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埼玉県印刷工業組合
理 事 長 　 岩  渕  　均

　「いきいき埼印工」は埼玉県印刷工業組合を構成している企業がどのような製

造技術、製造設備を持っているか、どのような分野の仕事を得意としているかを

示しています。

　ご覧になるとお分かりになると思いますが、組合員全部の力を合わせるとかな

り広範囲の仕事を引き受けることが可能です。

　印刷前の分野に当る取材・編集、写真撮影等は勿論のこと、動画を含むウェブ

制作も可能ですし、楽譜の印刷や音の編集も扱うことができます。

　印刷後の分野に関しては、折り加工・表面加工・製本は勿論のこと、封入・封

緘作業や保管・配送までも請け負うことが可能です。

　埼玉県印刷工業組合それ自身でも広範囲な仕事を引き受けることが可能です

が、私どもに加えて資材や装置や技術やノウハウを提供してくれる関連業者も沢

山控えています。関連業者と埼玉県印刷工業組合は共創ネットワークを組むこと

が可能ですので、紙は勿論デジタルの情報も、即ち情報発信に関する殆んど全て

のことが対応可能となります。

　皆様、是非埼玉県印刷工業組合の共創ネットワークをご利用ください。

埼玉県印刷工業組合の持つ  

   ネットワークを

      ご利用願います！
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埼　玉　県

…　「いきいき埼印工」・「組合員名簿」は、情報を更新し、毎年一度の発行を予定しています。
さらに、今後Webでの情報提供を展開し、より便利にご利用頂けるようにして参ります。
　印刷業は、自社で全ての仕事をこなせる会社は皆無で「パートナー」が必要です。そこで、
規模等は関係なく、どなたにもご自慢の「技」や「設備」「サービス」等が必ずあるはずで、
それをご紹介頂きたいのです。今年度、間に合わなかった方々には、来年度は是非ともPRを
お願い致します。
　また、この「いきいき埼印工」と「共創ネットワーク」を育てていく為にも、多くのご意見・
ご要望をお寄せ頂きますよう併せてお願い申し上げます。

「いきいき埼印工」　掲載概要
　■料金：組合員　無　料　　関連企業　5,000 円（初回のみ /２回目より 2,000 円）
　■対象：組合員全社・参加関連企業
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南部地区 ▼浦和支部

関東図書株式会社
〒336-0021　埼玉県さいたま市南区別所３-１-10
代表者：岩渕　均
TEL：048-862-2901　　FAX：048-862-2908
E-mail：info@kanto-t.jp
HP：http://kanto-t.jp/
連絡担当者：相木　明子
営業時間：8:30～17:30
休日：日、祝祭日、指定土曜、夏期、年末年始

南部地区 ▼浦和支部

企画、デザインから印刷、製本まで一括で承ります。

低コスト、短納期、高品質な製品を目指しています。

ときわ印刷株式会社
〒336-0026　埼玉県さいたま市南区辻7-2-26　
TEL：048-845-221　FAX：048-845-2212
E-mail：takashi-kanamori＠mbn.nifty.com
連絡担当者：金森孝司
営業時間：8:30～17:00
休日：日・祝祭日・指定土曜・盆・暮・正月

1菊全5色機でフルカラープラスα	
4色プラスopニス等1回で印刷が可
能のため低コスト、短納期の実現
2大判プリンターでポスターの
				少部数対応
B0版まで1枚から可能
3納品まで一括受注
営業マンが企画、デザインのご要
望から納品まで一括対応しますの
で安心してお任せください。

印刷物の表面加工の事なら何でもご相談
下さい。紙、プラスチックシート、ステッ
カー等、何にでも表面加工致します !!

南部地区 ▼川口支部
１. 自社開発商品
リサイクルが可能な表面加工、LC コート
グロス、マット、ホログラム、エンボス加
工が可能です。
２. 自社開発商品	
ロールフィルムに LCコーティング
従来は不可能であったロールフィルムへの
表面加工グロス、マット、ホログラム、エ
ンボス加工が可能です。
３. 自社開発商品	
従来には無い、超光沢で平滑なＵＶ
コーティング
４.OPP、CPP、PET、VMPET　
　のラミネートが可能です。

代表取締役　浅　野　貴　之
本社・工場　〒335-0031
　　　　　　埼玉県戸田市美女木5-21-6
　　　　　　TEL：048（449）1831　　
　　　　　　FAX：048（424）1381
　　　　http://www.kyowa-tech.co.jp
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南部地区 ▼川口支部

五光印刷株式会社
〒 335-0005　埼玉県蕨市錦町 2 − 11 − 26
TEL：048-447-3444　FAX：048-442-6396
E-mail：otoiawase.gocoh-printing@gocoh.co.jp
HP：http://www.gocoh.co.jp
連絡担当者：小野広晴
営業時間：８:30 ～ 17:30
休日：土・日・祝祭日、夏期、年末年始

南部地区 ▼川口支部

株式会社埼京印刷
〒 336-0021　埼玉県戸田市笹目南町 27-25
代表者：惠　勇人
TEL：048-422-2236　FAX：048-422-2539
E-mail：saikyo-insatu@ag.wakwak.com
HP：http://www.saikyo-pr.jp
連絡担当者：惠　勇人

南部地区 ▼大宮支部

●印刷に関する総合プロデュース
企画 ・ デザイン ・ レイアウト ・ 撮影・印刷・製本・発送
企画から編集、デザイン、印刷、製本、発送と
トータルでお客様のご要望にお応えできます。

株式会社秀飯舎
〒331-0058　埼玉県さいたま市西区飯田70　
代表者：渋木理俊
TEL：048-624-1121　FAX：048-624-1125
E-mail：info@shuhansha.co.jp
HP：http://shuhansha.com/
連絡担当者：渋木理俊
営業時間：8:30～17:00
休日：日・祝祭日・指定土曜・夏期・年末年始

■秀飯舎からのお約束
１.手厚いサポートでお応えします。
２.高品質の仕上がりをお約束します。
３.お客様のご要望に柔軟に対応いたします。
４.印刷に関するすべてに対応いたします
５.地球と人に優しい企業を目指します
人にも環境にも優しい環境保護印刷	
　環境保護印刷推進協議会が定める基準に
則った、環境にやさしい作業を徹底していま
す。「クリオネマーク」を取得。
メディアユニバーサルデザインへの取り組み
　文字や色、レイアウトの工夫によって、色の区別が
つきにくい方でも問題なく認識できるデザイン・
印刷にも対応しています。
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コミニュケーションメディアを目指します 

 印刷物全般・企画・デザイン・広告代理業・ 

 ホームページ制作・名簿出版・自費出版 

南部地区 ▼大宮支部

望月印刷株式会社
〒 338-0007　埼玉県さいたま市中央区円阿弥 5-8-36
代表者：望月　諭
TEL：048-840-2111　FAX048-840-2121
E-mail：info@avenue.co.jp
HP：http://www.avenue.co.jp
連絡担当者：小薗哲也
営業時間：8:30 ～ 17:30
休日：日曜日、祝祭日、指定土曜日、夏期、年末年始

西部地区 ▼川越支部

六三四堂印刷株式会社	
〒 350-1123　埼玉県川越市脇田本町 25-14
代表者：佐藤伍郎
TEL：049-242-0329　FAX： 049-244-2402
E-mail : seisaku@musashido-insatsu.co.jp
HP：http://www.musashido-insatsu.co.jp
連絡担当者：斉藤美法
営業時間：8:30 ～ 5:30
休日： 日祝祭日、第 1・3 土曜、夏期・年末年始

南部地区 ▼大宮支部

株式会社エコー宣伝印刷
〒 362-0806 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室 7076
代表者：川﨑仁康
TEL：048-722-4681　FAX048-722-4682
E-mail：mail@echo-senden.co.jp
HP：http://www.echo-senden.co.jp
連絡担当者：川﨑美佐江
営業時間：9：00 ～ 18：00
休日：第一・三土曜日及び日曜・祝日、夏期、年末年始
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西部地区 ▼川越支部

株式会社櫻井印刷所
〒 350-0062 　埼玉県川越市元町 2-4-5 
TEL：049(222)0935　FAX：049(225)0149 
E-mail：info@sakurai-p.co.jp 
HP：https://www.sakurai-p.co.jp/ 
連絡担当者：石毛　浩
営業時間：10:00 ～ 17:30 
休日：土曜日、日曜日、祝日	

企画・編集・デザインから、印刷・
製本まで、トータルな設備を備え、
地域社会の発展に努めています。

西部地区 ▼川越支部

「印刷は人とひと心とこころの橋わたし」
をモットーに心をこめて印刷します。

全工程の設備を所有し、ニーズに柔軟に対応

●PDF/X-4 をダイレクトに RIP
●菊全CTP（サーマルタイプ）出力
●菊全対応の紙折機
●ペラ丁合機２棟直結の中綴じ機

磨き上げた技能を発揮して様々な要望にお応え

●JAGAT認証DTPエキスパートによる品質保証
●確かなスキャニングと画像処理技術
●活版時代からの編集・校正技術を生かした
　学術書・専門書づくりにも対応いたします。

有限会社東京工芸社	
〒 350-2211　埼玉県鶴ヶ島市脚折町 1-19-40
代表者：木内　武
TEL：049-285-4611　FAX： 049-285-4613
E-mail : web@kougei-sha.co.jp
HP：http://www.kougei-sha.co.jp
連絡担当者：木内　武
営業時間：8:45 ～ 17:30
休日： 日・祝祭日、土曜午後、夏期・年末年始

K  HANSHA

各種事務印刷・広告・機関誌 etc.

西部地区 ▼狭山・所沢・飯能支部

光版社印刷株式会社
〒 350-1305　埼玉県狭山市入間川 3-3-3
TEL：04-2952-2358　FAX：04-2952-6995
E-mail：kouhansha@md.point.ne.jp
営業時間：8：30 ～ 17：30
休日：土日・祝日
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■企画・撮影・デザインから印刷・WEB作成まで。

GIS（商圏分析）による効果的なDM・
チラシの配布計画や販促物の作成も
お任せ下さい。

西部地区 ▼狭山・所沢・飯能支部

10台（200枚印刷）/時間
※菊半裁サイズ

■CIPS4に対応する完全
デジタルシステムにより、
安定した高品位印刷を高
速で実現します。

入稿から納品まで、お客様のご希望に
柔軟に対応いたします。

フルカラー
短納期・小ロットに対応する
究極のマシン
LITHRON S26を導入

株式会社文化新聞社	
〒 357-0035　埼玉県飯能市柳町 12-10
代表者：吉田鐵之助
TEL：042-973-2525　FAX：042-974-3379
E-mail：info@bunkashinbun.co.jp
HP：http://www.bunkashinbun.co.jp
連絡担当者：岩沢隆史
営業時間：8：30 ～ 17：30
休日：土・日・祝祭日・夏期・年末年始

西部地区 ▼狭山・所沢・飯能支部

株式会社ユー企画印刷
〒 359-0027 埼玉県所沢市松郷 152-5

（所沢松郷工業団地内）
TEL：04-2944-9544　FAX：04-2944-7279
E-mail：you-k-p@yk9.so-net.ne.jp
連絡担当者：鈴木象文
休日／日・祝祭日・指定土曜・盆・暮・正月

デザインがいまいち、しっくりこない…
そんな経験をされた方に。

当社はプロデザイナーと美大生とのネット
ワークにより、貴方の秘めた美的欲求に、
100 点満点のデザインでお応えします。　

〈アイコン・プロジェクト〉

企画→取材・撮影→デザイン→
印刷→加工→配送
当社は一貫してお世話をさせていただきます。

・お客様の心の機微さえ拾う耳を。
・正解の色品質とは何かを追求する目を。
・リスクを回避するための敏感な鼻を。
・無駄を言わず、言うべきことを言う口を。
・体当たりで挑み、感じて吸収する肌を。

五感を駆使して…
心ある印刷物をお届けさせていただきます。

東部地区 ▼春日部・岩槻支部

文進堂印刷株式会社		
〒339-0054　さいたま市岩槻区仲町１-10-13
代表者：西野和昌
TEL：048-756-0311　FAX：048-756-4301
E-mail：info@bunshindou.jp
HP：http://www.bunshindou.jp
連絡担当者：西野 隆
休日：土・日・祝祭日
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東部地区 ▼行田支部

三共印刷株式会社	 	 	
〒 361-0021　埼玉県行田市富士見町 2-1-30
代表者：大谷純一
TEL：048-556-6201　FAX：048-556-6204
E-mail：info@sankyosya.com
HP：http://www.sankyosya.com/
連絡担当者：大谷純一 
営業時間：8:10 ～ 17:00 
休日：日・祝祭日・指定土曜・夏期・年末年始

詳しくはホームページをご覧ください 　

デザインから印刷・製本、紙媒体から
WEB・サイン関係に至るまで
広告宣伝において幅広くプロデュース
させていただきます。

東部地区 ▼行田支部

東部地区 ▼行田支部

マツオカ印刷株式会社
　〒 361-0007　埼玉県行田市大字小見 1398-4

代表者：松岡由浩
TEL：048-553-2323　FAX：048-553-2610
E-mail：mpc@diary.ocn.ne.jp
営業時間：8:30 ～ 17:30
休日：日祝祭日・指定土曜・夏期・年末年始
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北部地区 ▼熊谷・鴻巣支部

株式会社三興社印刷所	
〒 360-0815　埼玉県熊谷市本石１-78
代表者：大川正行
TEL：048-521-4558　FAX048-522-2935
E-mailil：sankousha@ac.wakwak.com
HP：park8.wakwak.com/~sankousha
連絡担当者：大川正行
営業時間：８:30 ～ 17:00
休日：日・祝日・指定土曜日

■印刷　オフ輪　 小森システム35 W　4×4　BT2（ハイパー搭載）
　　　　　　　　小森システム35 S　  4×4　BT2（ハイパーAI搭載）
　　　　　　　　三菱リソピアMAX＋850 SSS　4×4　BT2
　　　　　　　　用途　チラシ、  カタログ、  雑誌
　　　　　　　　仕様　B4 / 2P（クリアカット）、 4P、  8P
　　　　　　　　　　　B5 / 8P、 16P

北部地区 ▼熊谷・鴻巣支部
私たち太洋社印刷所は長年培ってきた基礎と経験で自信を

持って高品質、ご満足をお届けします。チラシ、カタログなど 

数 量に関わらずいつでもご要望、 ご 協 力に応えられるよう

体制を整えておりますので お気軽にご連絡ください。

高速に回転する輪転機の頼もしい面々

株式会社太洋社印刷所	〔川本工場〕
〒 369-1106　埼玉県深谷市白草台 2909-18
代表者：市川博也
TEL：048-578-2141　FAX：048-578-2434
E-mail：norimasa.iwamatsu@taiyosha-insatsu.co.jp
HP：http://www.taiyosha-insatsu.co.jp/
連絡担当者： 岩松伯昌（ 工場長）
営業時間：8:30 ～ 17:05・オフ輪 2 交代シフト制
休日：日・祝祭日・指定土曜日・GW・夏期・年末年始

北部地区 ▼熊谷・鴻巣支部

大同印刷株式会社	
〒 360-0037　熊谷市筑波 3-40
代表者：飯田 一義
TEL：048-521-1328　 FAX：048-526-3564
E-mail：daimailto:daidou@maple.ocn.ne.jp
連絡担当者：飯田 一義
営業時間：8:00 ～ 17:00
休日：土・日・祝祭日
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北部地区 ▼熊谷・鴻巣支部

株式会社アサヒコミュニケーションズ	
〒 365-0038　埼玉県鴻巣市本町 4-3-23
代表者：新井貴之
TEL：048-541-5152　FAX：048-542-6954
E-mail：kujirai@asahi-com.net
HP：www.asahi-com.net
連絡担当者：鯨井（くじらい）
営業時間：8:15 ～ 17:15
休日：土日祝

北部地区 ▼深谷・本庄・秩父支部

たつみ印刷株式会社	
〒 366-0029　埼玉県深谷市上敷免 28-2
代表者：新　道行
TEL：048-573-2711（代表）　FAX：048-571-1220
E-mail：info@tatsumi-insatsu.co.jp
HP：http://www.tatsumi-insatsu.co.jp/
連絡担当者：新　道行
営業時間：8:30 ～ 17:40
休日：日・祝祭日・指定土曜・夏期・年末年始

北部地区 ▼深谷・本庄・秩父支部

大屋印刷株式会社
〒 366-0801　埼玉県深谷市上野台 498
代表者：大屋　崇
TEL：048-571-7251( 代 )　FAX：048-573-6505
E-mail：mailbox@oyaprint.co.jp
HP：http://www.oyaprint.co.jp/
連絡担当者：大屋　崇
営業時間：8:30 ～ 17:30
休日：土日曜・祝祭日・夏期・年末年始
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北部地区 ▼深谷・本庄・秩父支部

株式会社文林堂印刷所		
〒 367-0023　埼玉県本庄市寿３−１−１
代表者：野坂弘幸
TEL：0495-22-3151　FAX：0495-21-8196
E-mail：bunrindo@green.ocn.ne.jp
HP：https://www.3151.jp
連絡担当者：野坂弘幸
営業時間：午前 8:30 ～午後 5:30
休日：日・祝日・指定土曜日・夏期・年末年始

JC-M002801-01
株式会社文林堂印刷所

安定した品質を証明する、
ジャパンカラーマッチング認証を取得しました。
リーズナブルプライスと高品質を短納期で！

賛助会員

錦明印刷株式会社／富士見事業部
〒 350-2201 鶴ヶ島市富士見 6-2-10
代表者：塚田司郎
TEL：049-286-6411　FAX：049-285-0888　
E-mail：nakata@kinmei.co.jp
HP：http://www.kinmei.co.jp
連絡担当者：中田 安彦
営業時間：8:30 ～ 17:30
休日：日・祝日・指定土曜日・夏期・年末年始

賛助会員

ダイオープリンティング株式会社／川越工場
　〒 350-0831　埼玉県川越市大字府川 1311 番地 2
　TEL：049-226-3251　FAX：049-226-3256
　HP：http://daio-printing.co.jp
　連絡担当者：桑原　芳晃
　E-mail：kuwabara@daio-printing.co.jp
　営業時間：9:00 ～ 18:00
　休日：土日、祝祭日
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埼印工よりお知らせ

埼玉県印刷工業組合ホームページ
（http://www.saipia.net/）を

ご活用ください。

　各種イベント、セミナー、展示会のご案内に埼玉県印刷組合ホームページをご活用く

ださい。また情報共有のための組合イベント、総会・理事会のご案内、事務局からのお知

らせ、機関誌「埼印工だより」の掲載もしております。

　組合員同士の交流をはじめ、印刷業界活性化のために積極的にご利用いただき組合員

皆様の「共創ネットワーク」をより強固なものにしていきましょう。
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アドレス機器株式会社
〒 361-0056　埼玉県行田市持田２丁目 3-30
TEL：048-552-0315　FAX：048-564-2348
E-mail：info@addresskiki.co.jp
HP：http://www.addresskiki.co.jp
連絡担当者：外村陽一 
営業時間：9:00 ～ 17:00 
休日：土日、祝祭日・夏季・冬季

【アドレス機器はシール印刷の会社です！】
シール・ラベル印刷に特化し短納期・低価格・高品質
をモットーに日々営業しております！
凸版輪転機では CTP 凸版を採用し、オフセット印刷
にせまる仕上がりです。

【On Demand シール・ラベル印刷】
・１枚からでもご発注できます。
・用紙の種類も豊富
・”訂正用シール”も短納期で出来上がります。…
・ナンバリング印刷も可能
・もちろん大量ロットの印刷もお受けいたします。

http://www.label-koubou.com

2月6日～8日
ザ・プリンス
パークタワー東京 
地下2F

12月より順次お申し込み開始！入場無料！

（水） （金）

テーマは「デジタル×紙×マーケティング」

大塚商会 POD
今年も出展します！

2月6日（水）～8日（金）
10:00～17:00

事前登録で
入場無料！！

東京・池袋の
サンシャインシティコンベンションセンター 
東京都豊島区東池袋3丁目1-3

営業時間／9:00～17:30  （土・日・祝日除く）

POD推進部営業本部 エリア部門 03-3514-7625

本社／〒102-8573東京都千代田区飯田橋2-18-4
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合同企画株式会社
〒 355-0024 　埼玉県東松山市六軒町 22 番地 17
代表者：神庭裕介
TEL：0493-22-8111　FAX：0493-23-3141
E-mail：kaniwa@goudoukikaku.co.jp
HP：http://www.goudoukikaku.co.jp
連絡担当者：神庭裕介
営業時間：9:00 ～ 18:00
休日：日・祝祭日・土曜半日

効果ある折込広告

折込広告
　県内外一円でも限られた地域でも

その媒体としての特性を発揮します。

　きめ細かいサービスをモットーに

堅実・誠意をもって実施しています。

　特定の地域に密度の高い PR効果が

得られます。

スタッフ一同電話お待ちしています。
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株式会社小森コーポレーション
〒 130-8666　東京都墨田区吾妻橋 3-11-1
TEL：03-5608-7808　FAX：03-3624-9519
E-mail：hansoku@komori.co.jp
HP：https://www.komori.com 
連絡担当者：星野隆男 / 伊藤慶明 / 友井孝俊
休日：日・祝祭日・指定土曜・盆・暮・正月

KOMORI は、オフセット印刷機から
デジタル印刷機まで、最適な設備・仕
組みをご提案いたします。

　1923年の創業以来、社会文化を支える
印刷機械つくりに邁進してまいりました。
　弊社は、永年培ってきた印刷技術とパー
トナー企業との技術の最適な組合せによ
り、お客様の課題を解決する為の多種多
様な提案を積極的に行い、信頼される
「PESP（プリントエンジニアリングサービ
スプロバイダー）」となることを目指して
おります。
　これからも、『すべてはお客様からの
発想のもとに。すべてをお客様の満足の
ために。』を基本とし、お客様に感動して
いただける製品やサービスをお届けする
ことにより、お客様のビジネス発展に寄
与してまいります。
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〒101- 0065　  東京都千代田区西神田 2 - 7 - 8 　
   TEL ： 03-3263-6141 (代 ）　　FAX ： 03-3263-6149

プリントメディアの総合商社

時代に対応する、創造、販売、サービス

http://www.showa-corp.jp

21世紀のグラフィックアーツを考えるユーザー会
コラボレーション＆リサーチ

研修会

お問い合わせ、入会お申し込みは事務局まで

へのお誘い
会

会報・メールマガジンの発行

工場見学会 総会・幹事会

有志グループ活動

年間の活動

会 事務局
TEL : 03-3263-6141
FAX : 03-3263-6149

★アフターフォローも万全

★提案型営業でしっかりサポート

★創業90年の安定感

★軽快なフットワークが自慢

★ユーザー会で密に情報交換

お客様に最適な〈ビジネスモデル〉を提案します！

株式会社大門商会
〒 352-0011　埼玉県新座市野火止 3-11-34
TEL：048-479-5956　FAX：048-481-9119
E-mail：info@daimon-shoukai.com
HP：http://www.daimon-shoukai.co.jp 
連絡担当者：大門孝徳
休日：日・祝祭日・盆・暮・正月

もう廃棄物処理で悩ませません。

★感動価格で買取り
・PS版（アルミ版）、シルバーマスター他

★感動価格でゴミ処分
・印刷業界様より排出されるゴミ全般
・廃油・ウエス、インク残肉、ブランケッ
ト（廃プラ）、PP張りのヤレ紙 他

★感動的経費節減策のご提案
　「今の処理代って適正なの？」の疑問

にお答えします。

グループ
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溝口洋紙
株式会社

■本　社
〒330-0004　さいたま市見沼区卸町1-33
TEL：（048）685-0711（代）
FAX：（048）684-4420

■深谷支店
〒336-0042　深谷市東方町2-28-20
TEL：（048）571-7870（代）
FAX：（048）573-6600	

紙メディアの役割を大切に http://www.mizoguchi-paper.co.jp/紙の専門商社

紙流通の安定供給に貢献する

本	社 ラック倉庫 深谷支店

変 わ ら な い 大 切 さ を ･ ･ ･ ･ ･

㈱ 深谷カーボン

〒360-0004
埼玉県熊谷市上川上９５２－５

代表取締役 深 町 要 一

TEL ０４８－５２０－１６４９

FAX ０４８－５２０－１４１０

http://www.ksky.ne.jp/~youichi
mail:youichi@ps.ksky.ne.jp

☆バックカーボン印刷
（藍、赤、黒、ニューピアレス等）

（Ｂ５～Ｂ３）

☆ナンバーリング印刷
（４～７桁 頭文字色々）
（Ｂ５～Ａ２）

☆減感（感圧紙用）印刷
（Ｂ５～Ｂ３）

☆セパレート印刷
（Ｂ５～Ｂ３）

☆多条ミシン（スリッター）
（Ｂ５～Ａ２）

☆活版ミシン(Ｂ5～Ｂ3)

☆丁合
（Ｂ５～Ａ２）

カーボン印刷は・・ 各所に配送致します
・熊谷より最大５０km圏内 場所によっては定期で営業が伺います

・経済的です
・複写能力に自信があります 当社は基本的に表の印刷を行いません

・経時変化に強く、長期保存や ・必要な時のみ外注で行います
サインなどの保存にも適しています

・手の汚れないニューピアレスや 基本的に小ロット多品種です
色もいろいろ選べます ・量が少なくても安心です
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ラフト資材株式会社
〒 174-0051　東京都板橋区小豆沢 4-14-35 
TEL：03-3965-7231　FAX：03-3967-8795
HP：http://www.raft-inc.co.jp
連絡担当者：菅原憲治：佐藤新一
営業時間：8:00 ～ 18:00
休日：日、祝祭日、指定土曜日

地球の事を考えて！環境に優しい

ラフトレンタルウエス
リサイクルしませんか！
CO² を削除しませんか！
ゴミを削除しませんか！

★ ISO14000 に
レンタルウエス

★グリーンプリンティングに
レンタルウエス

★ゼロミッションに
ラフトレンタルウエス

使い捨てからレンタルへ！ ECO時代
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