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組	 合	 員	 名	 簿	 （平成 27 年 11 月 17 日現在）	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

第１地区	 	 （湊一二三会）	 	 	 	 	 	 	 

	 

業種	 事業所名	 組合員名	 所	 在	 地	 電	 話	 

商	 ㈲丸中製本所	 丸山	 稲生	 〒140-0043	 

中央区湊 1-3-10	 

Tel（3551）5051	 

Fax（3551）1485	 

折	 	 孝彩堂	 鈴木	 孝治	 〒140-0043	 

中央区湊 1-13-3	 

Tel（3551）0496	 

Fax（3551）0562	 

商	 東群製本㈱	 橋本	 勝政	 〒140-0043	 

中央区湊 1-12-4	 

Tel（3551）3941	 

Fax（3297）8598	 

裁	 ㈲東京渡邉紙断所	 渡邉	 仲造	 〒140-0043	 

中央区湊 2-4-6	 

Tel（3551）8822（代）	 

Fax（3551）6760	 

商	 ㈲永倉製本所	 永倉	 篤	 〒140-0043	 

中央区湊 2-5-8	 

Tel（3551）3274	 

Fax（3551）3286	 

商	 ㈲大塚製本所	 大塚	 耕司	 〒140-0043	 

中央区湊 2-4-3	 

Tel（3551）0261	 

Fax（3551）8067	 

商	 ㈱城所紙工	 城所	 修	 〒140-0043	 

中央区湊 3-2-1	 

Tel（3551）7814（代）	 

Fax（3551）7850	 

商	 ㈲宇佐見紙工	 宇佐見	 佐一	 〒140-0043	 

中央区湊 3-5-1	 

Tel（3551）4520	 

Fax（3551）4529	 

	 	 森下工場	 宇佐見	 佐一	 〒135-0004	 

江東区森下 2-6-8	 

Tel（3846）2782	 

商	 ㈲大同紙工	 伊藤	 佳雄	 〒140-0043	 

中央区湊 3-16-3	 

Tel（3551）4324	 

Fax（3551）4324	 

商	 ㈱齋藤紙工	 齋藤	 直人	 〒140-0043	 

中央区湊 3-12-5	 

Tel（3551）5974	 

Fax（3297）8576	 

商	 ㈲誠文社製本所	 島村	 博	 〒140-0043	 

中央区湊 3-13-14	 

Tel（3552）2981	 

Fax（3552）2982	 

商	 ㈲青柳紙工所	 青柳	 隆司	 〒140-0042	 

中央区入船 1-4-7	 

Tel（3551）5316	 

Fax（3551）1714	 

商	 ㈱同文社	 戸塚	 多喜男	 〒136-0076	 

江東区南砂 1-9-22	 

Tel（3640）6690	 

Fax（3640）6691	 
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業種	 事業所名	 組合員名	 所	 在	 地	 電	 話	 

雑無	 ㈲小	 川	 小川	 嘉洋	 〒135-0046	 

江東区牡丹 3-29-2	 

Tel（3630）1840・1709	 

Fax（3630）1814	 

商	 ㈲高地製本	 高地	 敏行	 〒135-0021	 

江東区白河 3-14-9	 

Tel（5245）0247	 

Fax（5875）8121	 

商	 寿	 製本㈲	 鈴木	 忠好	 〒135-0006	 

江東区常盤 2-5-4	 

Tel（3633）4041	 

Fax（3633）4042	 

雑中	 ㈲松本製本所	 松本	 幸雄	 〒135-0016	 

江東区東陽 5-21-13	 

Tel（3647）0799	 

Fax（3647）0232	 

	 

	 

	 

	 

	 

隣保未加入組合員	 

	 

業種	 事業所名	 組合員名	 所	 在	 地	 電	 話	 

商	 ㈲笠松製本所	 笠松	 忠男	 〒116-0013	 

荒川区西日暮里	 

	 	 	 	 	 6-22-16	 

Tel（3810）6616	 

Fax（3810）6617	 

商	 ㈲渡部製本所	 渡部	 金美	 〒264-0028	 

千葉市若葉区桜木	 

1-13-14	 

Tel	 043（231）0220	 

Fax	 043（233）6337	 
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第２地区	 （八之部共栄会）	 

	 

業種	 事業所名	 組合員名	 所	 在	 地	 電	 話	 

雑	 ㈲松木製本所	 松木	 信義	 〒104-0033	 

中央区新川 1-25-20	 

Tel（3553）3838	 

Fax（3553）0098	 

帳	 国弘印刷紙工㈱	 関根	 光博	 〒104-0033	 

中央区新川 2-6-17	 

Tel（3551）5383	 

Fax（3551）5383	 

商	 ㈱京益社	 相沢	 宏彰	 〒104-0033	 

中央区新川 2-7-10	 

Tel（3553）3631	 

Fax（3553）3579	 

商	 松谷製本紙工所	 松谷	 慶久	 〒104-0033	 

中央区新川 2-12-14	 

Tel（3551）2829	 

Fax（3551）2150	 

商	 ㈱谷島	 谷島	 豊	 〒135-0021	 

江東区白河 2-1-5	 

Tel（5875）9803	 

Fax（5875）9813	 

商	 ㈲大貫製本所	 大貫	 哲也	 〒104-0033	 

中央区新川 2-22-17	 

Tel（3551）6669	 

Fax（3551）6923	 

箔	 ㈲下羽箔押所	 下羽	 敬一	 〒104-0033	 

中央区新川 2-28-8	 

Tel（3551）2437	 

Fax（5566）9323	 

商	 スドウ	 ナンバー	 須藤	 義勝	 〒104-0033	 

中央区新川 2-29-8	 

Tel（3551）9078	 

Fax（3553）8486	 

商	 大立製本㈱	 井上	 貴司	 〒135-0006	 

江東区常盤 1-16-4	 

Tel（3846）2531	 

Fax（3846）2530	 

書	 ㈱長山製本	 長山	 浩一	 〒135-0024	 

江東区清澄 3-11-8	 

Tel（3641）7080（代）	 

Tel（3641）1505（自）	 

Fax（3641）7211	 

商	 ㈱博伸社	 牧野	 伸充	 〒135-0052	 

江東区潮見 2-3-6	 

Tel（3699）5531	 

Fax（3699）5534	 

商	 ㈲酒井製本所	 片岡	 肇	 〒130-0021	 

墨田区緑 2-22-13	 

角田ビル	 

Tel（5624）1578	 

Fax（5624）1579	 
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第３地区	 （入船製友会）	 

	 

業種	 事業所名	 組合員名	 所	 在	 地	 電	 話	 

雑中	 ㈱王冠印刷製本社	 安部	 裕子	 〒135-0011	 

江東区扇橋 1-12-7	 

Tel（3699）1621～3	 

Fax（3644）5235	 

商	 ㈲長光堂製本所	 佐立	 哲彦	 〒104-0042	 

中央区入船 1-8-9	 

Tel（3551）7072	 

Fax（3551）7118	 

商雑	 ㈲関口製本所	 関口	 真徳	 〒104-0043	 

中央区湊 1-7-2	 

Tel（3551）2352	 

Fax（3551）2365	 

商	 ㈲大徳製本所	 木村	 利恒	 〒130-0012	 

墨田区太平 2-15-7	 

Tel（3623）5003	 

Fax（3623）7730	 

商雑	 ㈲共正社嶋佐製本所	 嶋佐	 博明	 〒104-0042	 

中央区入船 2-6-4	 

Tel（3551）0142	 

Fax（3551）0185	 

商中	 ㈲村松製本所	 村松	 衛	 〒104-0043	 

中央区湊 1-2-1	 

Tel（3551）3016	 

Fax（3555）9626	 

商	 ㈱共創社	 小串	 秀樹	 〒135-0051	 

江東区枝川 2-16-2	 

Tel（6458）6428	 

Fax（6458）6428	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



5	 

	 

第４地区	 （八丁堀親和会）	 

	 

業種	 事業所名	 組合員名	 所	 在	 地	 電	 話	 

商雑	 油矢製本㈱	 油矢	 博	 〒104-0032	 

中央区八丁堀 2-28-3	 

Tel（3551）5424	 

Fax（3206）9870	 

商	 泉	 製本所	 泉	 博之	 〒104-0032	 

中央区八丁堀 2-28-8	 

Tel（3551）2462	 

Fax（3551）2462	 

商	 もがみ紙工㈲	 佐藤	 稔幸	 〒104-0032	 

中央区八丁堀 3-4-12	 

Tel（3552）1608	 

Fax（3552）2665	 

帳印	 ㈱蔵王印刷	 渡辺りん太郎	 〒104-0032	 

中央区八丁堀 3-23-10	 

Tel（3551）5216	 

Fax（5541）8330	 

教	 ㈲栗原製本所	 栗原	 義昭	 〒104-0032	 

中央区八丁堀 3-28-15	 

Tel（3551）4639	 

Fax（3551）3994	 

商	 ㈱北信社	 丸山	 宏幸	 〒104-0032	 

中央区八丁堀 3-28-14	 

Tel（3553）3676	 

Fax（3553）3650	 

商	 ㈱松進社製本	 松本	 政男	 〒104-0032	 

中央区八丁堀 4-3-11	 

Tel（3551）3278	 

Fax（3551）1243	 

紙	 ㈱山本製本所	 山本	 雅夫	 〒135-0032	 

江東区福住 1-11-5	 

Tel（3641）2549	 

Fax（3641）2545	 

	 


