
カード印刷・発行から発送、回収、破砕まで
社内のカードにまつわる業務をすべて一貫対応！

単純作業時間およびコストの削減を実現！

商品・サービス
紹介

総務・購買担当者向け

作業時間短縮およびコスト削減によるコストダウンを実現したい
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2 商品・サービスのご紹介

当社にて取扱いのある商品・サービスについて詳しくご紹介

を致します。

日本貿易印刷株式会社の

商品・サービスのご紹介
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国際的な運用管理基準である「ISO9001」の品質マネジメントシステムを
採用しており、お客様に高い品質のサービスを継続的に提供することができます。
さらに、2006年にはプライバシーマークの認定を取得しており、
情報漏洩や情報紛失が発生しないように対策を徹底しております。

2

product 保険証

保険証の発行から回収・破砕まで一貫して対応し、お客様の各種業務工数を削減！
保険証の発行は、個人情報を取り扱うために高いセキュリティ管理能力や管理体制が必
要とされます。また、保険証カードの発行を行った後には各個人に配送、有効期限が切
れた場合には回収・破砕まで行う必要があります。当社にお任せいただけますとこれら
の業務を一貫して代行することができます。これにより発生していた配送コストや管理
コストなどの各種コストを削減することができます。

POINT
1 印刷から梱包発送、回収、破砕まで一貫対応することができる！

2 徹底した品質管理・セキュリティ管理を実現！

2

商品・サービスのご紹介

保険証発行においてこれまで累計1400万枚
の実績があります。中小中堅企業・上場企業を
はじめ共済組合、国民健康保険、社会保険庁に
も発行実績があります。
保険証のカード発行に伴う高品質・高セキュ

リティ・短納期対応・各種加工技術の実現を行
うことができます。

３ 個人識別番号２桁追加に対応可能！

４ 各種印刷技術によって保険証の偽造防止対策を実施！

５ 外字のカード作成にも対応可能！

印刷だけにとどまらず、梱包配送、回収、破砕まで一貫対応しております。
お預かりした個人情報データの加工を行います。次にカードの個人化を行い、
発送台紙への住所・氏名の印刷を行います。最後に、固有化したカードと台紙のマッチングを行い、
確実な封入封緘から、信頼のある個人宛配送会社を経由して、個人宅までカードをお届けいたします。

個人識別番号２桁追加の保険証カードに対応することができます。法律改正を経て２０２０年４月以降、
健康保険組合などが個人識別番号の付いた保険証カードに順次切り替えを実施しています。それに伴い
当社へのご相談も増加してきています。

マイクロライン・UVインク・パールインク、ホログラム等の印刷技術を駆使し、
様々な偽造防止を提案いたします。

常用漢字表の表外字並びに外国文字での作成にも対応しております。
名前に普段使わない難しい漢字や旧字体が含まれているといった場合も安心してご依頼いただけます。



国際的な運用管理基準である「ISO9001」の品質マネジメントシステムの採用ならびに
プライバシーマークに認定を取得しております。
当社は、情報漏洩や情報紛失が発生しないように対策を徹底しお客様に高い品質のサービスを
継続的に提供することができます。

国内外を問わずこれまでに７０社以上のキャッシュカード発行実績があります。高度な個人情報を扱う
キャッシュカード発行では、信頼できるカード発行会社に依頼をすることが求められるかと思います。
当社はVISA・Masterといった大手のカード会社からも認定を頂いており、お取引企業様からは、
キャッシュカードの発行実績・品質において高い信頼を頂いております。

2

product 保険証

キャッシュカードの発行から発送まで一貫して対応し、お客様の各種業務工数を削減！
キャッシュカードの発行は、個人情報を取り扱うために高いセキュリティ管理能力や管
理体制が必要とされます。また、キャッシュカードの発行を行った後には各個人に配送、
する行う必要があります。当社にお任せいただけますとこれらの業務を一貫して代行す
ることができます。これにより発生していた配送コストや管理コストなどの各種コスト
を削減することができます。

POINT
1 印刷から梱包発送まで一貫対応することができる！

2 国内外７０社以上の発行実績

3

商品・サービスのご紹介

国内外を問わず、７０を超える記入機関様と
のお取引実績、高品質・高セキュリティで安心
のお取引を実現します！
キャッシュカードの発行に伴う高セキュリ

ティ・短納期対応・各種加工技術の実現を行う
ことができます。

３ 徹底した品質管理・セキュリティ管理を実施！

印刷だけにとどまらず、梱包配送まで一貫対応しております。
お預かりした個人情報データの加工を行います。次にカードの個人化を行い、
発送台紙への住所・氏名の印刷を行います。最後に、固有化したカードと台紙のマッチングを行い、
確実な封入封緘から、信頼のある個人宛配送会社を経由して、個人宅までカードをお届けいたします。

お客様のご要望に応じて、最短の即日対応・日単位・週単位・月単位で発行作業を承っております。
大手の印刷会社では実現できない短納期対応・小回り対応が強みです。
納期に関してお困りの方は是非一度お気軽にお問い合わせください。

４ 業界最速の対応スピード！短納期対応ならお任せ！



お客様のご要望に応じて、様々なカードデザインをご提案することができます。
カードの配色・文字のフォントもこだわりのデザインにアレンジをすることができます。
もちろんテンプレートのデザインもご用意しておりますので、
デザインに関してはお気軽にご相談下さい。

偽造防止対策としてオプション加工のご提案をさせて頂きます。偽造防止対策の加工技術としては、マ
イクロライン・UVインク・パールインク、ホログラム等があります。これらの加工を施すことで中には
光沢が発生するなど、デザイン面においてもメリットがあります。他にも、QRコードのやバーコード
を印刷することもできます。

2

product 資格証・認定証

表彰状の代わりに資格証・認定証カードを発行しませんか？
各種資格の合格者・修了者に対して表彰状をお送りするケースが多いですが、紙の表彰
状を持ち歩くことは困難であるため、証明としてカードの発行も行うケースが増えてお
ります。カードはある程度の耐久性も備わっており、本人確認としても利用することが
できるといった点においてメリットがあります。資格証・認定証カードの発行をご検討
の方がおられましたら一度当社にお問合せ下さい。

POINT
1 印刷から梱包発送まで一貫対応します！

2 偽造防止対策を実施！
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商品・サービスのご紹介

資格証・認定証において数１０万枚の発行実
績！１０以上の協会団体様とのお取引がござい
ます。
※こちらの商品は「法人様」「企業様」のみお
取り扱い可能の商品となります。大変恐れ入り
ますが、「個人様」からの受注は受け過かねま
すのであらかじめご了承ください。

３ こだわりのデザインで製作可能！

印刷だけにとどまらず、梱包発送まで一貫対応しております。
お預かりした個人情報データの加工を行い、発送台紙への住所・氏名の印刷を行います。
最後に、固有化したカードと台紙のマッチングを行い、確実な封入封緘から、信頼のある個人宛配送会
社を経由して、個人宅までカードをお届けいたします。



日本貿易印刷株式会社の会員証・メンバーズカードは、量販店・流通・小売業・チェーンストア・レン
タルショップ・ゴルフ場・ヘアサロン・病院等様々な業界の企業様に対して納品実績があります。
また、複数の店舗をお持ちのお客様であれば、各店舗への発送業務に工数がかかってしまいます。
当社にお任せいただけますと各店舗への発送代行をさせていただきますので、工数の削減とそれに伴う
コスト削減に貢献することができます。

2

product 会員証

本人確認のための写真挿入、QRコード、バーコードなど様々な加工に対応可能！
会員証ならびにメンバーズカードを発行するにあたっては、ただ単に作成するだけでな
く簡単に本人確認・偽造防止ができるように顔写真の挿入をしたい、また情報管理をす
るためQRコード・バーコードの読み取りができる仕様にすることで業務の効率化を図り
たいというお客様も多くおられると思います。当社ではこれらすべてに対応することが
できますので、是非一度お問い合わせください。その他、カードの素材ならびに加工技
術においても柔軟に対応することができます。

POINT
1 オリジナルデザイン・機能付加カードの発行が可能！

2 各店舗ごとに納品が可能！
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商品・サービスのご紹介

会員証・メンバーカードにおいて累計○○枚
の発行実績があります。お客様の業界や個別企
業に合わせた最適なカードのご提案を致します。

３ 少量の追加発行にも対応！

４ 業界最速の対応スピード！柔軟な納期設定が可能！

お客様のご要望に合わせてデザイン・機能面において柔軟に対応することができます。会員証・メン
バーズカードを発行するにあたってカードの材質、厚さ、形状から、デザインの提案、印刷、後加工の
ご提案までトータルでお応えいたします。

日本貿易印刷株式会社では、会員証・メンバーカードの少量追加発行も対応しております。当社で納品
実績がある量販店・流通・小売業・チェーンストア・レンタルショップ・ゴルフ場・ヘアサロン・病院
などにおきましては、随時新しい会員様の登録が行われるかと思います。当社にお任せいただけますと、
少量の追加発行を随時行い、さらに発行から発送までも一貫して対応いたします。

お客様のご要望に合わせて柔軟な納期設定に対応させていただきます。
ご注文の内容によって変更する場合はございますが、最短では即日対応も可能となります。
日単位・週単位・月単位で発行作業を行いますので、納期に関して不安がある方は一度ご相談下さい。
当社は大手の印刷会社とは異なる小回りの利く対応が強みです。



日本貿易印刷株式会社は、「ISO9001」ならびに「プライバシーマーク」を取得しているため徹底し
た情報管理体制です。学生証の発行は、情報漏洩の観点からも発注先の選定は慎重に行われるケースが
多く、事前に生産管理体制を確認するお客様もおられます。当社は事業所ならびに工場の視察にも対応
しておりますので、是非お声かけください。
また、発行枚数としても一度に1枚～10万枚の発行が可能ですので、大規模な事業所様に対しても十分
に対応することができます。

ロット数ならびに機能によって変動はありますが、高級感のあるプラスチック製の学生証が1枚400円
～作成することができます。この価格は業界最安値であり他の企業様では実現することができません。
その他料金体系の詳細に関しても、お問い合わせいただけますとごお答えさせていただきます。

2

product 学生証

柔軟な発行体制で数枚から数万枚の発注が可能！
日本貿易印刷株式会社では、お客様のご要望に応じて、1枚～100枚の小ロット制作から、
1000枚、10000枚、最大で10万枚の大規模製作にも対応しております。規模に応じて
異なる製作方法でご提案することができます。
また、柔軟な発注体制でまとめてのご送付、学校単位でのご送付、1枚の追加送付、個人
配送まで柔軟に対応しております。

POINT
1 通常の学生証に機能付加が可能！

2 学生証発行における業界最安値を実現！
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商品・サービスのご紹介

小学校～大学まで、その他多数の専門学校との
取引実績！
学生証発行に伴う高品質・多機能・短納期対
応・各種加工技術の実現を行うことができる
サービスです。

３ 情報漏洩の心配がなく、大量発注が可能！

４ 業界最速の対応スピード！短納期対応ならお任せ！

日本貿易印刷株式会社の発行する学生証は、身分証明機能のシンプルな学生証の他にも、出席管理や入
退室管理を可能にする機能を含めた、機能型学生証もご用意しております。機能型学生証の導入で、教
育現場の作業効率化に貢献することができます。
さらに、願書や入学届などの顔写真付きの台紙をお預かりして取り込み、顔写真データを作成する事も
できます。

お客様のご要望に応じて、最短の即日対応・日単位・週単位・月単位で発行作業を承っております。
大手の印刷会社では実現できない短納期対応・小回り対応が強みです。



日本貿易印刷株式会社は、「ISO9001」ならびに「プライバシーマーク」を取得しているため徹底し
た情報管理体制です。学生証の発行は、情報漏洩の観点からも発注先の選定は慎重に行われるケースが
多く、事前に生産管理体制を確認するお客様もおられます。当社は事業所ならびに工場の視察にも対応
しておりますので、是非お声かけください。
また、発行枚数としても一度に1枚～10万枚の発行が可能ですので、大規模な事業所様に対しても十分
に対応することができます。

３ 情報漏洩の心配がなく、大量発注が可能！

ロット数ならびに機能によって変動はありますが、高級感のあるプラスチック製の社員証が1枚400円
～作成することができます。この価格は業界最安値であり他の企業様では実現することができません。
その他料金体系の詳細に関しても、お問い合わせいただけますとごお答えさせていただきます。

2

product 社員証

柔軟な発行体制で数枚から数万枚の発注が可能！
カード印刷・発行センター.comを運営している日本貿易印刷株式会社では、お客様のご
要望に応じて、1枚～100枚の小ロット制作から、最大10万枚までの大量生産にも対応
しております。当社にお任せいただけますと、カード発行だけでなく発送業務も一貫し
て行うことができ、複数事業所をお持ちのお客様に対して事業所単位で発送することが
できます。当社は全国に事業所を有しているため全国対応することができます。

POINT
1 勤怠・入館管理機能、支払い機能付き社員証の発行が可能！

2 社員証の発行における業界最安値を実現！
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商品・サービスのご紹介

国内３００社以上の法人様とのお取引実績！
全国複数事業所による短納期対応・各種加工技
術の実現を行うことができるサービスです。

お客様のご要望に応じて、バーコードやQRコード、ICカードなどで勤怠・入館管理もできる社員証を
発行することができます。カードリーダーと合わせて導入することで、勤怠・入館管理を自動化するこ
とができます。
また、社員食堂や自動販売機などでの購買も管理できるシステムも導入いただければ、社員が購買した
金額を記録し、次月の給与から引き落とす、といったことも実現できます。

４ 業界最速の対応スピード！短納期対応ならお任せ！

お客様のご要望に応じて、最短の即日対応・日単位・週単位・月単位で発行作業を承っております。
大手の印刷会社では実現できない短納期対応・小回り対応が強みです。



日本貿易印刷株式会社では、ギフトカードの製作に当たって様々な機能付加を行うことができます。偽
造防止の方法としては、特殊なインクを使用した「UV印刷」「パールインク印刷」「マイクロライン印
刷」などが挙げられます。
その他にもホログラム加工、スクラッチ加工などにも対応することができます。

2

product ギフトカード

オリジナルのギフトカードの発行だけでなく、偽造防止のための特殊加工も可能！
ギフトカードは販売促進として、イベントを開催した際の来店客へのお礼として、景品
として、会社の福利厚生としてといったように様々なシーンで利用することができます。
そのギフトカードを発行するにあたっては、企業のロゴやキャラクターなどオリジナル
のデザインを施したいといったご要望が多く見受けられます。当社にお任せを頂けます
と、ご希望に合わせたデザインで製作をさせて頂きます。
また、ギフトカードを発行するにあたっては、カード偽造の心配があるかと思います。
文字入れやナンバリング、その他各種加工によってこれを防ぐことができます。

POINT
1 オリジナルデザインで柔軟な対応が可能！

2 偽造防止などのセキュリティ管理
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商品・サービスのご紹介

ギフトカード発行において、オリジナルデザイ
ンの要望や様々な特殊加工に対応可能！

日本貿易印刷株式会社では、これまでに累計3,000万枚のギフトカード発行実績があります。製作にあ
たっては、お客様の様々なデザイン要望にお応えすることができます。
製作に入る前にヒアリングを実施させていただき配色・文字のフォントを含めたデザインを決定
させて頂いております。ご不明点ご要望がありましたらお気軽にご相談下さい。

３ 業界最速の対応スピード！短納期対応ならお任せ！

お客様のご要望に応じて、最短の即日対応・日単位・週単位・月単位で発行作業を承っております。
大手の印刷会社では実現できない短納期対応・小回り対応が強みです。



日本貿易印刷株式会社では、1つの封筒にご家族様のカードをまとめていれて配送することができます。
配送ミスが起こる可能性をできるだけ抑え、また業務負担の軽減も実現します。保険証の発行から封筒
への封入は手作業ではなく、すべて機械での作業となりますので、封入ミスなどが発生しません。この
仕組みは、当社独自の技術です。

日本貿易印刷株式会社は、プライバシーマークの認定を取得しており、情報漏洩や情報紛失が発生しな
いように対策を徹底しております。発行・発送代行サービスでは、封入物の重量を検査・計測すること
で間違いがないかを確認しております。

2

service 発行・発送代行サービス

複数の事業所をお持ちのお客様の発送作業にかかる負担を軽減します！
複数の事業所をお持ちのお客様には、大きな発送作業の工数がかかります。当社では各
事業所への直接対応さらには簡易書留郵便による個人宅への配送も承っております。
当社にお任せいただくことでお客様のカード管理・発送に関する工数削減と
それに伴うコストダウンの実現をすることができます。

POINT
1 世帯単位で封緘可能(名寄せ)最大12名分！

2 封入物が正しいか、重量で検査いたします！
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商品・サービスのご紹介

徹底した情報管理体制で運営しているため、
安心安全で社員証、保険証、クレジットカード、
資格証、ギフトカード等あらゆるカード発行・
発送を行うサービスです。

３ 様々な発送形態に対応いたします！

４ 外字のカード製作にも対応可能！

５ 業務完了したすべての記録をデータとして保管しています！

日本貿易印刷株式会社の発行・発送代行サービスでは、様々な発送形態に対応いたします。健康保険組
合様へ一括納品、事業所別の一括納品、さらに個人宅への郵送が可能でございます。事業所別の一括納
品では、1万カ所に納品した実績もございます。

日本貿易印刷株式会社が発行する保険証は、常用漢字表の表外字並びに外国文字での作成にも対応して
おります。名前に普段使わない難しい漢字や旧字体が含まれているといった場合も安心してご依頼いた
だけます。

日本貿易印刷株式会社では、業務完了したすべての記録をデータとして残しております。実際にお取引
させていただいた企業様・団体様からは、徹底した情報管理には定評を頂いております。



日本貿易印刷株式会社では、回収したカードを専用の破砕機で粉々に破砕し、その証明として「破砕証
明書」の発行をしております。回収したカードの破砕処理でお困りの方は是非当社の「個人情報管理・
破砕サービス」をご利用ください。また当社では、回収作業においても一貫して対応することができま
す。こちらも併せでご利用ください

日本貿易印刷株式会社では、破砕作業の現場において監視カメラの設置をしております。作業現場を24
時間365日録画をし情報漏洩等が発生しない環境作りを徹底しております。破砕作業を依頼したいが個
人情報管理に関して詳しく知りたいという方は是非お気軽にお問い合わせください。

2

service 個人情報管理・破砕サービス

個人情報の破砕処理でお困りではないですか？
当社では北海道から沖縄まで全国の組合様、並びにVISA・MasterCardのクレジット、
さらには銀行や信用金庫のキャッシュカードに至るまで様々なカードの破砕実績があり
ます

POINT
1 破砕証明書の発行を実施

2 監視カメラにて破砕作業現場を監視！
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商品・サービスのご紹介

徹底した情報管理体制で回収したカードの破
砕ならびに破砕証明書の発行を実施するサービ
スです。

３ 国際基準の管理体制！

日本貿易印刷株式会社では、「ISO９００１」ならびに「プライバシーマーク」を保有しており、国際
基準の高い管理体制で作業を行っております。高度な個人情報を扱っており厳格な情報取り扱い体制が
求められる企業様に対しても十分に対応することができます。



日本貿易印刷株式会社では、カード回収に伴う個人情報管理体制に自信があります。当社にて回収され
たカードの回収記録をデータとしてお客様に返却をし管理を行っております。また、破砕対応も一貫し
て承っております。

2

service 旧保険証回収代行サービス

旧保険証の回収作業でお困りではありませんか？
多くの企業様で、旧保険証の回収作業に多くの時間と労力がかかっているかと思います。
当社にお任せいただけますと、回収作業を代行し回収作業にかかる時間と労力を軽減す
ることができます。さらに、回収代行だけでなく対象外保険証の返却、回収リストの作
成、返却用キットの提供等も承っております。

POINT
1 回収作業に伴う個人情報管理は徹底しております

2 対象外保険証の返却
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商品・サービスのご紹介

旧保険証の回収を実施するサービスです。
回収した旧保険証の対象リストを提供いたしま
す。

３ 回収リストの作成

４ 返却用キット提供

カード印刷・発行センター.comを運営している日本貿易印刷株式会社では、旧保険証の回収代行サー
ビスを承っております。回収の際に、回収対象ではない保険証が含まれている場合があります。
その場合には、返却を実施させていただきます。

カード印刷・発行センター.comを運営している日本貿易印刷株式会社では、保険証回収リストを作成
いたします。そして、回収するべき保険証カードの管理を行いその状況に関して随時ご報告することが
できます。保険証回収に工数がかかっている、管理が大変だといった場合には当社にご依頼ください。

カード印刷・発行センター.comを運営している日本貿易印刷株式会社では、保険証回収を実施するに
あたって返却用キットをご提供いたします。新しく保険証を送付する際に旧保険証の返却用封筒も併せ
て挿入いたします。



カード表面の平滑性を抑え、細かな
凹凸を作ることでザラザラな肌触り
にします。光を乱反射させることで
マット調に加工する技術です。

2

service 加工サービス

様々な加工技術に対応することができます！
カード印刷・発行センター.comを運営する日本貿易印刷株式会社では、カード発行にお
ける様々な加工技術・素材にご対応することができます。
「使用目的に合わせて最適な加工を提案してくれるだろうか…？」
ということをお悩みの方は、是非一度ご相談下さい。

加工技術

1 マット加工 2 箔押し加工
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商品・サービスのご紹介

エンボス加工をはじめセキュリティ対策機能
を付帯したカード等様々なカードの加工に対応
することができます。

箔押し加工並びにカードの印刷を行
うことができる技術です。企業の
マークやロゴの印刷を行う際に使用
されるケースが多くなります。高級
感を演出するための一工夫として選
ばれます。

カード印刷時にホログラムフィルム
を転写する加工技術です。強度が増
すことや光沢感が演出され目立ちや
すいというメリットがあります。

３ ホログラム加工 ４ マイクロライン印刷

セキュリティ強化のために採用され
る加工技術で、裸眼では認識できな
い微細な文字を印刷する加工技術で
す。

お好みの和文/欧文フォントを、極
小文字から、OCRフォント、バー
コード、QRコード等の2次元バー
コードまで印刷することができます。
プラスチックのカード表面にも美し
く、しっかりとプリントすることが
できます。

５ UG（ウルトラグラフィック）プリント ６ エンボス加工

エンボス加工は別名浮き出し加工と
呼ばれます。金属板と樹脂板でカー
ドを挟み込むことで凹凸を作り出し
ます。



カード発行をする際に、QRコー
ド・二次元バーコードを印刷する加
工技術です。名刺やチラシなどに使
用されることがあり、企業HPへの
リンクやログイン画面に遷移させる
ことができます。

2

加工技術

７ QRコード・二次元バーコード ８ 磁気データ書き込み
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商品・サービスのご紹介

磁気データの書き込みを行うことが
できる加工技術です。

顔写真印刷は、社員証、学生証、会
員証など本人照合のために使用され
るカードへの印刷に使用される技術
です。セキュリティの観点からその
他の加工技術も併用することが多く
なります。

９ 顔写真印刷 10 JIS規格外Hi-Coカード

磁気ストライプカードの一種です。
抗磁力が高いため一般的な使用であ
れば磁気データが失われる危険性が
低くなります。

UVインクジェット印刷は、カード
に吹き付けたインクにUV照射をす
ることで硬化させる印刷技術です。

11 UVインクジェット印刷 12 パールインク印刷

カードの下地に虹色のインクを印刷
する加工技術です。偽造防止として
目的として使用されます。健康保険
証を作成する際に採用されるケース
が多くなります。

カード素材

1 PET素材 2 JIS基準塩ビ

３ 紙 ４ 耐熱カード

５ PET-Gカード ６ 抗菌カード

一般的によく使われるカードです。
厚さが0.25mm位なので、薄い
カードに仕上がります。

エコでローコストな素材です。
短期間の使用に適しています。

塩ビの代替で生まれた素材です。ダ
イオキシンフリーで、環境にやさし
いカードです。

最も一般的に使われるカードです。
エンボス特性に優れた素材です。

約85℃～95℃までの熱に耐えるこ
とができます。車内での放置が予想
されるカード等におすすめです。

抗菌処理を施しているカードです。
病院等での使用におすすめです。



4 発行元情報

社名 日本貿易印刷株式会社

代表者 代表取締役社長 伊藤 知之

創立 昭和２２年４月

資本金 １００百万円

社員数 ２００名

本社所在地 〒245-8550 横浜市戸塚区上矢部町１９６８

電話・FAX 電話：045-811-2771 FAX：045-811-2455

所在地

ソリューション営業部 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル9Ｆ
TEL:045-317-3161 FAX:045-317-3162
北海道事業所
(北海道) 〒062-0932 札幌市豊平区平岸2条1-7-6 ﾊﾟｰｸｳｪﾙ学園前1F
TEL:011-805-0011 FAX:011-805-0010
東北事業所
(青森、秋田、岩手、宮城、山形、福島) 〒980-0022 仙台市青葉区五橋2-11-
1 ｼｮｰｹｰ本館ﾋﾞﾙ7F
TEL:022-225-8981 FAX:022-264-3994
北関東事業所
(新潟、茨城、栃木、群馬、長野) 〒370-0046 高崎市江木町1715
TEL:027-327-4711 FAX:027-327-4710
首都圏事業所
(東京、千葉、埼玉、神奈川、山梨) 〒220-0004 横浜市西区北幸2-9-40 銀洋ビル9
Ｆ
TEL:045-755-3070 FAX:045-317-3162
中部事業所
(静岡、愛知、三重、岐阜、富山、石川、福井) 〒464-0850 名古屋市千種区今池3-
12-20 KAビル6F
TEL:052-856-0211 FAX:052-856-0395
関西事業所
(大阪、和歌山、兵庫、京都、滋賀、 奈良) 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-
13-41 SRビル江坂3F
TEL:06-7670-0161 FAX:06-7670-0160
中四国事業所
(岡山、鳥取、広島、島根、山口、香川、徳島、愛媛、高知) 〒732-0802 広島市南区
大州4-9-26 サンクレストビル1F
TEL:082-581-6071 FAX:082-581-6076

会社概要
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4 発行元情報

WEBサイト 「カード印刷・発行センター」

日本貿易印刷株式会社は、長年培ってきたカード発行・加工技術のノウハウと充実し
たサービスをもとに様々な業種・業界のカード製作会社として選ばれ続けてきました。
そんな皆様に、お役立ち情報をお届けするため、「カード印刷・発行センター」を立ち
上げました。皆様のお役に立てるよう、これからも尽力してまいります。
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本社

日本貿易印刷株式会社 コーポレートサイト

〒245-8550 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町1968
tel. 045-811-2771 fax. 045-811-2455

https://nichiboh.co.jp/

会社名

日本貿易印刷株式会社

カード印刷・発行センター
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