
認証取得企業一覧(地域別)
都道府県 事業者名 工場名 工場住所 認証種別 初回認証日

佐藤印刷株式会社 手稲工場 北海道札幌市手稲区曙2条5丁目2番40号 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 札幌工場 北海道札幌市西区二十四軒四条一丁目1番30号 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 札幌工場 北海道札幌市西区二十四軒四条一丁目1番30号 マッチング認証 H24.3.30

青森県 株式会社こがわ 青森県青森市大字野木字野尻37番地91 標準印刷認証 H26.12.19

川口印刷工業株式会社 本社工場 岩手県盛岡市羽場10地割1番地2 標準印刷認証 H22.3.1

川口印刷工業株式会社 本社工場 岩手県盛岡市羽場10地割1番地2 マッチング認証 H24.3.30

株式会社ウエーブ 仙台事業所 宮城県仙台市泉区小角館前一番地 標準印刷認証 H26.10.29

株式会社仙台紙工印刷 宮城県仙台市宮城野区苦竹三丁目1番14号 標準印刷認証 H26.1.27

株式会社東北プリント 東部工場 宮城県仙台市若林区鶴代町5番10号 標準印刷認証 H27.10.26

株式会社トーユー 本社工場 宮城県仙台市若林区六丁の目西町1番40号 標準印刷認証 H29.11.28

株式会社トーユー 本社工場 宮城県仙台市若林区六丁の目西町1番40号 プルーフ運用認証 H30.6.21

株式会社トーユー 本社工場 宮城県仙台市若林区六丁の目西町1番40号 デジタル印刷認証 H30.6.21

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 仙台工場 宮城県仙台市泉区明通3丁目30番 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 仙台工場 宮城県仙台市泉区明通3丁目30番 マッチング認証 H24.3.30

株式会社ユーメディア 印刷センター 宮城県仙台市若林区六丁の目西町4番12号 標準印刷認証 H22.6.1

株式会社青葉堂印刷 本社工場 山形県米沢市アルカディア一丁目808番地22 標準印刷認証 H22.8.1

株式会社青葉堂印刷 本社工場 山形県米沢市アルカディア一丁目808番地22 マッチング認証 H30.4.24

株式会社大風印刷 本社工場 山形県山形市蔵王松ヶ丘一丁目2番地6 標準印刷認証 H29.12.19

株式会社光洋印刷 東根工場 山形県東根市温泉町三丁目12-25-1 標準印刷認証 H30.5.29

精英堂印刷株式会社 本社工場 山形県米沢市八幡原一丁目1番地16号 標準印刷認証 H22.11.1

精英堂印刷株式会社 本社工場 山形県米沢市八幡原一丁目1番地16号 マッチング認証 H24.10.31

藤庄印刷株式会社 蔵王の森工場 山形県上山市蔵王の森7 標準印刷認証 H28.11.24

藤庄印刷株式会社 蔵王の森工場 山形県上山市蔵王の森7 マッチング認証 R2.5.21

株式会社阿部紙工 本社工場 福島県福島市庄野字柿場1番11号 標準印刷認証 H25.11.25

株式会社日進堂印刷所 本社工場 福島県福島市庄野字柿場1番地の1 標準印刷認証 H22.8.1

ハート封筒株式会社 日立工場 茨城県日立市小木津町860-9 標準印刷認証 R2.4.23

株式会社博進紙器製作所 茨城第一工場 茨城県石岡市吉生3417番地 標準印刷認証 H26.2.24

栃木県 キヤノンメディカルシステムズ株式会社 ドキュメンテーション部 印刷・製本センター 栃木県大田原市下石上1376番地3 デジタル印刷認証 R3.1.22

ジャーナル印刷株式会社 本社工場 群馬県前橋市笂井町456番地1 標準印刷認証 H27.12.21

パッケージ池畠株式会社 本社工場 群馬県前橋市力丸町273番地2 標準印刷認証 H28.3.3

パッケージ池畠株式会社 本社工場 群馬県前橋市力丸町273番地2 プルーフ運用認証 H28.1.25

株式会社若草印刷 群馬県富岡市黒川710番地1 プルーフ運用認証 H30.5.29

株式会社暁印刷 埼玉工場 埼玉県入間郡三芳町藤久保550-1 標準印刷認証 H26.3.20

株式会社アサヒコミュニケーションズ 本社工場 埼玉県鴻巣市本町四丁目3番23号 標準印刷認証 H28.8.26

伊坂美術印刷株式会社 大利根工場 埼玉県加須市豊野台2丁目563の10番地 標準印刷認証 H26.5.26

岩岡印刷工業株式会社 本社工場 埼玉県入間郡三芳町北永井宮前157番地3 標準印刷認証 H29.8.29

株式会社ウエマツ 戸田工場 埼玉県戸田市笹目八丁目12番地2 標準印刷認証 H22.7.1

NTT印刷株式会社 生産本部 入間工場 運用担当 埼玉県入間市宮寺4102番18号 標準印刷認証 H22.8.1

株式会社エムケー 本社工場 埼玉県深谷市上原272 標準印刷認証 H30.9.20

株式会社音研 所沢事業所 埼玉県所沢市亀ヶ谷字東原19 標準印刷認証 R1.9.26

株式会社共栄メディア SPセンター 戸田工場 埼玉県戸田市笹目7-10-38 標準印刷認証 H22.7.1

株式会社共栄メディア SPセンター 戸田工場 埼玉県戸田市笹目7-10-38 マッチング認証 H24.6.7

共和印刷株式会社 本社工場 埼玉県新座市馬場四丁目1番29号 標準印刷認証 H24.1.18

株式会社広英社印刷 川口工場 埼玉県川口市江戸一丁目12番1号 標準印刷認証 H29.9.26

株式会社広済堂ネクスト さいたま工場 埼玉県さいたま市桜区町谷一丁目4番1号 標準印刷認証 H24.5.23

株式会社光邦 新座工場 埼玉県新座市野火止3丁目16番3号 標準印刷認証 H25.12.20

株式会社光陽社 飯能プリンティングセンターBASE 埼玉県飯能市茜台2-1-2 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社光陽社 飯能プリンティングセンターBASE 埼玉県飯能市茜台2-1-2 マッチング認証 H24.3.30

三共グラフィック株式会社 本社工場 埼玉県蕨市錦町二丁目3番14号 標準印刷認証 H22.3.1

三共グラフィック株式会社 本社工場 埼玉県蕨市錦町二丁目3番14号 マッチング認証 H24.8.27

サン・システム・サービス株式会社 本社工場 埼玉県新座市野火止三丁目16番3号 プルーフ運用認証 H26.11.28

株式会社シナテック 戸田工場 埼玉県戸田市笹目七丁目7番14号 標準印刷認証 H25.5.20

昭和情報プロセス株式会社 埼玉事業所 埼玉県加須市古川一丁目6番2号　加須大利根工業団地 標準印刷認証 H22.8.1

昭和情報プロセス株式会社 埼玉事業所 埼玉県加須市古川一丁目6番2号　加須大利根工業団地 マッチング認証 H24.5.23

株式会社新晃社 川口工場 埼玉県川口市弥平3丁目13番地5号 標準印刷認証 H26.4.25

株式会社新和製作所 本社工場 埼玉県川越市下赤坂736丁目2番 標準印刷認証 R3.1.22

スピックバンスター株式会社 戸田マシナリー 埼玉県戸田市大字下笹目字谷口164番4 標準印刷認証 H22.7.1

たつみ印刷株式会社 本社工場 埼玉県深谷市上敷免28番地2 標準印刷認証 H26.9.26

田中産業株式会社 本社K棟 埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目4番1号 標準印刷認証 H26.1.27

田中産業株式会社 本社K棟 埼玉県さいたま市中央区本町西5丁目4番1号 マッチング認証 H28.6.22

株式会社ＤＮＰ書籍ファクトリー 白岡工場 埼玉県白岡市篠津字立野1100-1 標準印刷認証 H22.3.1

東洋美術印刷株式会社 埼玉工場 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1367-2 標準印刷認証 H23.11.1

東洋美術印刷株式会社 埼玉工場 埼玉県ふじみ野市大井武蔵野1367-2 マッチング認証 H25.5.20

株式会社藤和 戸田工場 埼玉県戸田市氷川町3丁目11番地10号 標準印刷認証 H24.10.31

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 川口工場 埼玉県川口市弥平4丁目3番1号 標準印刷認証 H24.12.25

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 川口工場 埼玉県川口市弥平4丁目3番1号 マッチング認証 H26.12.19

株式会社日立ドキュメントソリューションズ 坂戸事業所 埼玉県坂戸市千代田五丁目5番8号 標準印刷認証 H23.3.1

不二工芸印刷株式会社 本社工場 埼玉県川口市柳崎二丁目19番50号 標準印刷認証 R3.7.27

株式会社文化カラー印刷 三芳工場 埼玉県入間郡三芳町北永井439-1 標準印刷認証 H23.1.1

光村印刷株式会社 川越工場 埼玉県川越市南台一丁目1番地1 標準印刷認証 H26.7.24

株式会社ミニカラー 埼玉工場 埼玉県川口市八幡木3丁目13番11号 標準印刷認証 H26.8.29

株式会社ユーホウ 本社 蕨工場 埼玉県蕨市北町5-10-28 標準印刷認証 H29.5.29

株式会社リーブルテック 埼玉工場 埼玉県加須市古川2丁目3番1号 標準印刷認証 H24.10.31

株式会社リーブルテック 埼玉工場 埼玉県加須市古川2丁目3番1号 マッチング認証 H26.7.24
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都道府県 事業者名 工場名 工場住所 認証種別 初回認証日

株式会社共進ペイパー＆パッケージ 関東工場 千葉県千葉市花見川区犢橋町1616 デジタル印刷認証 R2.1.28

共立速記印刷株式会社 野田工場 千葉県野田市二ツ塚286番地5号 標準印刷認証 H28.7.22

株式会社崑崙印刷 土気工場 千葉県千葉市緑区大野台二丁目3番44号 標準印刷認証 H26.10.29

ダイオーミウラ株式会社 船橋工場 千葉県船橋市習志野四丁目9番5号 標準印刷認証 H22.3.1

ダイオーミウラ株式会社 船橋工場 千葉県船橋市習志野四丁目9番5号 マッチング認証 H24.4.20

ダイオーミウラ株式会社 船橋工場 千葉県船橋市習志野四丁目9番5号 プルーフ運用認証 H29.5.29

株式会社D&Pメディア 本社　平山工場 千葉県千葉市緑区平山町176番1 標準印刷認証 H22.8.1

株式会社D&Pメディア 本社　平山工場 千葉県千葉市緑区平山町176番1 マッチング認証 H24.7.20

双葉工芸印刷株式会社 市川工場 千葉県市川市堀之内五丁目21番11号 標準印刷認証 H25.10.25

アールプロセス株式会社 東京都板橋区小豆沢2-9-22 標準印刷認証 H24.9.26

株式会社浅野製版所 本社工場 東京都中央区築地三丁目14番2号 デジタル印刷認証 H29.11.28

株式会社アテナ POD事業部 PODセンター 東京都江戸川区臨海町五丁目2番2号 デジタル印刷認証 H31.3.25

株式会社一九堂印刷所 東京工場 東京都江東区平野二丁目16番5号 標準印刷認証 H23.4.1

株式会社エイエヌオフセット 東京工場 東京都板橋区新河岸二丁目5番10号 標準印刷認証 H22.3.1

エイト印刷株式会社 常盤台工場 東京都板橋区前野町六丁目4番7号 標準印刷認証 H27.9.30

エイト印刷株式会社 常盤台工場 東京都板橋区前野町六丁目4番7号 マッチング認証 H29.8.29

株式会社加藤文明社印刷所 新宿生産センター 東京都新宿区東五軒町6番27号 標準印刷認証 H30.5.29

株式会社技秀堂 本社工場 東京都荒川区西日暮里二丁目36番15号 標準印刷認証 H25.4.22

株式会社技秀堂 本社工場 東京都荒川区西日暮里二丁目36番15号 マッチング認証 H27.3.26

キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ株式会社 Customer Experience Center Tokyo 東京都大田区下丸子三丁目30番2号 デジタル印刷認証 H30.8.22

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 品川プロダクションシステムセンター 東京都港区港南2丁目16番6号 キヤノンSタワー デジタル印刷認証 H29.7.25

株式会社共栄メディア プリントセンター デジタルプレスルーム 東京都新宿区改代町16番地 プルーフ運用認証 H25.4.22

株式会社金羊社 本社 東京都大田区鵜の木二丁目8番4号 デジタル印刷認証 H29.5.29

熊谷印刷株式会社 本社工場 東京都江東区潮見二丁目3番4号 標準印刷認証 H29.8.29

株式会社グラムス 東京都江東区亀戸二丁目28番4号 プルーフ運用認証 H26.6.27

惠友印刷株式会社 板橋工場 東京都板橋区大原町46-2 標準印刷認証 H24.10.31

広研印刷株式会社 本社 東京都豊島区高田三丁目3番16号 プルーフ運用認証 H24.9.26

広研印刷株式会社 早稲田工場 東京都豊島区高田一丁目17番15号 標準印刷認証 H22.11.1

広研印刷株式会社 早稲田工場 東京都豊島区高田一丁目17番15号 マッチング認証 H24.8.27

こだま印刷株式会社 板橋工場 東京都板橋区東坂下2丁目2番15号 標準印刷認証 H24.5.23

コニカミノルタジャパン株式会社 デジタルイメージングスクエア 東京都港区芝浦一丁目1番1号 デジタル印刷認証 H29.9.26

小宮山印刷株式会社 田無工場 東京都西東京市芝久保町2丁目9番地34号 標準印刷認証 H22.7.1

株式会社サンエープリント 千住工場 東京都荒川区南千住4丁目1-1 標準印刷認証 H25.12.20

三松堂印刷株式会社 板橋工場 東京都板橋区前野町6-5-1 標準印刷認証 R3.7.27

株式会社三進社 尾久工場 東京都荒川区西尾久八丁目32番4号 標準印刷認証 H23.1.1

三美印刷株式会社 総合工場 東京都荒川区町屋6丁目32番7号 標準印刷認証 H26.2.24

三報社印刷株式会社 江戸川工場 東京都江戸川区松江四丁目26番11号 標準印刷認証 H27.7.24

株式会社しまや出版 足立工場 東京都足立区宮城二丁目10番12号 標準印刷認証 H25.11.25

株式会社ジャパン・スリーブ 本社 DPP制作本部 K-スタジオ 東京都墨田区両国三丁目21番11号 プルーフ運用認証 H27.12.21

株式会社ショウエイ 東京都文京区水道二丁目5番22号 標準印刷認証 H25.10.25

株式会社ショウエイ 東京都文京区水道二丁目5番22号 マッチング認証 H30.3.28

株式会社正栄堂 本社工場 東京都板橋区中丸町33番6号 標準印刷認証 H28.11.24

株式会社ショウエイ 東京都文京区水道二丁目5番22号 プルーフ運用認証 H25.10.25

勝美印刷株式会社 立石工場 東京都葛飾区立石3丁目13番2号 標準印刷認証 H24.3.30

シンソー印刷株式会社 本社工場 東京都新宿区中落合一丁目6番8号 標準印刷認証 H26.8.29

株式会社セントラルプロフィックス 豊洲工場 東京都江東区枝川二丁目4番16号 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社セントラルプロフィックス 豊洲工場 東京都江東区枝川二丁目4番16号 マッチング認証 H24.3.30

壮光舎印刷株式会社 本社工場 東京都荒川区荒川八丁目20番1号 標準印刷認証 R4.2.24

株式会社宗美 東京都新宿区天神町64番地　プラスパービル3階 プルーフ運用認証 H24.9.26

第一資料印刷株式会社 NBD統括事業部 東京都新宿区築地町4番地 神楽坂テクノス4F デジタル印刷認証 H29.8.29

第一資料印刷株式会社 本社工場 東京都新宿区築地町8番地7 標準印刷認証 H29.11.28

株式会社第一製版 新虎スーパーラボ 東京都港区新橋5丁目20番4号 プルーフ運用認証 H29.3.29

泰輝印刷株式会社 本社工場 東京都板橋区前野町2丁目19番1号 プルーフ運用認証 H24.11.30

株式会社大三オフセット 東京都板橋区志村1丁目3番12号 標準印刷認証 H22.8.1

大洋印刷株式会社 本社工場 東京都大田区昭和島一丁目6番31号 プルーフ運用認証 H30.10.25

大洋印刷株式会社 本社工場 東京都大田区昭和島一丁目6番31号 標準印刷認証 H30.2.20

株式会社千代田プリントメディア 東京都品川区大崎一丁目18番16号 プルーフ運用認証 H28.7.22

株式会社DNPグラフィカ 榎町工場 東京都新宿区榎町7番地 標準印刷認証 H28.7.22

株式会社DNPメディア・アート 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号 プルーフ運用認証 H27.8.28

株式会社ディープラン 本社工場 東京都武蔵村山市学園1丁目100番4号 標準印刷認証 H30.1.23

株式会社デジタルキアロ 東京オフィス 東京都台東区浅草一丁目34番1号中川ビル6F プルーフ運用認証 H26.8.29

株式会社東京ニュース 本社事務所 東京都千代田区神田東松下町10-5 プルーフ運用認証 R3.11.25

東京平版株式会社 岩戸町工場 東京都新宿区岩戸町11番地 標準印刷認証 H24.1.18

東京平版株式会社 岩戸町工場 東京都新宿区岩戸町11番地 マッチング認証 H29.4.24

東京平版株式会社 本社工場 東京都新宿区箪笥町8番地 プルーフ運用認証 H24.3.30

東京リスマチック株式会社 西台工場 東京都板橋区舟渡四丁目4番27号 標準印刷認証 H22.8.1

東京リスマチック株式会社 西台工場 東京都板橋区舟渡四丁目4番27号 マッチング認証 H24.5.23

東京リスマチック株式会社 舟渡工場 東京都板橋区舟渡三丁目14番21号 標準印刷認証 H24.6.7

東京リスマチック株式会社 舟渡工場 東京都板橋区舟渡三丁目14番21号 マッチング認証 H28.5.19

株式会社トーン・アップ 新虎スーパーラボ 東京都港区新橋5丁目20番4号 プルーフ運用認証 H29.2.24

株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ 板橋事業所 東京都板橋区志村1－11－1 プルーフ運用認証 H25.3.18

日経印刷株式会社 グラフィックガーデン 東京都板橋区舟渡3丁目7番16号 標準印刷認証 H24.4.20

日経印刷株式会社 グラフィックガーデン 東京都板橋区舟渡3丁目7番16号 マッチング認証 H25.9.20

日経印刷株式会社 グラフィックガーデン 東京都板橋区舟渡3丁目7番16号 プルーフ運用認証 H24.11.30

株式会社日光プロセス 東京本社 東京都墨田区菊川2丁目23番12号 プルーフ運用認証 H25.10.25

株式会社日庄 両国工場 東京都墨田区亀沢一丁目3番3号 標準印刷認証 H22.7.1

株式会社日庄 両国工場 東京都墨田区亀沢一丁目3番3号 マッチング認証 H25.7.22

千葉県

東京都
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都道府県 事業者名 工場名 工場住所 認証種別 初回認証日

株式会社日精ピーアール 保木間プリテックセンター 東京都足立区保木間1丁目28番17号 標準印刷認証 R2.2.27

株式会社日精ピーアール 本社 東京都千代田区岩本町1丁目10番5号 TMMビル7階 プルーフ運用認証 R3.2.24

株式会社八光社 板橋工場 東京都板橋区熊野町22-3 標準印刷認証 H25.10.25

株式会社帆風 竹橋プリンティングセンター 東京都千代田区一ツ橋1丁目1番地1号 パレスサイドビルB3F 標準印刷認証 H25.12.20

株式会社ビジブル 東京事業所 東京都中央区銀座1丁目19番7号 プルーフ運用認証 H25.2.22

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 グラフィックコミュニケーションサービス東京 東京都中野区本町2丁目46-1 サンブライトツインビル16F デジタル印刷認証 H29.5.29

双葉印刷株式会社 東京都文京区関口1-35-8 標準印刷認証 H30.11.27

株式会社プリマリール 東京都新宿区下宮比町2番29号 飯田橋NKビル6F 標準印刷認証 H26.1.27

株式会社プロネート 本社工場 東京都板橋区前野町二丁目19番3号 標準印刷認証 H29.7.25

株式会社プロネート 本社工場 東京都板橋区前野町二丁目19番3号 プルーフ運用認証 H29.8.29

文唱堂印刷株式会社 町屋総合工場 東京都荒川区町屋八丁目22番10号 標準印刷認証 H24.6.7

株式会社文星閣 昭和島本社工場 東京都大田区昭和島1-5-32 標準印刷認証 H26.7.24

ミカ製版株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町27番9号 プルーフ運用認証 H28.6.22

光村印刷株式会社 本社生産管理部 東京都品川区大崎一丁目15番9号 プルーフ運用認証 H25.3.18

株式会社明祥 東京都江東区新大橋一丁目8番7号 標準印刷認証 H26.6.27

望月印刷株式会社 業平工場 東京都墨田区業平一丁目6番2号 標準印刷認証 H26.9.26

望月印刷株式会社 業平工場 東京都墨田区業平一丁目6番2号 マッチング認証 R2.4.23

山口証券印刷株式会社 インセンクス事業部 東京都千代田区外神田三丁目7番16号 プルーフ運用認証 H24.11.30

株式会社ugo 東京都新宿区下宮比町2番29号 標準印刷認証 H26.1.27

ヨシダ印刷株式会社 江東潮見工場 東京都江東区潮見二丁目5番6号 標準印刷認証 H25.1.28

株式会社リーブルテック 本社 東京都北区堀船一丁目23番31号 プルーフ運用認証 H25.3.18

リコージャパン株式会社 リコークリエイティブサービス平和島プリントセンター 東京都大田区平和島5丁目1番地3号 物流センター平和島第1 デジタル印刷認証 H29.9.26

株式会社ワコー 本社 生産部 東京都千代田区飯田橋三丁目11番7号 デジタル印刷認証 H29.10.24

株式会社神奈川機関紙印刷所 本社工場 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目1番地の12 標準印刷認証 H24.2.23

佐川印刷株式会社 厚木工場 神奈川県厚木市上依知3009番地 標準印刷認証 H23.12.1

有限会社ねこのしっぽ 玉川工場 神奈川県川崎市高津区下野毛三丁目15番10号 標準印刷認証 H24.11.30

株式会社野毛印刷社 福浦工場 神奈川県横浜市金沢区福浦二丁目4番11号 標準印刷認証 H23.12.1

株式会社横浜リテラ 本社工場 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町1965-4 標準印刷認証 H24.5.23

株式会社ウィザップ 新潟県新潟市中央区南出来島二丁目1番25号 標準印刷認証 H26.1.27

島津印刷株式会社 本社工場 新潟県新発田市富塚1419 標準印刷認証 H25.5.20

昭栄印刷株式会社 本社工場 新潟県新発田市住田97番地 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社タカヨシ 本社工場 新潟県新潟市江南区亀田工業団地一丁目3番21号 標準印刷認証 H25.8.19

北越印刷株式会社 本社工場 新潟県⾧岡市南陽2丁目949-8 標準印刷認証 H25.9.20

株式会社メディック 新潟県新潟市東区津島屋七丁目102番地1 プルーフ運用認証 H28.10.26

富山県 株式会社グラフ 本社工場 富山県富山市中田45番地63 標準印刷認証 H28.1.25

株式会社ウイル・コーポレーション 北國工場 石川県白山市福留町370番地 デジタル印刷認証 R1.12.20

株式会社笠間製本印刷 本社工場 石川県白山市竹松町1905番 標準印刷認証 H25.9.20

株式会社笠間製本印刷 本社工場 石川県白山市竹松町1905番 マッチング認証 H26.2.24

株式会社ショセキ 白山工場 石川県白山市鹿島町2号17-1 標準印刷認証 H30.12.20

高桑美術印刷株式会社 川北事業部工場 石川県能美郡川北町土室か16番地1 標準印刷認証 H25.1.28

能登印刷株式会社 白山工場 石川県白山市番匠町293番地 標準印刷認証 H22.12.1

能登印刷株式会社 白山工場 石川県白山市番匠町293番地 マッチング認証 H25.11.25

ヨシダ印刷株式会社 金沢本社工場 石川県金沢市御影町19番1号 標準印刷認証 H24.12.25

福井県 株式会社国府印刷社 本社工場 福井県越前市北府2丁目11番16号 標準印刷認証 H28.9.26

株式会社サンニチ印刷 国母工場 山梨県甲府市宮原町608番1 標準印刷認証 H22.7.1

プリントネット株式会社 東京西第二工場 山梨県上野原市八ツ沢2193-11 標準印刷認証 H24.7.20

株式会社アルキャスト 本社工場 ⾧野県⾧野市中御所四丁目3番13号 標準印刷認証 H26.8.29

株式会社イシワタグラフィックス 本社工場 ⾧野県⾧野市大字大町1053番地31 標準印刷認証 H30.8.22

株式会社小松総合印刷所 本社工場 ⾧野県伊那市横山10955番地1 標準印刷認証 H29.3.29

株式会社佐久印刷所 本社工場 ⾧野県佐久市原487番地 標準印刷認証 H22.3.1

信教印刷株式会社 本社工場 ⾧野県⾧野市大豆島東沖4321番地 標準印刷認証 H22.3.1

藤原印刷株式会社 本社工場 ⾧野県松本市新橋7番21号 標準印刷認証 H24.10.31

株式会社プラルト 本社工場 ⾧野県松本市大字笹賀5985 標準印刷認証 H28.11.24

株式会社プラルト 本社工場 ⾧野県松本市大字笹賀5985 マッチング認証 H29.5.29

サンメッセ株式会社 本社工場 岐阜県大垣市久瀬川町七丁目5番地の1 標準印刷認証 H29.1.27

西濃印刷株式会社 本社工場 岐阜県岐阜市七軒町15番地 標準印刷認証 H23.5.1

丸理印刷株式会社 本社工場 岐阜県瑞浪市学園台五丁目1番地の1 標準印刷認証 H22.3.1

丸理印刷株式会社 本社工場 岐阜県瑞浪市学園台五丁目1番地の1 マッチング認証 H24.2.24

株式会社エイエイピー 事業本部 プリントメディア事業部 静岡県田方郡函南町上沢155 標準印刷認証 H23.11.1

株式会社エイエイピー 事業本部 プリントメディア事業部 静岡県田方郡函南町上沢155 マッチング認証 H25.12.20

株式会社金羊社 御殿場工場 静岡県御殿場市神場二丁目1番地 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社金羊社 御殿場工場 静岡県御殿場市神場二丁目1番地 マッチング認証 H23.12.27

株式会社金羊社 御殿場工場 静岡県御殿場市神場二丁目1番地 デジタル印刷認証 H29.5.29

杉山メディアサポート株式会社 新都田工場 静岡県浜松市北区新都田一丁目10番2号 標準印刷認証 H27.12.21

星光社印刷株式会社 豊田工場 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目6番12号 標準印刷認証 H30.5.29

星光社印刷株式会社 豊田工場 静岡県静岡市駿河区豊田三丁目6番12号 プルーフ運用認証 H30.5.29

図書印刷株式会社 沼津工場 静岡県沼津市大塚15番地 標準印刷認証 H22.7.1

図書印刷株式会社 沼津工場 静岡県沼津市大塚15番地 マッチング認証 H24.10.31

株式会社アイワット 豊田工場 愛知県豊田市鴻ノ巣町五丁目20番10号 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社キングコーポレーション 本社工場（津島） 愛知県津島市牧野町字昭和15番地 標準印刷認証 H28.9.26

竹田印刷株式会社 中部事業部 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号 プルーフ運用認証 H30.3.28

竹田印刷株式会社 中部事業部 愛知県名古屋市昭和区白金一丁目11番10号 デジタル印刷認証 H30.8.22

株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ 中部制作部 愛知県名古屋市西区野南町19 プルーフ運用認証 H25.3.18

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 名古屋工場 愛知県名古屋市西区野南町19番地 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 名古屋工場 愛知県名古屋市西区野南町19番地 マッチング認証 H24.3.30

⾧苗印刷株式会社 春日井工場 愛知県春日井市神屋町引沢1番47号 標準印刷認証 H28.10.26

石川県

山梨県

⾧野県

岐阜県

静岡県

愛知県

神奈川県

新潟県
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三重県 富士印刷株式会社 本社工場 三重県四日市市南起町4番1号 標準印刷認証 R4.2.24

アインズ株式会社 本社工場 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3 標準印刷認証 H29.2.24

株式会社ウエーブ 滋賀事業所 滋賀県守山市勝部六丁目2番1号 標準印刷認証 H23.10.1

株式会社写真化学 メディアカンパニー草津事業所 滋賀県草津市野路東七丁目2番10号 標準印刷認証 H22.9.1

岩本印刷株式会社 京都府京都市南区吉祥院新田弐ノ段町12番地 標準印刷認証 H27.11.25

株式会社オスカーヤマト印刷 本社工場 京都府京都市南区吉祥院流作町31番地 標準印刷認証 H31.3.25

共同印刷工業株式会社 本社工場 京都府京都市右京区西院清水町156番地1 標準印刷認証 H29.12.19

株式会社グラフィック 京都竹田工場 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町33番地 標準印刷認証 H22.7.1

株式会社グラフィック 京都竹田工場 京都府京都市伏見区下鳥羽東芹川町33番地 マッチング認証 H25.1.28

佐川印刷株式会社 本社工場 京都府向日市森本町戌亥5番地の3 標準印刷認証 H22.11.1

大光印刷株式会社 亀岡工場 京都府亀岡市大井町土田3丁目20-33 標準印刷認証 H28.6.22

株式会社谷印刷所 西工場 京都府京都市右京区西院太田町62番地 標準印刷認証 H29.8.29

常盤印刷紙工株式会社 本社工場 京都府京都市南区吉祥院池ノ内町67 標準印刷認証 H25.5.20

株式会社ファインワークス 吉祥院工場 京都府京都市南区吉祥院中河原西屋敷町15 標準印刷認証 R3.11.25

和多田印刷株式会社 本社工場 京都府京都市南区東九条南河辺町5番地 標準印刷認証 H22.3.1

あさひ高速印刷株式会社 本社工場 大阪府大阪市西区江戸堀二丁目1番13号 プルーフ運用認証 H26.2.24

キングプリンティング株式会社 本社工場 大阪府堺市堺区山本町1丁18番2号 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社熊谷写真製版 本社工場 大阪府大阪市東住吉区湯里六丁目14番18号 プルーフ運用認証 H26.11.28

株式会社ケイ・エスピー 本社工場 大阪府東大阪市西堤本通東三丁目6番26号 標準印刷認証 R1.10.24

株式会社高速オフセット 商業印刷センター 大阪府堺市堺区緑町3丁139番地 標準印刷認証 H25.12.20

寿印刷株式会社 本社平版工場 大阪府大阪市西淀川区歌島1丁目4番4号 標準印刷認証 H29.7.25

株式会社秀永 第二工場 大阪府東大阪市新庄東6番3号 標準印刷認証 H23.10.1

株式会社昭和誠輝堂 本社工場 大阪府大阪市中央区玉造一丁目10番18号 標準印刷認証 H26.6.27

太成二葉産業株式会社 本社工場 大阪府大阪市東成区深江北3丁目17-15 標準印刷認証 H28.4.22

太成二葉産業株式会社 本社工場 大阪府大阪市東成区深江北三丁目17番15号 プルーフ運用認証 H29.6.28

太成二葉産業株式会社 本社工場 大阪府大阪市東成区深江北三丁目17番15号 デジタル印刷認証 H31.3.25

株式会社ダイム 本社工場 大阪府吹田市江坂町二丁目6番5号 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社ダイム 本社工場 大阪府吹田市江坂町二丁目6番5号 マッチング認証 H24.4.20

稲光製版株式会社 本社工場 大阪府大阪市城東区蒲生二丁目1番19号 プルーフ運用認証 R4.3.23

トキワ印刷株式会社 本社工場 大阪府東大阪市池島町8丁目6番32号 標準印刷認証 H26.3.20

トキワ印刷株式会社 本社工場 大阪府東大阪市池島町8丁目6番32号 マッチング認証 H26.10.29

株式会社日光プロセス 大阪事業部 大阪府大阪市天王寺区寺田町2丁目2番26号 プルーフ運用認証 H25.6.21

株式会社日宣印刷 本社工場 大阪府大阪市城東区古市三丁目14番26号 標準印刷認証 H29.10.24

株式会社日版プリント 本社工場 大阪府大阪市生野区新今里1丁目18番19号 標準印刷認証 R1.11.26

ハート封筒株式会社 本社 大阪工場 大阪府八尾市老原八丁目99番地 標準印刷認証 H25.4.22

株式会社ハラタ 本社工場 大阪府大阪市北区⾧柄西一丁目7番43号 標準印刷認証 H22.9.1

株式会社ビジブル 大阪事業所 大阪府大阪市中央区南久宝寺町四丁目3番5号 プルーフ運用認証 H25.2.22

株式会社美生社 本社工場 大阪府大阪市西成区出城一丁目7番4号 標準印刷認証 H24.12.25

株式会社美生社 本社工場 大阪府大阪市西成区出城一丁目7番4号 マッチング認証 H25.9.20

株式会社美生社 本社工場 大阪府大阪市西成区出城一丁目7番4号 デジタル印刷認証 R1.7.23

富士精版印刷株式会社 本社工場 大阪府大阪市淀川区西宮原二丁目4番33号 標準印刷認証 H22.12.1

プリントビズ株式会社 中央営業所 大阪府大阪市中央区上町1丁目19番4号 プルーフ運用認証 H25.5.20

プリントビズ株式会社 中央営業所 大阪府大阪市中央区上町1丁目19番4号 デジタル印刷認証 H30.8.22

プリントビズ株式会社 東大阪工場 大阪府東大阪市菱江四丁目6番44号 標準印刷認証 H25.5.20

プリントビズ株式会社 東大阪工場 大阪府東大阪市菱江四丁目6番44号 マッチング認証 H25.10.25

HOTARU株式会社 大阪府大阪市住之江区浜口西1丁目13番3号 標準印刷認証 H26.8.29

船場印刷株式会社 兵庫県姫路市定元町4番地の2 デジタル印刷認証 R1.5.23

船場印刷株式会社 兵庫県姫路市定元町4番地の2 標準印刷認証 H23.11.1

大和美術印刷株式会社 本社工場 兵庫県姫路市網干区新在家1275番地 標準印刷認証 H25.10.25

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 滝野工場 兵庫県加東市河高355番地4 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 滝野工場 兵庫県加東市河高355番地4 マッチング認証 H24.3.30

山野印刷株式会社 本社工場 兵庫県姫路市岡田479番地 標準印刷認証 H29.3.29

奈良県 株式会社明新社 本社工場 奈良県奈良市南京終町三丁目464番地 プルーフ運用認証 H27.9.30

中和印刷紙器株式会社 本社工場 和歌山県和歌山市久保丁四丁目53番地 標準印刷認証 H27.4.28

株式会社和歌山印刷所 本社工場 和歌山県和歌山市狐島609番地の9 標準印刷認証 H27.3.26

研精堂印刷株式会社 本社 岡山県岡山市北区高柳東町10番30号 デジタル印刷認証 H29.6.28

株式会社玉島活版所 岡山県倉敷市船穂町船穂2095番地11 標準印刷認証 H25.11.25

株式会社ファビオ 本社工場 岡山県岡山市南区新保685番地の3 標準印刷認証 H25.11.25

株式会社みつ印刷 本社工場 岡山県岡山市北区田益1302番地1 標準印刷認証 H27.11.25

株式会社栄光 本社工場 広島県福山市箕島町南丘6455番地3 標準印刷認証 H25.10.25

株式会社栄光 本社工場 広島県福山市箕島町南丘6455番地3 デジタル印刷認証 H30.3.28

山口県 大村印刷株式会社 本社工場 山口県防府市西仁井令一丁目21番55号 標準印刷認証 H22.3.1

香川県 小松印刷株式会社 本社工場 香川県高松市香南町由佐2100番地1 標準印刷認証 H27.11.25

セキ株式会社 伊予工場 愛媛県伊予市下三谷290番地1 標準印刷認証 H27.1.28

セキ株式会社 伊予工場 愛媛県伊予市下三谷290番地1 マッチング認証 H28.3.3

株式会社伸和 本社工場 福岡県福岡市東区社領二丁目7番4号 標準印刷認証 H24.7.20

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 福岡工場 福岡県古賀市青柳3272 標準印刷認証 H22.3.1

株式会社トッパンコミュニケーションプロダクツ 福岡工場 福岡県古賀市青柳3272 マッチング認証 H24.3.30

株式会社丸信 紙器印刷加工工場 福岡県久留米市山川市ノ上町7番20号 標準印刷認証 H28.1.25

株式会社ミドリ印刷 西月隈工場 福岡県福岡市博多区西月隈一丁目2番11号 標準印刷認証 H26.12.19

熊本県 NTT印刷株式会社 生産本部 熊本工場 運用担当 熊本県菊池市七城町蘇崎1241-6 標準印刷認証 H24.9.26

大分県 いづみ印刷株式会社 本社 大分県大分市高江西一丁目4323番地の25 標準印刷認証 R3.7.27

渕上印刷株式会社 枚葉印刷工場 鹿児島県鹿児島市南栄三丁目1-6 標準印刷認証 H26.6.27

プリントネット株式会社 九州工場 鹿児島県姶良市加治木町木田1377番地23 標準印刷認証 H24.9.26

丸正印刷株式会社 本社工場 沖縄県中頭郡西原町字小那覇1215番地 標準印刷認証 H26.6.27

丸正印刷株式会社 本社工場 沖縄県中頭郡西原町字小那覇1215番地 マッチング認証 H28.8.26
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