所属支部
会社名
金沢支部 安達写真印刷株式会社

役職
代表取締役社長

氏名
安達正人

郵便番号
住所
924-0011 石川県白山市横江町1139-1

電話
FAX
076-274-8288 076-274-8290

金沢支部 有限会社泉印刷

代表取締役

泉 七彦

920-2121 石川県白山市鶴来本町3丁目ヲ3番地

076-272-0069 076-272-2520

金沢支部 伊藤印刷

代表

伊藤賢一

921-8002 石川県金沢市玉鉾2丁目392

076-291-0435 076-291-2914

金沢支部 株式会社栄光プリント

代表取締役社長

出村 明

920-0806 石川県金沢市神宮寺３丁目４番１７号

076-251-3076 076-252-2917

金沢支部 大村印刷株式会社

代表取締役社長

大村一史

920-0211 石川県金沢市湊１丁目７番１号

076-239-3966 076-239-3969

金沢支部 株式会社笠間製本印刷

代表取締役社長

田上裕之

924-0021 石川県白山市竹松町1905

076-275-9002 076-275-9202

金沢支部 株式会社金沢シール

代表取締役社長

小杉善文

924-0011 石川県白山市横江町495番地

076-275-6121 076-276-7421

金沢支部 カンダ印刷株式会社

代表取締役

新木 茂

920-0334 石川県金沢市桂町イ54-1

076-268-4141 076-268-5915

金沢支部 株式会社キタガワ印刷

代表取締役社長

北川和也

920-0348 石川県金沢市松村5丁目108番地

076-267-1866 076-267-5490

金沢支部 株式会社キャスト西野

代表取締役

西野建治

920-0922 石川県金沢市横山町25-12

076-222-2839 076-222-2857

金沢支部 株式会社共栄

代表取締役

前川 稔

921-8002 石川県金沢市玉鉾4-166

076-292-2236 076-292-2313

金沢支部 小西紙店印刷所

代表

大村雅俊

920-0025 石川県金沢市駅西本町5-2-1

076-231-5379 076-231-5235

金沢支部 株式会社小林太一印刷所

代表取締役

小林大祐

920-0211 石川県金沢市湊1丁目110番地

076-238-5454 076-238-5453

金沢支部 有限会社サイガワ写真印刷

代表取締役社長

佐野達哉

921-8835 石川県野々市市上林5-8

076-248-3514 076-248-3789

金沢支部 株式会社崎田印刷

代表取締役

崎田孝司

921-8052 石川県金沢市保古3-175-1

076-218-7222 076-218-7223

金沢支部 産業印刷株式会社

代表取締役社長

千田行一路 924-0005 石川県白山市一塚町787-1

076-276-3321 076-276-4737

金沢支部 有限会社シミズ印刷紙工

代表取締役社長

清水邦夫

924-0013 石川県白山市番匠町582-1

076-275-7355 076-275-7353

金沢支部 株式会社ショセキ

代表取締役社長

谷村和宏

920-0961 石川県金沢市香林坊１丁目２番２４号

076-233-1151 076-278-7772

金沢支部 ソノダ印刷株式会社

代表取締役

水戸俊樹

921-8161 石川県金沢市有松４丁目３番２６号

076-247-5157 076-244-4897

金沢支部 株式会社ダイトクコーポレーション 代表取締役社長

小畠寛祐

920-0231 石川県金沢市大野町４丁目レ４０番１６９

076-238-7333 076-238-7272

金沢支部 株式会社大和印刷社

代表取締役社長

島 伸行

921-8043 石川県金沢市西泉５丁目９１番地

076-243-3511 076-243-3040

金沢支部 高桑美術印刷株式会社

取締役社長

高桑秀治

921-8042 石川県金沢市泉本町５丁目２０番地

076-277-3111 076-277-9011

金沢支部 田中昭文堂印刷株式会社

代表取締役

田中 泰

920-0377 石川県金沢市打木町東1448番地

076-269-7788 076-269-7311

金沢支部 株式会社谷印刷

代表取締役

黒沢康憲

921-8022 石川県金沢市中村町２８番１４号

076-242-7267 076-247-5181

金沢支部 徳野印刷株式会社

代表取締役

三好保隆

920-0841 石川県金沢市浅野本町ロ141

076-251-5511 076-251-5282

金沢支部 トライ印刷

代表

虎井 勝

920-0862 石川県金沢市芳斉２丁目６-１７

076-231-1478 076-224-0338

金沢支部 株式会社中川印刷

代表取締役社長

中川皓平

920-0841 石川県金沢市浅野本町ニ167番地

076-252-6556 076-251-0651

金沢支部 nakabi株式会社

代表取締役社長

今川弘敏

921-8027 石川県金沢市神田1-22-19

076-242-2265 076-242-2196

金沢支部 永野印刷株式会社

代表取締役社長

永野琢也

920-8221 石川県金沢市御供田町イ-9

076-237-5775 076-237-0030

金沢支部 能登印刷株式会社

代表取締役社長

能登健太朗 920-0855 石川県金沢市武蔵町７番１０号

076-233-2550 076-233-2559

金沢支部 株式会社橋本確文堂

代表取締役社長

橋本光央

921-8025 石川県金沢市増泉４丁目１０番１０号

076-242-6121 076-243-7945

金沢支部 株式会社橋本清文堂

代表取締役

橋本修一

920-0059 石川県金沢市示野町南51

076-266-0555 076-266-0880

金沢支部 福島印刷株式会社

代表取締役社長

下畠 学

920-0357 石川県金沢市佐奇森町ル6

076-267-5111 076-267-8065

金沢支部 株式会社北陸サンライズ

代表取締役社長

木村賢一郎 924-0014 石川県白山市五歩市町424-1

076-275-3535 076-276-9878

金沢支部 前田印刷株式会社

代表取締役

前田陽介

924-0004 石川県白山市旭丘２丁目１６番地

076-274-2225 076-274-5223

金沢支部 株式会社丸藤

代表取締役社長

藤弥昌宏

920-0059 石川県金沢市示野町３６番地

076-233-3950 076-264-8043

金沢支部 宮下印刷株式会社

代表取締役社長

宮下光信

920-0047 石川県金沢市大豆田本町甲２５１番地

076-263-2468 076-263-1234

金沢支部 ムラサワ印刷有限会社

代表取締役

村澤 裕

921-8002 石川県金沢市玉鉾４丁目１６４番

076-291-3758 076-291-9021

金沢支部 株式会社山越

代表取締役社長

山越敏雄

920-0001 石川県金沢市千木町ル７０－１

076-257-9101 076-257-9119

金沢支部 株式会社山二化工所

取締役社長

下村 勉

921-8015 石川県金沢市東力２丁目６番

076-291-2731 076-291-2732

金沢支部 株式会社洋文社 北陸支店

取締役北陸支店長 江尾泰弘

921-8001 石川県金沢市高畠３丁目１２４番地五高ビル４階

076-291-0670 076-291-0671

金沢支部 ヨシダ印刷株式会社

代表取締役社長

吉田克也

921-8546 石川県金沢市御影町１９番１号

076-241-2141 076-243-4515

金沢支部 吉田紙業株式会社

代表取締役

吉田森彦

920-0806 石川県金沢市神宮寺３-６-２３

076-251-8777 076-251-8877

能登支部 石川印刷株式会社

代表取締役

佐味貫義

926-0021 石川県七尾市本府中町ヲ部８の２

0767-53-2545 0767-53-8667

能登支部 栄美印刷

代表

上田昭里

925-0001 石川県羽咋市柴垣町１１字２５番甲

0767-27-1347 0767-27-1347

能登支部 黒氏印刷所

代表

黒氏毅志

929-1604 石川県鹿島郡中能登町能登部下１０５部４０番地

0767-72-2140 0767-72-2148

能登支部 株式会社坂本盛文堂

代表取締役

坂本邦夫

929-1426 石川県羽咋郡宝達志水町荻市リ７９甲

0767-29-2050 0767-29-3706

能登支部 第一印刷株式会社

代表取締役

政浦隆司

926-0031 石川県七尾市古府町ヘ34-1

0767-53-3800 0767-53-8117

能登支部 株式会社ハクイ印刷

代表取締役社長

坂本聖二

925-0053 石川県羽咋市南中央町ユ83-51

0767-22-1243 0767-22-6161

能登支部 わくうら印刷

代表

涌浦一之

926-0864 石川県七尾市魚町９４番地

0767-52-0774 0767-52-0776

小松支部 鵜川印刷株式会社

代表取締役社長

鵜川和久

923-0053 石川県小松市河田町丁３３番地

0761-47-0188 0761-47-0077

小松支部 英文堂印刷株式会社

代表取締役

新田俊郎

923-0926 石川県小松市龍助町６７

0761-22-0949 0761-22-0942

小松支部 有限会社金子印刷

代表取締役

金子 久

923-0867 石川県小松市幸町２丁目３８番地

0761-21-1742 0761-21-1744

小松支部 木場フォーム印刷株式会社

代表取締役

木場貞夫

923-0015 石川県小松市犬丸町丙２５

0761-21-0201 0761-20-2211

小松支部 株式会社源田美術印刷

代表取締役社長

源田 充

923-0903 石川県小松市丸の内町２-３２

0761-22-7031 0761-22-7131

小松支部 有限会社米野印刷

代表取締役

米野恭正

923-0865 石川県小松市福乃宮町１-３２

0761-24-1272 0761-24-0390

小松支部 有限会社斉藤印刷

代表取締役社長

齋藤 浩

923-0961 石川県小松市向本折町ハ１７１

0761-21-2427 0761-21-2546

小松支部 株式会社根上印刷所

代表取締役

佐田隆成

929-0113 石川県能美市大成町ワ１３２番地５

0761-55-1109 0761-55-1357

小松支部 マルト株式会社

代表取締役会長

今村洋幸

923-0941 石川県小松市城南町１２６

0761-21-1223 0761-20-1155

小松支部 有限会社明喜堂印刷

代表取締役

山本三枝

923-0342 石川県小松市矢田野町ル７５番地

0761-44-3620 0761-43-1819

加賀支部 井野上印刷所

代表取締役

井野上貴司 922-0813 石川県加賀市大聖寺弓町５１

0761-72-0640 0761-72-0640

加賀支部 佐々木プリント株式会社

代表取締役

佐々木和彦 922-0304 石川県加賀市分校町ぬ９２

0761-74-0189 0761-74-0489

加賀支部 有限会社たけうち印刷

代表取締役社長

竹内政一

922-0316 石川県加賀市松山町ホ１８番地１

0761-77-2272 0761-77-2453

加賀支部 有限会社中宮印刷社

代表取締役

中宮正人

922-0242 石川県加賀市山代温泉２０区３７－９７－２

0761-77-2230 0761-76-2720

加賀支部 有限会社なかむら印刷

代表取締役

中村隆泰

922-0055 石川県加賀市大聖寺京町２６番地

0761-72-0417 0761-73-1417

加賀支部 深田印刷

代表

深田卓弥

922-0047 石川県加賀市大聖寺中町７３

0761-72-0360 0761-72-0328

加賀支部 北陸印刷株式会社

代表取締役社長

山口浩市

922-0041 石川県加賀市大聖寺本町２５番地甲

0761-72-0004 0761-73-4056

加賀支部 株式会社山代印刷

代表取締役

笹原浩二

922-0241 石川県加賀市加茂町１６１番地４

0761-76-0577 0761-76-0035

加賀支部 山中シール印刷

代表

山崎憲治

922-0126 石川県加賀市山中温泉河鹿町ホ１８の８

0761-78-1152 0761-78-3390

