿町2-38
神奈川県 (株)フカガワ 140-0013 品川区南大井5-17-13
神奈川県 富士オフセット(株) 257-0031 秦野市曽屋759
神奈川県 (株)ポートサイド印刷 236-0002 横浜市金沢区⿃浜町16-2
神奈川県 (株)横濱大氣堂 231-0016 横浜市中区真砂町4-40
神奈川県 (株)横浜プリント 232-0016 横浜市南区宮元町1-23
山梨県 アポロ印刷 404-0042 甲州市塩山上於曽439-2
山梨県 稲村印刷社 406-0027 笛吹市石和町下平井1370
山梨県 (株)オズプリンティング 400-0032 甲府市中央3-8-10
山梨県 (有)高速プリント 400-0034 甲府市宝2-3-6
山梨県 (有)小宮山プリント社 408-0011 北杜市高根町箕輪新町14
山梨県 (有)清水印刷 400-0851 甲府市住吉1-12-11
山梨県 (有)東和プリント社 400-0025 甲府市朝⽇2-7-10 東和ﾋﾞﾙ1F
山梨県 (有)トリオ印刷 400-0026 甲府市塩部3-13-3
山梨県 (有)南陽社 400-0851 甲府市住吉3-30-19
山梨県 (有)平和プリント社 400-0031 甲府市丸の内2-36-3
山梨県 堀之内印刷 400-0115 甲斐市篠原807-2
山梨県 (有)明文堂 409-3841 中央市布施56
山梨県 ヤマゲン企画 404-0003 山梨市牧丘町倉科6167
山梨県 依田印刷社 400-0822 甲府市⾥吉4-12-11
⻑野県 (有)小池印刷 380-0936 ⻑野市中御所3
⻑野県 (株)信光社 380-0904 ⻑野市鶴賀河原302-2
⻑野県 たけい印刷 380-0961 ⻑野市安茂⾥小市1-13-32
⻑野県 中央プリント(株) 381-0022 ⻑野市大字大豆島3893-10
⻑野県 (有)⻑野プリントサービス 380-0836 ⻑野市南県町1057-13
⻑野県 (有)丸山印刷 380-0935 ⻑野市中御所1-26-12-4
⻑野県 (有)⻘⽊印刷所 384-0808 小諸市大字御影新田667-3
⻑野県 川越印刷(株) 390-0875 松本市城⻄1-5-21
⻑野県 (株)第一印刷 399-8204 安曇野市豊科髙家2287-22
⻑野県 電算印刷(株) 390-0821 松本市筑摩1-11-30
⻑野県 (株)小松総合印刷所 396-0029 伊那市横山10955-1
⻑野県 (有)しんこう社 396-0211 伊那市高遠町⻄高遠831
⻑野県 (株)オノウエ印刷 392-0015 諏訪市中洲586
⻑野県 (株)美謄堂 394-0034 岡谷市湖畔2-12-29



新潟県 (株)ウィザップ 950-0963 新潟市中央区南出来島2-1-25
新潟県 (有)内山印刷 956-0101 新潟市秋葉区小須⼾88-1
新潟県 (株)エンジュ 957-0082 新発田市大字佐々⽊2362-8
新潟県 共⽴印刷(株) 950-0971 新潟市中央区近江2-16-15
新潟県 (有)コーワシーリング 950-1231 新潟市南区小坂148-1
新潟県 昭栄印刷(株) 959-2415 新発田市住田97
新潟県 (株)太陽プリント 950-0134 新潟市江南区曙町4-12-1
新潟県 (株)大創 951-8127 新潟市中央区関屋下川原町1-2-2
新潟県 ⽇経マシナリー(株)加工部 950-0084 新潟市中央区明石1-7-20
新潟県 (株)新潟印刷 950-0134 新潟市江南区曙町3-5-5
新潟県 (株)新潟フレキソ 950-0208 新潟市江南区横越中央7-1-36
新潟県 (株)フォト・スタンプ新潟 958-0803 村上市天神岡381
新潟県 (株)和光印刷 950-2022 新潟市⻄区小針1-11-8
新潟県 (株)いんぱん 949-7302 南魚沼市浦佐1140-2
新潟県 (株)中越 940-0041 ⻑岡市学校町3-9-5
新潟県 (有)めぐみ工房 940-0032 ⻑岡市⼲場1-2-17
富山県 廣文堂印刷(株) 939-2748 富山市婦中町田屋1238-1
富山県 (有)平野綜合印刷社 939-8208 富山市布瀬町南2-3-9
富山県 第一孔版社 930-0035 富山市清水中町4-23
富山県 (株)協⽴印刷 930-0031 富山市住吉町2-6-3
富山県 スダコー(株) 939-8221 富山市⼋⽇町247-19
富山県 (株)橋本写真製版社 939-8214 富山市⿊崎232番地
石川県 (有)アサヒヤ印刷 921-8845 野々市市太平寺4-60
石川県 イワイ(株) 920-8205 金沢市大友2-83
石川県 (株)栄光プリント 920-0806 金沢市神宮寺3-4-17
石川県 (株)共栄 921-8002 金沢市玉鉾4-166
石川県 ⿊⽒印刷所 929-1604 石川県鹿島郡中能登町能登部下105-40
石川県 (株)コシハラ 920-0061 金沢市問屋町2-53
石川県 (有)⻫藤印刷出版 926-0031 七尾市古府町れ41番地4
石川県 スガノ印刷 927-1213 珠洲市野々江町メの部9番地1
石川県 (株)谷印刷 921-8022 金沢市中村町28-14
石川県 前田印刷(株) 924-0004 白山市旭丘2-16
石川県 (株)山田写真製版所 金沢支店 920-0061 金沢市問屋町1-44
福井県 福井タイプ印刷(株) 910-0015 福井市⼆の宮1-6-19
静岡県 池田屋印刷(株) 422-8058 静岡市駿河区中原746-1
静岡県 杉山プリント社 424-0053 静岡市清水区渋川500-7
静岡県 (株)静清タイプ 420-0838 静岡市葵区相⽣町11-17
静岡県 ほいち工房 426-0067 藤枝市前島2-16-7



愛知県 (有)井元印刷工房 451-0051 名古屋市⻄区則武新町1-32-8
愛知県 興栄印刷(株) 462-0058 名古屋市北区⻄志賀町5-9
愛知県 中京プリント(株) 461-0003 名古屋市東区筒井2-5-30
愛知県 (有)東海タック 463-0070 名古屋市守山区新守山603
愛知県 (有)フレアクション 452-0823 名古屋市⻄区あし原町287
愛知県 (株)文⽅社 461-0004 名古屋市東区葵1-9-16
愛知県 (株)プレートメーキング 462-0063 名古屋市北区丸新町489
愛知県 マスミダ印刷(有) 462-0843 名古屋市北区田幡1-4-15
愛知県 若葉印刷(有) 462-0852 名古屋市北区猿投町26
愛知県 (株)荒川印刷 460-0012 名古屋市中区千代田2-16-38
愛知県 (有)一粒社 475-0837 半田市有楽町7-148-1
愛知県 (株)ウエルオン 460-0007 名古屋市中区新栄3-21-31
愛知県 (有)映文社 455-0001 名古屋市港区七番町4-7
愛知県 (株)永和原色印刷社 460-0007 名古屋市中区新栄1-30-15
愛知県 (有)クイット 475-0828 半田市瑞穂町5-6-2
愛知県 (株)澤宗洋紙 製本部 460-0022 名古屋市中区金山5-13-5
愛知県 (有)高橋紙工所 460-0016 名古屋市中区橘1-26-22
愛知県 (株)大元堂 466-0843 名古屋市昭和区菊園町1-11
愛知県 (株)大⽇本ビジネスフォーム 454-0996 名古屋市中川区伏屋5-505
愛知県 (有)中部オフ印刷 463-0079 名古屋市守山区幸心1-1218
愛知県 東海タイプ商会 466-0064 名古屋市昭和区鶴舞3-2-16
愛知県 藤原製本(株) 615-8043 京都市⻄京区⽜ケ瀬新田泓町6
愛知県 (有)大和印刷 470-3321 愛知県知多郡南知多町大字内海字内塩田73-1
愛知県 (株)ユニックス 454-0013 名古屋市中川区⼋熊3-20-5
愛知県 (有)ライトスタッフ 470-2202 知多郡阿久比町大字福住字高根台36-12
愛知県 (株)加藤特殊印刷 451-0051 名古屋市⻄区則武新町1-29-14
愛知県 (株)カミヤマ 451-0042 名古屋市⻄区那古野1-21-14
愛知県 (有)協亜真正社 462-0058 名古屋市北区⻄志賀町5-9
愛知県 (株)グラフィックラボ 490-1107 あま市森4-5-2
愛知県 CSJ(株) 461-0002 名古屋市東区代官町35番-16号 第一富士ビル3F
愛知県 (有)シーリング石川 481-0001 北名古屋市六ツ師道毛163
愛知県 (株)扇寿堂 451-0031 名古屋市⻄区城⻄1-3-5 第1扇寿ﾋﾞﾙ1F
愛知県 (株)大宝印刷 460-0025 名古屋市東区徳川1-10-36
愛知県 大和製本(株) 452-0942 清須市清洲田中町32-8
愛知県 (株)中部⽇本教育文化会 465-0088 名古屋市名東区名東本町177番地
愛知県 (株)プリテックコーポレーション 490-1107 愛知県あま市森4-5-2
愛知県 (株)プリポート 452-0001 清須市⻄枇杷島町古城2-5-2
愛知県 (有)プリントセンターイワタ 480-0201 愛知県⻄春⽇井郡豊山町大字⻘山字金剛74-4



愛知県 (有)三星印刷 451-0041 名古屋市⻄区幅下1-1-12
愛知県 (株)友人社 460-0002 名古屋市中区丸の内1-12-19
愛知県 (株)一心舎 447-0855 碧南市天王町3-137
愛知県 (株)クイックス 448-0025 刈谷市幸町2-2
愛知県 親和原田プリント(株) 441-8113 豊橋市⻄幸町字笠松38-4
愛知県 鈴置印刷(株) 448-0044 刈谷市池田町5-203
愛知県 (有)大陽社印刷所 441-3415 田原市神⼾町大坪237
愛知県 (有)第一プリント社 444-0924 岡崎市⼋帖北町16-1
愛知県 (有)ディック 470-1116 豊明市新田町吉池26-5 吉池ﾋﾞﾙ4F 
愛知県 (有)富士タイプ製本所 448-0813 刈谷市小垣江町御茶屋下10-3
愛知県 ブラザー印刷(株) 444-0834 岡崎市柱町字福部池1番地200
愛知県 (有)メモリー 448-0005 刈谷市今川町山脇9番地
滋賀県 (株)池端印刷 520-0001 大津市蓮池町6-23
滋賀県 サンライズ出版(株) 522-0004 彦根市⿃居本町655-1
滋賀県 (有)竹田謄写堂 607-8032 京都市山科区四ノ宮奈良野町73
京都府 (株)あおぞら印刷 604-8431 京都市中京区⻄ノ京原町15
京都府 (有)⽊村桂文社 615-8113 京都市⻄京区川島梅園町110
京都府 (株)誠友社 616-8135 京都市右京区太秦小手角町20-5
京都府 双林(株) 601-8106 京都市南区上⿃羽北中ノ坪町2番地
京都府 たかや印房 616-8162 京都市右京区太秦蜂岡町30
京都府 (株)大光社 606-0864 京都市左京区下鴨高⽊町39-1
京都府 橋本印刷 600-8814 京都市下京区中堂寺庄ノ内町28-46
京都府 (株)北斗プリント社 606-8540 京都市左京区下鴨高⽊町38-2
京都府 (有)室町スピード印刷 600-8421 京都市下京区綾小路通室町東入童侍者町161番地 綾小路ｽｸｴｱ201号
京都府 ヤマビコ紙工 601-8211 京都市南区久世高田町33-8
京都府 洛東印刷(株) 607-8307 京都市山科区⻄野山射庭ノ上町307-24
大阪府 (株)アーツ 564-0062 吹田市垂水町3-7-18
大阪府 (株)アート印刷工芸社 577-0005 東大阪市七軒家5-2
大阪府 (株)アイコス 570-0032 守⼝市菊水通1丁目15-5
大阪府 赤⽊印刷(株) 544-0015 大阪市⽣野区巽南2-8-9
大阪府 赤坂印刷(株)大阪支店 537-0024 大阪市東成区東小橋1-18-10
大阪府 あさひ高速印刷(株) 550-0002 大阪市⻄区江⼾堀2-1-13
大阪府 旭紙工(株) 580-0046 松原市三宅中6-14-19
大阪府 (株)アピックス 541-0059 大阪市中央区博労町1-2-2
大阪府 尼崎印刷(株) 661-0975 尼崎市下坂部3-9-20
大阪府 アンシャル 531-0071 大阪市北区中津7-6-18 アンシャルビル
大阪府 石川特殊特急製本(株) 540-0014 大阪市中央区⻯造寺町7-38
大阪府 (株)泉谷印刷 533-0021 大阪市東淀川区下新庄5-18-17



大阪府 イセン印刷(株) 572-0846 寝屋川市高宮栄町22-18
大阪府 (株)イタニバインディング 533-0023 大阪市東淀川区東淡路3-3-47
大阪府 (株)イデアル 553-0002 大阪市福島区鷺州5-5-5
大阪府 内田印刷(株) 538-0053 大阪市鶴⾒区鶴⾒4-11-28
大阪府 (株)エフケイエス 553-0006 大阪市福島区吉野4-25-13 FKSﾋﾞﾙ
大阪府 オリンピア印刷(株) 550-0002 大阪市⻄区江⼾堀2-1-13 あさひ高速ﾋﾞﾙ6F
大阪府 (株)カード･アンド･メディア 530-0037 大阪市北区松ヶ枝町6-12 ⻄栄ﾋﾞﾙ
大阪府 川⻄軽印刷(株) 540-0005 大阪市中央区上町Ａ番22号 川⻄ﾋﾞﾙ
大阪府 (株)きたがわぷりんと 561-0885 豊中市岡町10-1
大阪府 (株)キンキ印刷プロ 550-0004 大阪市⻄区靱本町3-8-6
大阪府 (株)クイック 580-0021 松原市高⾒の⾥2-35-10
大阪府 (株)ケーエスアイ 557-0063 大阪市⻄成区南津守7-15-16
大阪府 (株)ケイ･エスピー 577-0045 東大阪市⻄堤本通東3-6-26
大阪府 京阪高速出版印刷(株) 531-0071 大阪市北区中津2-3-21
大阪府 (株)研美社 534-0025 大阪市都島区片町1-5-13 大手前ｾﾝﾁｭﾘｰﾋﾞﾙ5F
大阪府 宏文印刷(株) 537-0003 大阪市東成区神路2-9-6
大阪府 (株)広文堂 535-0002 大阪市旭区大宮1-5-11
大阪府 (株)広和印刷所 543-0002 大阪市天王寺区上汐5-4-6
大阪府 コロナ印刷(株) 532-0011 大阪市淀川区⻄中島6-3-14 DNX新大阪ﾋﾞﾙ7Ｆ
大阪府 (株)コンパス 530-0045 大阪市北区天神⻄町7-8
大阪府 (株)後藤 南大阪営業所 581-0081 ⼋尾市南本町9-5-18
大阪府 (株)五徳 578-0966 東大阪市三島2-8-21
大阪府 (有)三陽美術 580-0021 松原市高⾒の⾥3-16-2
大阪府 サンライズパブリケーション(株) 531-0076 大阪市北区大淀中3-5-13
大阪府 (株)CCG HONANDO 541-0054 大阪市中央区南本町1-8-14 堺筋本町ﾋﾞﾙ5F
大阪府 (株)シンカ･コミュニケーションズ 586-0009 河内⻑野市⽊⼾⻄町1-5-7
大阪府 (株)ジオン 531-0071 大阪市北区中津7-9-11 大真ﾋﾞﾙ1F
大阪府 (株)ＳＥＩＵＮＤＯ 541-0041 大阪市中央区北浜1-1-14 北浜一丁目平和ﾋﾞﾙ 7F
大阪府 (株)清和印刷センター 543-0014 大阪市天王寺区玉造元町21-26
大阪府 (株)ターン･アンド･フロンティア 550-0013 大阪市⻄区新町1-5-7 四ツ橋ﾋﾞﾙﾃﾞｨﾝｳ4F
大阪府 太成⼆葉産業(株) 537-0001 大阪市東成区深江北3-17-15
大阪府 大享印刷(株) 538-0041 大阪市鶴⾒区今津北4-13-33
大阪府 大和写真工業(株) 561-0828 豊中市三和町4-3-1
大阪府 (株)ＤＮＥＴ 660-0828 尼崎市東大物町2-1-21
大阪府 (株)ディプロス 541-0059 大阪市中央区博労町1-8-8 ﾋﾟｶｿ堺筋本町ﾋﾞﾙ
大阪府 (株)ＴＯＰ印刷 584-0052 富田林市佐備1811-1
大阪府 (有)トーヨープリント 570-0033 守⼝市大宮通4-10-3
大阪府 丹⽣紙工(株) 544-0011 大阪市⽣野区田島5-20-14



大阪府 (株)登プリント社 577-0808 東大阪市横沼町1-14-14
大阪府 (株)羽車 599-8101 堺市東区⼋下町3-50
大阪府 (株)美⽣社 557-0024 大阪市⻄成区出城1-7-4
大阪府 (株)ピーアンドディーヒロサワ 540-0026 大阪市中央区内本町1-2-15 8F25
大阪府 (株)フィッシュ 530-0024 大阪市北区山崎町2-11
大阪府 (有)ぺいじ・わん 550-0011 大阪市⻄区阿波座2-2-21 ﾀﾞｲﾄﾞｰﾒｿﾞﾝ本町201
大阪府 (株)邦文社 533-0011 大阪市東淀川区大桐1-5-2
大阪府 ホウユウ(株) 590-0925 堺市堺区綾之町東1丁1-8
大阪府 (株)ミトヨ 534-0002 大阪市都島区大東町2-13-10
大阪府 ミノックス(株) 541-0043 大阪市中央区高麗橋1-6-10 豊田⽇⽣北浜ﾋﾞﾙ
大阪府 (株)ミラテック 534-0025 大阪市都島区片町2-9-9
大阪府 メディアフタバ(株) 535-0031 大阪市旭区高殿2-14-24
大阪府 矢倉精美堂 530-0047 大阪市北区⻄天満3-3-13
大阪府 やまかつ(株) 531-0071 大阪市北区中津2-3-15
大阪府 山田製本(株) 553-0002 大阪市福島区鷺洲1-10-22
大阪府 (株)遊文舎 532-0012 大阪市淀川区⽊川東4-17-31
兵庫県 ⻘山企画印刷 671-2221 姫路市⻘山北3-2-2
兵庫県 (株)大塚商会 553-8558 大阪市福島区福島6-14-1 4F
兵庫県 小倉印刷(株) 671-0253 姫路市花田町一本松401-1
兵庫県 小野高速印刷(株) 670-0933 姫路市平野町62
兵庫県 オフィルクリエーション 658-0003 神⼾市東灘区本山北町5-5-11-302
兵庫県 きくもとグラフィックス(株) 669-3309 丹波市柏原町柏原2934-1 
兵庫県 (有)岸本出版印刷 652-0806 神⼾市兵庫区⻄柳原町3-29
兵庫県 (有)神⼾軽印刷社 650-0015 神⼾市中央区多聞通1-3-2 多聞ﾋﾞﾙ
兵庫県 交友印刷(株) 650-0047 神⼾市中央区港島南町5-4-5
兵庫県 作本印刷 679-4342 たつの市新宮町平野321-2
兵庫県 (有)字遊舎 670-0982 姫路市岡田150-4大⼆商会ﾋﾞﾙ
兵庫県 (有)末次印刷 671-1116 姫路市広畑区正門通3-4-3 末次ﾋﾞﾙ2.3F
兵庫県 (株)ティー・エム・ピー 670-0992 姫路市福沢町36番地
兵庫県 (株)トライス 650-0016 神⼾市中央区橘通1-1-9
兵庫県 富士高速印刷(株) 679-4232 姫路市林田町上伊勢962-3
兵庫県 村上旺文堂 671-1201 姫路市勝原区下太田198-5
兵庫県 湯河印刷(株) 672-8040 姫路市飾磨区野田町93
兵庫県 (株)リョーサン 652-0046 神⼾市兵庫区上沢通3-3-6
奈良県 (株)春⽇ 630-8126 奈良市三条栄町9-18
奈良県 共同プリント(株) 630-8325 奈良市⻄⽊辻町139-6
奈良県 (株)新踏社 630-8264 奈良市鍋屋町19-1
奈良県 丸善平版印刷社 634-0027 橿原市高殿町584-3



和歌山県 (株)ウイング 640-8411 和歌山市梶取17-2
和歌山県 (株)エヌ･ケイ･ステーション 640-8341 和歌山市⿊田95-3
和歌山県 (株)紀州商合印刷 641-0007 和歌山市小雑賀783
和歌山県 清水印刷(株) 641-0052 和歌山市東高松3-8-14
和歌山県 (株)第一製版印刷 641-0036 和歌山市⻄浜1660-421
和歌山県 (有)土屋総合印刷 640-8223 和歌山市湊北町1-12
和歌山県 (株)マージネット 649-2103 ⻄牟婁郡上富田町⽣馬811-1
和歌山県 (有)隆文社印刷所 644-0002 御坊市薗512
和歌山県 (株)和歌山吉弘商会 640-8363 和歌山市岡南ノ丁11
⿃取県 勝美印刷(株)⿃取支店 682-0722 ⿃取県東伯郡湯梨浜町はわい⻑瀬818-1
岡山県 片山印刷(株) 700-0035 岡山市北区高柳⻄町11-30
岡山県 土師印刷工芸(株) 700-0943 岡山市南区新福１丁目6-15
岡山県 (有)藤沢印刷 702-8002 岡山市中区桑野713-15
岡山県 (有)みがき栄伸堂 700-0811 岡山市北区番町2-12-3
広島県 (有)創元社 731-5116 広島市佐伯区⼋幡3-29-7
広島県 (株)タニシ企画印刷 730-0845 広島市中区舟入川⼝町4-2
広島県 (有)とき印刷 733-0005 広島市⻄区三滝町19-7-101コンフォール三滝
広島県 トリプルＡ 730-0005 広島市中区⻄白島町8-16 北野ﾋﾞﾙ弐番館2F
広島県 (株)ニシキプリント 733-0833 広島市⻄区商工ｾﾝﾀｰ7-5-33
広島県 (株)広瀬印刷 733-0012 広島市⻄区中広町3-3-12
広島県 ⼆葉孔版 737-0051 呉市中央5-7-13
広島県 (株)ポップジャパン 731-3168 広島市安佐南区伴南2丁目5-19-26
広島県 松本印刷(株) 739-0433 廿⽇市市下の浜5-12
広島県 リコージャパン(株) 広島支社 730-0013 広島市中区⼋丁堀3-33 広島ビジネスタワー
山⼝県 (株)ウイズプランニング 745-0812 周南市横浜町16-27
山⼝県 (株)桜プリント社 753-0212 山⼝市下小鯖3139-7
山⼝県 (有)精文社 745-0016 周南市若宮町1-55
山⼝県 (有)田中印刷 745-0037 周南市栄町1-1
山⼝県 (株)ふじたプリント社 745-0801 周南市大字久米3918
山⼝県 山五⻘写真工業(株) 745-0043 周南市都町3-1
徳島県 (株)印刷工房 770-0873 徳島市東沖洲2-1-15 ﾏﾘﾝﾋﾟｱ内
徳島県 遠藤印刷（株） 779-3233 名⻄郡石井町石井字石井683-8
徳島県 グランド印刷(株) 770-0941 徳島市万代町6-20-15
徳島県 太陽高速印刷(有) 774-0030 阿南市富岡町佃町557-1
徳島県 ディメンション ナントウ 770-0052 徳島市中島田町4-105-1
徳島県 (協業)徳島印刷センター 770-8056 徳島市問屋町165番地
徳島県 (有)フォトプリント白石 770-0003 徳島市北田宮2-7-70
徳島県 (有)宮本印刷所 770-8082 徳島市⼋万町川南120-8



徳島県 (有)⼋⽊印刷所 772-0001 鳴門市撫養町⿊崎字松島242
香川県 アート印刷(株) 761-0701 香川県⽊田郡三⽊町池⼾1779-13
香川県 (有)赤⽊印刷所 769-2304 さぬき市昭和3368番地
香川県 (株)荒⽊プリント社 760-0062 高松市塩上町3-6-23
香川県 (有)有明高速印刷 768-0072 観音寺市栄町2-5-12
香川県 (有)シーアンドシーイシハラ 760-0077 高松市上福岡町894-18
香川県 滝川印刷(株) 761-0705 香川県⽊田郡三⽊町井上3412番地
香川県 (有)多田謄写堂 760-0007 高松市中央町3-13 多田ﾋﾞﾙ1Ｆ
香川県 (株)美巧社 760-0063 高松市多賀町1-8-10
香川県 (有)松原製本所 761-8051 高松市⻄春⽇町1728-1
香川県 (株)万成社 760-0041 高松市百間町5-2
香川県 マンタニ印刷(有) 761-8011 高松市香⻄北町73-1
香川県 (株)メディア･ハウス 760-0001 高松市新北町11-23
香川県 (有)森崎印刷 761-8012 高松市香⻄本町269-6
愛媛県 有光印刷所 791-0211 東温市⾒奈良1429-5
愛媛県 (株)オフィス･コーゾー 790-0925 松山市鷹子町481-2
愛媛県 (有)オリック 791-2112 愛媛県伊予郡砥部町重光246-7
愛媛県 三創印刷(株) 790-0066 松山市宮田町3-3
愛媛県 (株)松栄印刷所 790-0003 松山市三番町7-9-2
愛媛県 制作工房NICO 790-0003 松山市三番町7-6-15
愛媛県 東洋オフプリント(有) 791-2112 愛媛県伊予郡砥部町重光247-5
愛媛県 (社福)白⿃会 東予希望の家 つばさ 799-1301 ⻄条市三芳1839-5
愛媛県 (株)ドリーム 791-8057 松山市大可賀2-4-32
愛媛県 (株)永⽊製本 790-0056 松山市土居田町767番地
愛媛県 南海プリント(株) 790-0051 松山市⽣石町449-3
愛媛県 不⼆印刷(株) 790-0054 松山市空港通2-13-30
愛媛県 (株)明朗社 791-2112 愛媛県伊予郡砥部町重光150-1
高知県 (有)大久保プリント 780-0928 高知市越前町1-4-11
高知県 (有)サカイ 780-0822 高知市はりまや町3-14-13
高知県 (有)三星堂 780-0870 高知市本町5-1-9
高知県 (有)三宮印刷 780-8008 高知市潮新町2-14-8
高知県 (株)伸光堂 780-8040 高知市神田638-24
高知県 （有）総合コピーサービス 780-8076 高知市朝倉東町43-13
高知県 (有)近森謄写堂 780-0870 高知市本町5-5-18
高知県 (有)⻄村謄写堂 780-0901 高知市上町1-6-4
高知県 (有)⽇本タイプ商会 780-0901 高知市上町3-7-32
高知県 (株)ファクトデザイン事務所 780-0822 高知市はりまや町3-19-15
高知県 (株)リーブル 780-8040 高知市神田2126-1



福岡県 アイメディア(株) 810-0075 福岡市中央区港2-11-8
福岡県 (有)アラト印刷 810-0062 福岡市中央区荒⼾1-12-6
福岡県 (株)大⾥印刷センター 812-0065 福岡市東区⼆⼜瀬新町12-29
福岡県 (株)紙弘 福岡支店 812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭6-6-37
福岡県 (有)川崎プリント社 812-0017 福岡市博多区美野島1-3-6
福岡県 シービーサービス(同) 810-0075 福岡市中央区港2-10-21 大原ﾋﾞﾙ1F
福岡県 (株)太陽プリント社 812-0018 福岡市博多区住吉4-4-16
福岡県 (有)田中凸版 812-0041 福岡市博多区吉塚4-6-50
福岡県 大商印刷(株) 812-0016 福岡市博多区博多駅南4-10-33
福岡県 (株)千代田サプライ 812-0008 福岡市博多区東光2-18-26
福岡県 (株)ネオプリンティング 812-0017 福岡市多区美野島3-18-17 TOWATAﾋﾞﾙ2F 
福岡県 (株)ハマダ印刷 812-0016 福岡市博多区博多駅南6-4-24
福岡県 (有)春吉プリント社 810-0003 福岡市中央区春吉2-18-14
福岡県 ペーパープラス 812-0013 福岡市博多区博多駅東3-11-11
福岡県 (有)宗像ビジネス 810-0072 福岡市中央区⻑浜3-1-14
福岡県 (株)森洋紙店 812-0013 福岡市博多区博多駅東3-11-9
福岡県 (有)ヤマダスピード製版 815-0031 福岡市南区清水2-10-18
福岡県 リョービMHIグラフィックテクノロジー(株)福岡支店 811-2305 福岡県粕屋郡粕屋町柚須107-1
福岡県 ロータリー印刷(株) 810-0075 福岡市中央区港2-8-9
熊本県 (株)河田印刷 861-4101 熊本市南区近⾒8-5-105
熊本県 (株)昭和印刷 860-0863 熊本市中央区坪井4-1-18
熊本県 シモダ印刷(株) 869-0562 宇城市不知⽕町⻑崎240番地1
熊本県 (資)髙田商会 860-0821 熊本市中央区本山4丁目7-78
熊本県 (資)ビーシー櫛山 860-0821 熊本市中央区本山4-3-22
熊本県 ホープ印刷(株) 861-8007 熊本市北区龍田弓削1-4-12
熊本県 (株)大和印刷所 861-8031 熊本市東区⼾島町920-11
大分県 (株)エデンメディアワークス 870-0937 大分市南津留8-1
大分県 (株)大分出版印刷 870-0841 大分市六坊北町4485-1
大分県 小野高速印刷(株) 870-0913 大分市松原町2-1-6
大分県 (株)キュープリント大分 870-0245 大分市大在北3-2-12
大分県 (株)クリエイツ 874-0022 別府市⻲川東町4-20
大分県 三和印刷出版(株) 870-1117 大分市高江⻄1丁目4323-22
大分県 (有)秀栄社 870-0901 大分市⻄新地2-3-34
大分県 (株)双林社 870-0048 大分市碩田町2-2-13
大分県 外堀印刷(有) 870-0025 大分市顕徳町1-10-21
大分県 (有)文化プロセス 874-0013 別府市古市町881-149
大分県 (有)舞鶴孔版 870-0936 大分市岩田町2-3-27
宮崎県 (株)ながと 882-0856 延岡市出北4-2479



鹿児島県 (有)アート印刷 892-0861 鹿児島市東坂元2-29-1
鹿児島県 (有)ナポリ印刷 892-0834 鹿児島市南林寺町26-27
鹿児島県 (有)新納シーリング印刷 891-0111 鹿児島市小原町30-27
鹿児島県 (有)松永印刷 890-0072 鹿児島市新栄町32-3


