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QCD（品質・コスト・納期）の競争から企業価値の競争へ。企業としての信頼性や社会的責任が問わ

れる中、全日本印刷工業組合連合会（以下、全印工連）では、CSR（企業の社会的責任）研究の第一人

者である横浜市立大学の影山教授監修のもと中小印刷業 CSR 規格を策定し、地域に密着した CSR に

取り組み、顧客・社会から必要とされるパートナーとして成長する企業の CSR 認定に取り組んでいま

す。（2014 年８月現在 CSR 認定企業は７3 社） 

全印工連 CSR 認定の標準認定であるワンスター認定の第７回認定募集を行いますので、これから

CSR に取り組む方も既に取り組まれている方も、ご利用くださいますよう、ご案内申し上げます。 
 

 

 
 

都道府県印刷工業組合に所属する組合員企業 
 

 

 
 

201４年８月１日（金）～１０月３１日（金） ※ 201４年１２月認定登録（予定） 
 

 

 
 

応募申込書の到着後、全印工連より申請書類をお送りいたしますので、次の①～⑤を提出して下さい。 

① ＣＳＲ取り組み項目チェックリスト ② 法令遵守宣誓書（所定様式） 

③ 納税証明書（税務署が交付した証明書） ④ 過去３年の行政処分がないことの宣誓書（所定様式） 

⑤ 添付書類（ＣＳＲ取り組み項目チェックリストで選択した項目を証明する書類） 
 

 

 
 

ワンスター認定は CSR 認定の標準認定であり、審査機関の横浜市立大学 CSR 

センターが書類審査を実施し、外部の有識者で構成する全印工連 CSR 認定委 

員会認定委員会において認定します。認定企業は、CSR マークを自社の名刺や 

ホームページ、顧客の印刷製品に表示 

することができます。 

認定取得後は２年毎に 

更新審査を行い、上位 

認定であるツースター 

認定を取得することも 

可能です。 
 
 

 

 
 

           （単位：円・税込み） 

従業員数 1～9 10～19 20～29 30～39 40～49 50～99 100～199 200～299 300～ 

認定費用 54,000 59,400 64,800 75,600 86,400 97,200 108,000 118,800 129,600 
 

※認定費用は従業員規模により異なります。従業員数には従業員のほか役員も含まれます。 
 

 

 
 

 

全印工連 CSR 認定事務局 TEL 03-3552-4571  e-mail csr@aj-pia.or.jp 

  詳細はホームページをご覧ください  全印工連 CSR   検索  

 全印工連ＣＳＲ認定のご案内 
－第７回ワンスター認定募集（201４年１０月 3１日〆）－ 

応募資格 

申請書類 

認定費用 

認定の概要 

募集期間 

 

 
印刷会社 

①認定申請 

⑤認定登録 ④審査報告 

 

横浜市立大学 CSR ｾﾝﾀｰ 

③書類審査 

CSR 認定証 

 

②審査委託 

お問合せ 

mailto:csr@aj-pia.or.jp


2014年８月現在

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 新日本印刷㈱ P-00007 名古屋市天白区中砂町496

㈱プリプレス・センター P-00010 札幌市中央区南２条西10丁目5-3 ㈱マルワ P-00032 名古屋市天白区平針4-211

㈱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 ㈱二和印刷紙業 P-00039 名古屋市北区五反田町248

中村印刷㈱ P-00015 旭川市10条通23丁目1-10 木野瀬印刷㈱ P-00048 春日井市西本町3-235

㈱正文舎 P-00023 札幌市白石区菊水２条１丁目４番27号 プリ・テック㈱ P-00051 西尾市緑町１丁目24番地

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 半田中央印刷㈱ P-00054 半田市潮干町１番地21

植平印刷㈱ P-00045 旭川市９条通７丁目左２号 豊橋合同印刷㈱ P-00063 豊橋市東脇４丁目８番地16

㈱東北プリント P-00002 仙台市青葉区立町24-24 三　重 伊藤印刷㈱ P-00061 津市大門32番13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 ㈱岐阜文芸社 P-00036 岐阜市三輪ぷりんとぴあ13番地１

秋　　田 秋田印刷製本㈱ P-00018 秋田市御所野湯本2-1-9 トーヨー印刷㈱ P-00043 多治見市根本町12-144

福　　島 ㈱日進堂印刷所 P-00021 福島市庄野字柿場1-1 ヨツハシ㈱ P-00071 岐阜市黒野南1-90

埼　　玉 望月印刷㈱ P-00044 さいたま市中央区円阿弥５丁目8番36号 第一共同印刷㈱ P-00005 富山市太郎丸西町2-6-11

㈱太陽堂印刷所 P-00008 千葉市中央区末広1-4-27 朝日印刷㈱ P-00038 富山市大手町3-9

㈱総合印刷新報社 P-00060 船橋市高瀬町32番地 滋　賀 アインズ㈱ P-00037 蒲生郡竜王町鏡2291番地３

㈱協進印刷 P-00026 横浜市神奈川区大口仲町108番地 京　都 ㈱太洋堂 P-00041 京都市右京区西院上花田町４

㈱大川印刷 P-00027 横浜市戸塚区上矢部町2053 大　阪 ㈱ダイム P-00009 吹田市江坂町2-6-5

関東プリンテック㈱ P-00057 横浜市金沢区福浦1-12-10 船場印刷㈱ P-00019 姫路市定元町４番地の２

㈱第一印刷所 P-00017 新潟市中央区和合町2-4-18 交友印刷㈱ P-00033 神戸市中央区港島南町５丁目4-5

㈱プレスメディア P-00046 新潟市江南区曙町３丁目２番20号 丸山印刷㈱ P-00034 高砂市神爪1-11-33

㈱太陽印刷所 P-00047 新潟市江南区曙町4-12-1 ㈱天理時報社 P-00035 天理市稲葉町80番地

㈱第一製品流通 P-00052 新潟市江南区曙町３丁目６番25号 ㈱アイプリコム P-00049 磯城郡田原本町千代360-1

㈱あけぼの P-00056 新潟市江南区曙町4-8-3 共同精版印刷㈱ P-00058 奈良市三条大路２丁目２番６号

長　　野 亜細亜印刷㈱ P-00014 長野市大字三輪荒屋1154 岡村印刷工業㈱ P-00065 高市郡高取町車木215番地

㈱きうちいんさつ P-00016 富士宮市舞々木町70 和歌山 ㈱和歌山印刷所 P-00040 和歌山市狐島609-9

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 研精堂印刷㈱ P-00053 岡山市北区高柳東町10-30

杉山メディアサポート㈱ P-00050 浜松市東区丸塚町196-1 広和印刷㈱ P-00055 岡山市南区豊成３丁目18番７号

日興美術㈱ P-00068 静岡市葵区流通ｾﾝﾀｰ12番2号 広　島 朝日精版印刷㈱ P-00020 広島市西区商工ｾﾝﾀｰ７丁目5-52

㈱中央パッケージング P-00069 静岡市駿河区小鹿1-63-1 香　川 ㈱ミヤプロ P-00022 高松市朝日新町16-19

㈱金羊社 P-00001 大田区鵜の木２丁目8-4 福　岡 ㈱ミドリ印刷 P-00066 福岡市博多区博多駅南６丁目17-12

池田印刷㈱ P-00003 品川区西五反田6-5-34 　※都道府県内は認定番号順（25工組73社）

大同印刷㈱ P-00006 江東区福住１丁目9-7

六三グループ P-00011 江東区潮見2-4-18

㈱賢工製版 P-00012 品川区東品川5-6-15

システム印刷㈱ P-00028 日野市高幡1012-13

㈱ウエマツ P-00029 豊島区南長崎3-34-13

㈱白橋 P-00030 中央区八丁堀4-4-1

文唱堂印刷㈱ P-00031 千代田区神田佐久間町3-37

水上印刷㈱ P-00059 新宿区西新宿5-14-3

三報社印刷㈱ P-00062 江東区亀戸2丁目35番13号

創文印刷工業㈱ P-00064 荒川区西尾久7-12-16

㈱アドピア P-00067 港区西新橋三丁目５番２号

荏原印刷㈱ P-00070 大田区矢口２丁目33番９号

壮光舎印刷㈱ P-00072 荒川区東日暮里6-20-9

㈱五色 P-00073 台東区台東2-9-1

東　京

神奈川

千　　葉

CSR認定企業一覧

岡　山

兵　庫

北海道

新　　潟

宮　　城

静　　岡

奈　良

岐　阜

愛　知

富　山

http://www.hiromisangyo.jp/
http://www.s-pri.co.jp/
http://www.pripress.co.jp/
http://www.maruwanet.co.jp/
http://www.itc-s.jp/
http://www.futawa.co.jp/
http://www.n-mark.co.jp/
http://www.kinose.co.jp/
http://www.syoubunsya.co.jp/
http://www.pritech.co.jp/
http://www.hokuyou-bf.co.jp/
http://www.handa-cp.co.jp/
http://www.tgd.co.jp/
http://www.tohokuprint.co.jp/
http://www.ztv.ne.jp/ito-pto/
http://www.u-media.jp/
http://www.bungeisya.co.jp/
http://www.akitainsatu.co.jp/
http://www.pritech.jp/toyo/
http://www.nisshindo.co.jp/
http://www.yotsuhashi.com/
http://www.avenue.co.jp/
http://1press.co.jp/
http://www.taiyodoprinting.co.jp/
http://www.asahi-pp.co.jp/
http://www.shinposha.co.jp/
http://www.shiga-web.or.jp/eins/
http://www.kyoshin-print.co.jp/
http://www.love.co.jp/
http://www.ohkawa-inc.co.jp/
http://daimu.co.jp/
http://www.kantop.co.jp/
http://www.senba-p.co.jp/
http://www.dip.co.jp/
http://www.koyu-p.com/
http://www.pressmedia.co.jp/index.html
http://www.maruyama-p.co.jp/
http://www.taiyouprint.co.jp/
http://www.jihosha.co.jp/
http://dsrnews.jp/
http://www.aipricom.co.jp/
http://www.akebono-bb.co.jp/index.html
http://www.kspkk.co.jp/index.html
http://www.asia-p.co.jp/
http://www.okamura-pic.co.jp/
http://kiuchi-prt.co.jp/
http://wa-in.co.jp/
http://www.label.co.jp/
http://www.kenseido.co.jp/
http://www.sugi-p.co.jp/
http://www.kwp.co.jp/
http://www.nkbj.co.jp/
http://www.asgroup.co.jp/
http://www.chuopkg.co.jp/
http://www.miyapro.co.jp/
http://www.kinyosha.co.jp/
http://www.midori-p.com/
http://www.ikeda-print.co.jp/
http://www.ddpr.co.jp/
http://www.mut.co.jp/
http://www.ken-ko.jp/
http://www.system-print.jp/
http://www.uematsu-p.com/
http://www.shirahashi.co.jp/
http://www.b-p.co.jp/bunshodo/
http://www.mic-p.com/
http://www.sanposha.co.jp/
http://www.soubun.com/
http://www.adpia.co.jp/
http://www.ebara-pt.co.jp/
https://www.sokosha.co.jp/
http://www.bestprints.biz/company.php


※ファクシミリ（03-3552-7727）にてお申し込みください

〒104-0041
東京都中央区新富1-16-8　日本印刷会館４階
全日本印刷工業組合連合会事務局　御中

年 月 日

全印工連ＣＳＲ認定制度（ワンスター認定）に応募するため、次のとおり申込みます。

（フリガナ）

（漢字）

〒 － （ ） - （ ） -

（フリガナ）

（フリガナ）

（フリガナ）

〒 － （ ） - （ ） -

＜記入上のご注意＞

所属部署

E-mail

（フリガナ）

　　　　　　　　　　　　　印刷工業組合
従業員数

※役員及び正規・非正規を含む全社員数をご記入ください

　　　　　　　　　　　　　名（役員及び正規・非正規を含む全社員数）

役職名

（漢字）

全 印 工 連 C S R 認 定 制 度
ワ ン ス タ ー 認 定 応 募 申 込 書

FAXTEL

役職名

お申込日 平成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

代表者
氏名

氏名
役職名

                  　　　 @

請
求
書
宛
先

会社名

C
S
R
認
定
申
込
企
業

（
必
須

）

担当者
氏名

工組名

※所属する印刷工業組合の都道府県名をご記入ください

所在地

会社名

横浜市立大学CSRセンター受領印全日本印刷工業組合連合会受領印

（漢字）

（漢字）

（漢字）

・ご請求書の宛先が認定申込企業宛と異なる場合のみご記入ください。

所在地

TEL FAX

新規 


