
グリーンプリンティング認定工場一覧(平成22年３月現在）

◆◆◆◆オフセットオフセットオフセットオフセット印刷部門印刷部門印刷部門印刷部門

認定番号 事業者名 工場・事業所名 工場所在地

A10002 株式会社新藤 両国本社工場 東京都墨田区横綱1-10-5

A10004 株式会社久栄社 千葉工場 千葉県千葉市緑区古市場町474-286

A10005 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157-3

A10006 株式会社プロネクサス 本社工場 東京都港区虎ノ門1-25-7

A10007 宝印刷株式会社 印刷部浮間工場 東京都北区浮間4-24-23

B10001 株式会社第一印刷所 本社工場 新潟県新潟市江南区曙町４-６-18

B10002 株式会社サンニチ印刷 国母工場 山梨県甲府市宮原町608-1

B10003 株式会社一心社 大阪府大阪市天王寺区大道1-14-15

B10004 笹氣出版印刷株式会社 仙台本社 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-45

B10005 笹氣出版印刷株式会社 東京営業所 東京都港区芝浦2-14-13　MCKﾋﾞﾙ２階

B10006 株式会社金羊社 御殿場工場 静岡県御殿場市神場2-1

B10007 株式会社橋本確文堂 本社工場 石川県金沢市増泉４-10-10

B10008 株式会社ユーメディア 本社・印刷センター 宮城県仙台市若林区六丁の目西町6-5

B10009 株式会社太陽堂印刷所 第一工場 千葉県千葉市緑区古市場町474-312

B10010 大同印刷株式会社 本社・本社工場 大阪府大阪市鶴見区鶴見４-６-４

B10011 大同印刷株式会社 東大阪工場 大阪府東大阪市稲田新町２-12-17

B10012 株式会社ドミックスコーポレーション 福岡県福岡市博多区博多駅南６-６-１

B10015 株式会社光文社 東京都港区虎ノ門3-21-6

B10016 株式会社文星閣 久が原本社工場 東京都大田区久が原２－12－12

B10017 昌和印刷株式会社 大阪府大阪市平野区瓜破南2-4-138

B10018 杜陵印刷株式会社 東京本社 東京都文京区小石川3-30-9

B10020 株式会社アサヒグラフィックス 本社・本社工場 愛知県名古屋市守山区大字下志段味字池田810

B10021 株式会社東北プリント 本社 宮城県仙台市青葉区立町24-24

B10022 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5-80

B10023 株式会社丸和印刷 愛知県名古屋市天白区平針4-211

B10024 株式会社吉田印刷所 本社工場 新潟県五泉市泉町1-4-16

B10025 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

B10026 株式会社木元省美堂 戸田工場 埼玉県戸田市笹目8-15-27

B10027 第一共同印刷㈱ 富山県富山市太郎丸西町２-６-11

B10029 株式会社プレス 東京都江東区森下4-19-15

B10030 有限会社ドルックス 東京都中央区入船3-9-2　佐久間ﾋﾞﾙ

B10031 三報社印刷株式会社 江戸川工場 東京都江戸川区松江4-26-11

B10032 関東印刷株式会社 埼玉県日高市大字原宿468-１

B10033 株式会社エムアイシーグループ 本社 愛知県西尾市道光寺町東縄65

B10035 千歳印刷株式会社 北海道千歳市錦町３丁目３番地

B10037 産興株式会社 本社・本社工場 広島県広島市中区舟入南1-1-18

B10038 産興株式会社 坂印刷センター 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜3丁目3-48

B10039 小宮山印刷株式会社 川里工場 埼玉県鴻巣市赤城台362-25

B10040 株式会社ダイム 大阪府吹田市江坂町2丁目6番5号

B10041 福田印刷工業株式会社 本社・本社工場 兵庫県神戸市東灘区魚崎西町4-6-3

B10042 株式会社協進印刷 本社・印刷工場 神奈川県横浜市神奈川区大口仲町108

B10043 株式会社協進印刷 クリエイティブセンター 神奈川県横浜市神奈川区西大口11-1

B10044 杉山メディアサポート株式会社 本社工場 静岡県浜松市北区新都田1-10-2

B10045 三美印刷株式会社 総合工場部 東京都荒川区町屋6-32-7

B10046 小宮山印刷株式会社 田無工場 東京都西東京市芝久保町2-9-34

B10048 相互印刷工芸株式会社 東京都江東区塩浜2-25-14

B10049 川越製袋株式会社 北海道札幌市北区新川西2条1丁目3番8号

B10052 冨士印刷株式会社 神田事業部 東京都千代田区神田神保町1-38

B10053 北海道交通印刷株式会社 北海道札幌市白石区本通6丁目南2-10

B10054 株式会社ソノベ 仙台工場 宮城県仙台市青葉区上愛子字松原47-13

B10055 株式会社成瀬商会 北海道札幌市中央区南10条西8丁目4-1

B10056 株式会社アイテックサプライ 本社 北海道札幌市東区北10条東2丁目3番18号

B10057 新高速印刷株式会社 本社 新潟県新潟市中央区南出来島2-1-25

B10058 ウサミ印刷株式会社 愛知県名古屋市西区児玉1-10-7

B10059 合資会社垂井日之出印刷所 岐阜県不破郡垂井町綾戸1098-１

B10060 中部印刷株式会社 本社・本社工場 静岡県浜松市南区東若林町1516-2

B10061 精英堂印刷株式会社 本社米沢工場 山形県米沢市八幡原1-１-16

B10062 ワタナベメディアプロダクツ株式会社 本社工場 千葉県木更津市潮見4-14-4

B10063 株式会社アイテックサプライ 丘珠工場 北海道札幌市東区北36条東26-2-39

B10064 ハリウ　コミュニケーションズ株式会社 宮城県仙台市若林区六丁の目西町2番12号

B10065 高速印刷株式会社 本社・工場 新潟県長岡市北陽1-53-41

B10066 株式会社光陽社 東京事業所 東京都新宿区改代町29
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B10068 株式会社宝文社 千住工場 東京都足立区千住大川町31-8

B10069 協同印刷株式会社 岐阜工場 岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ14

B10070 株式会社睦本社 岐阜県大垣市三塚町777

B10071 株式会社石田大成社 東京工場 東京都江東区東陽6-3-38

B10072 イシイ株式会社 大阪工場 大阪府堺市堺区海山町5-200-1

B10073 株式会社ダイトクコーポレーション 石川県金沢市大野町4丁目レ40番169

B10074 共立印刷株式会社 第一工場 静岡県藤枝市高柳1-17-23

B10075 株式会社富山印刷 富山県富山市婦中町西本郷436-55

B10076 株式会社愛知印刷工業 本社・本社工場 愛知県東海市名和町二番割上52-1

B10077 株式会社博多印刷 須恵工場 福岡県糟屋郡須恵町旅石70-24

B10078 三栄印刷株式会社 福岡県福岡市博多区千代1-6-1

B10079 西川印刷株式会社 笹井工場 埼玉県狭山市笹井東原671-1

B10080 壮光舎印刷株式会社 本社・本社工場及びグループ会社 東京都荒川区東日暮里6-20-9

B10081 株式会社岩間印刷 事務所・十和田工場 青森県十和田市東二十三番町11-25

B10082 秋田印刷製本株式会社 御所野工場 秋田県秋田市御所野湯本2-1-9

B10083 大東印刷工芸株式会社 月島工場 東京都中央区月島4-6-3

B10084 新日本印刷株式会社 本社・本社工場 愛知県名古屋市天白区中砂町496

B10085 新日本印刷株式会社 瑞浪工場 岐阜県瑞浪市山田町字小洞2005

B10086 アイユー印刷株式会社 本社・工場 東京都荒川区西尾久2-24-2

B10087 稚内印刷株式会社 北海道稚内市中央4-2-15

B10088 株式会社明祥 東京都江東区新大橋1-8-7明祥ビル

B10089 サン美術印刷株式会社 本社・本社工場 大阪府大阪市東成区東今里2-15-30

B10090 丸德印刷株式会社 大分県大分市新貝4-50

B10091 香川印刷株式会社 香川県高松市郷東町792-9

B10092 池田印刷株式会社 京浜島工場 東京都大田区京浜島2-4-18

B10093 株式会社盛栄堂印刷所 東京都墨田区緑2-5-6

B10094 伊坂美術印刷株式会社 大利根工場 埼玉県北埼玉郡大利根町豊野台2-563-10

B10095 二葉印刷株式会社 東京都千代田区三崎町2-9-2

B10096 株式会社光和印刷 茨城町工場 茨城県東茨城郡茨城町大戸西山733-10

B10097 信行印刷株式会社 本社 東京都墨田区千歳3-2-18

B10098 信行印刷株式会社  立川工場 東京都墨田区立川3-7-18

B10099 六三印刷株式会社 水沢工場 岩手県奥州市水沢区佐倉河字仙人６番地１

B10100 株式会社アカマ印刷 本社工場 山口県下関市長府扇町9-10

B10101 株式会社橋本清文堂 石川県金沢市示野町南51番地

B10102 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

B10103 株式会社山口県農協印刷 山口県山口市嘉川668番地1

B10104 株式会社ソーエイ 兵庫県明石市樽屋町6-6

B10105 冨士オフセット印刷株式会社 茨城県水戸市根本3丁目1534-2

B10106 株式会社横山印刷 茨城県土浦市卸町二丁目6番6号

B10107 新日本工業株式会社 本社・本社工場 三重県松阪市広陽町41-1

B10108 杜陵印刷株式会社 所沢工場 埼玉県入間郡三芳町竹間沢8-5

B10109 株式会社マイハラ 東京都江東区東陽5丁目19番12号

B10110 松川印刷株式会社 東京都中央区湊1-12-5

B10111 相互印刷紙器株式会社 兵庫工場 兵庫県篠山市真南条上10番地

B10112 六三印刷株式会社 本社 東京都江東区潮見2丁目4番18号

B10113 信誠印刷株式会社 東京都中央区新富1-17-9

B10114 株式会社笠間製本印刷 本社・本社工場 石川県白山市竹松町1905番地

B10115 亜細亜印刷株式会社 本社工場 長野県長野市三輪荒屋1154

B10116 山之内印刷株式会社 東京都江戸川区臨海町4丁目2番1号

B10117 株式会社金陽社印刷所 辰巳ファクトリー 東京都江東区辰巳三丁目19番29号

B10118 三徳印刷株式会社 東京都中央区京橋2丁目3番4号

B10119 東洋美術印刷株式会社 本社 東京都千代田区飯田橋四丁目六番二号

B10120 株式会社三和印刷社 東京都中央区湊1丁目12番12号

B10121 弘報印刷株式会社 東京都中央区入船一丁目5番11号

B10122 研友社印刷株式会社 本社・工場 埼玉県和光市白子3丁目35番9号

B10123 株式会社北斗社 朝霞工場 埼玉県朝霞市栄町3-3-25

B10124 有限会社羽生印刷 木場オフィス 東京都江東区東陽5-16-3

B10125 神林印刷株式会社 東京都中央区新富二丁目14番11号神林ビル

B10126 日昇印刷株式会社 東京都中央区湊1丁目14番14号

B10127 油鉄印刷株式会社 本社・本社工場 茨城県古河市長谷町28番32号

B10128 株式会社久栄社 本社 東京都中央区新川1丁目28番44号

B10129 正文舎印刷株式会社 北海道札幌市白石区菊水2条1丁目4番27号

B10130 株式会社パスカル・プリンティング 本社・本社工場 北海道札幌市西区発寒16条14丁目4番5号

B10131 水上印刷株式会社 多摩工場 東京都西多摩郡日の出町平井20番地2
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B10132 新日本印刷株式会社 東京支社 東京都中央区築地2丁目1番16号

C10001 セイコービジネス株式会社 本社工場 広島県呉市郷原町4010-11 桑畑工業団地内

C10002 小林クリエイト株式会社　本社及び本社工場 本社及び本社工場 愛知県刈谷市小垣江町北高根115

C10003 小林クリエイト株式会社 安城工場 愛知県安城市根崎町長配38-1

C10004 小林クリエイト株式会社 富士工場 静岡県富士市五貫島310

C10005 日本ユニシス・サプライ株式会社 栃木工場 栃木県下野市下坪山1714-2

C10006 株式会社イセトー 滋賀工場 滋賀県犬上郡多賀町大字中川原字大久保491-2

C10007 株式会社昇寿堂 深川工場 東京都江東区牡丹3-33-6

D10001 株式会社CREO テクニカルセンター 東京都中央区日本橋小伝馬町8-1

D10002 株式会社興栄社 本社・本社工場 東京都江東区亀戸2-3-13

D1000３ 株式会社谷印刷 石川県金沢市中村町28-14

D10004 あさひ高速印刷株式会社 本社・本社工場 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-13

D10005 共立速記印刷株式会社 野田工場 千葉県野田市二ツ塚286-5

E10001 株式会社第一製版 東京都港区虎ノ門5-8-13

E10002 株式会社グラフィカ大内 東京都墨田区立川3-7-11

E10003 近代プロセス株式会社 東京都北区田端3丁目9番5号

F10001 有限会社中村断截所 東京都墨田区本所2-14-5

F10002 株式会社新英紙工所 東京都千代田区西神田2-2-6

F10003 有限会社中正紙工 東京都江東区大島1-14-5

F10004 東京都緑友印刷製本協業組合 本社工場 東京都江戸川区下篠崎町13-5

F10005 株式会社田中紙工 本社工場 東京都板橋区坂下2-11-4

F10006 菁文堂株式会社 本社 東京都台東区小島1-12-9

F10007 株式会社常川製本 本社工場 東京都文京区小石川3-31-9

F10008 星野製本株式会社 本社工場 東京都文京区大塚3-40-4

F10009 株式会社新誠紙工所 本社工場 東京都江東区新大橋1-12-6

F10010 もがみ紙工有限会社 本社工場 東京都中央区八丁堀3-4-12

F10011 和光堂製本株式会社 本社・製本事業部 東京都新宿区山吹町341

F10012 株式会社シュウエイ 本社・本社工場・第二工場 埼玉県川口市東領家4-14-6

F10013 有限会社望月製本所 東京都板橋区前野町3-21-5

F10014 株式会社齋藤紙工 東京都中央区湊3-12-5

F10015 有限会社大徳製本所 東京都墨田区太平2-15-7

F10016 株式会社小林断截 東京都墨田区緑2-11-18

F10017 小澤製本株式会社 本社工場 東京都荒川区西尾久8-27-3

F10018 株式会社ブックアート 東京都板橋区舟渡4丁目13番23号

F10019 東群製本株式会社 東京都中央区湊1-12-4

F10020 株式会社三森製本所 戸田工場 埼玉県戸田市早瀬1-10-5

J10001 株式会社太陽堂成晃社 新座工場 埼玉県新座市野火止8-20-3

J10002 宏和樹脂工業株式会社 戸田工場 埼玉県戸田市笹目8-10-11

J10003 株式会社大和紙工業 本社工場 埼玉県和光市新倉7丁目12番13号

J10004 興亜産業株式会社 本社工場 東京都板橋区高島平1-55-16

K10001 昭美印刷株式会社 桜ヶ丘工場 埼玉県蓮田市黒浜桜ヶ丘3478

K10002 株式会社アイカ 本社・本社工場 愛知県名古屋市西区木前町35

K10003 株式会社アイカ ドリーム 愛知県小牧市小牧原４丁目100

K10004 三鈴印刷株式会社 東京都千代田区神田神保町2-32-1

K10005 株式会社ジャパン･スリーブ 本社 東京都墨田区両国3丁目21番11号

K10006 有限会社旭製版 東京都墨田区菊川1丁目3番10号

K10007 株式会社西川印刷 本社 熊本県熊本市飛田2丁目12番116号

◆◆◆◆シールシールシールシール印刷部門印刷部門印刷部門印刷部門

認定番号 事業者名 工場名 工場所在地

G20001 山王テクノアーツ株式会社 八王子工場 東京都八王子市石川町737

G20002 株式会社アイワ 愛媛県四国中央市寒川町210

G20003 ヒカリ紙工株式会社 本社・本社工場 愛媛県四国中央市土居町津根3666-1

G20004 株式会社シール片山 長野県上田市諏訪形1712-1

G20005 株式会社髙橋髙音堂 愛知県名古屋市中区新栄1-31-21

G20006 株式会社河合清光堂 愛知県北名古屋市九之坪鴨田72

G20007 弥生印刷紙工株式会社 東京都杉並区高円寺南5-11-16

G20008 株式会社ファイン・ラベル 本社・本社工場 群馬県桐生市広沢町5-1130

G20009 MSP株式会社 上野原第1工場 山梨県上野原市鶴島1345

G20010 株式会社ヒロミ産業 北海道札幌市西区発寒14条2丁目2-21

G20011 池田印刷株式会社 埼玉県川口市宮町1-8

G20012 大和シーリング印刷株式会社 愛知県名古屋市西区南堀越2丁目5番8号
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◆◆◆◆グラビアグラビアグラビアグラビア印刷部門印刷部門印刷部門印刷部門

認定番号 事業者名 工場名 工場所在地

B30001 相互印刷紙器株式会社 兵庫工場 兵庫県篠山市真南条上10番地

H30001 賀谷セロファン株式会社 本社・本社工場 石川県白山市横江町1214-4

H30002 大日本パックェージ株式会社 本社工場 埼玉県越谷市平方1004-11

H30003 大日本パックェージ株式会社 埼玉工場 埼玉県北葛飾郡松伏町大川戸2399

H30004 三洋グラビア株式会社 ウイングファクトリー 長野県伊那市西箕輪2415

H30005 三洋グラビア株式会社 第一工場 長野県伊那市伊那3768

H30006 三洋グラビア株式会社 第二工場 長野県伊那市伊那3750

H30007 トーホー加工株式会社 小山工場 栃木県小山市千駄塚266-1

H30008 株式会社日商グラビア 千葉県八千代市上高野1436-2

H30009 東包印刷株式会社 埼玉工場 埼玉県吉川市旭3-5

H30010 中京化学株式会社 愛知県稲沢市陸田高畑町90

H30011 日大グラビヤ株式会社 埼玉工場 埼玉県川口市弥平3-2-14

H30012 芳生グラビア印刷株式会社 兵庫県加西市常吉町字東畑922-192

H30013 東洋プリプレス株式会社 本社・工場 埼玉県川口市江戸3-23-3

H30014 株式会社巧芸社 東京工場 埼玉県入間市宮寺4097

H30015 トーホー加工株式会社 名古屋工場 愛知県西春日井郡春日町大字下之郷字新田108

H30016 日新シール工業株式会社 本社・本社工場 大阪府堺市美原区木材通4丁目2番11号

H30017 株式会社多漣堂 埼玉県川越市芳野台2-8-83

H30018 北上産業株式会社 埼玉県さいたま市岩槻区古ヶ場2丁目2番地8号（岩槻工業団地内）

H30019 トーホー加工株式会社 東村山工場 東京都東村山市恩多町1-16-2

H30020 北海紙工業株式会社 北海道小樽市銭函3丁目524番地15

H30021 株式会社東和プロセス 川口工場 埼玉県川口市領家5-8-18

H30022 音羽印刷株式会社 狭山工場 埼玉県狭山市新狭山1-5-10

H30023 株式会社セイユー 埼玉県八潮市鶴ヶ曽根973

H30024 新生紙化工業株式会社 大阪府大阪市此花区島屋四丁目2番40号

◆◆◆◆スクリーンスクリーンスクリーンスクリーン印刷部門印刷部門印刷部門印刷部門

認定番号 事業者名 工場名 工場所在地

G40001 山王テクノアーツ株式会社 八王子工場 東京都八王子市石川町737

Ｉ40001 株式会社吉田製作所 本社工場 東京都葛飾区堀切1-6-28

Ｉ40002 株式会社吉田製作所 花島工場 茨城県常総市花島町1494

・・・第15回GP工場認定登録

※※※※認定番号認定番号認定番号認定番号ののののアルファベットアルファベットアルファベットアルファベットはははは所属団体所属団体所属団体所属団体をををを表表表表していますしていますしていますしています。。。。
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