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北海道

北海道

（有）エルイーディー 北海道札幌市中央区南5条西1-1-12
（株）ドーコン 北海道札幌市厚別区厚別中央1条5-4-1
中西印刷（株） 北海道札幌市東区東雁来3条1-1-34
三条印刷（株） 北海道札幌市東区北10条東13-14
（株）KITABA 北海道札幌市北区北13条西3-2-1
（株）アイワード 北海道札幌市中央区北3条東5-5-91
小南印刷（株） 北海道札幌市中央区北9条西23-2-5
（株）ヤマチコーポレーション 北海道札幌市中央区北1条西10-1-7

東北

青森県 岩手県 宮城県

（株）新印刷興業 青森県青森市大字野木字野尻37-728 川嶋印刷（株） 岩手県西磐井郡平泉町平泉字佐野原21 （株）トラストメディカル 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3-28-1
（株）ユーメディア 宮城県仙台市若林区土樋103番地
（株）八耕堂 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷東1-10-5
（株）サーベイリサーチセンター  東北事務所 宮城県仙台市青葉区一番町2-4-1
障害福祉サービス事業所 第二啓生園 宮城県仙台市宮城野区幸町4-6-2
（株）スペース 宮城県仙台市宮城野区扇町2-2-23
高橋印刷（株） 宮城県仙台市宮城野区榴岡5-1-21
（株）ケー・シー・エス 東北支社 宮城県仙台市青葉区本町1-11-2

秋田県 山形県 福島県

（株）デジタル・ウント・メア 秋田県横手市赤坂字舘ノ下80-1 藤庄印刷（株） 山形県上山市蔵王の森7 （株）進和クリエイティブセンター 福島県福島市庄野字柿場１－１
（株）福芝事務機 福島県いわき市内郷御厩町4-32
不二石橋印刷（株） 福島県郡山市田村町上行合西川原9-2
（特非）にじの会 福島県福島市西中央2-23-1
（有）シップス 福島県福島市西中央3-31-3
（株）マツヤマ 福島県 いわき市平字愛谷町4-3-4

関東

茨城県 栃木県 群馬県

（株）タナカ 茨城県稲敷市江戸崎甲1220-7 （株）アールピーアイ栃木 栃木県宇都宮市鶴田町1333-1 朝日印刷工業（株） 群馬県前橋市元総社町67
（株）谷口製作所 茨城県つくば市谷田部4354 （株）新朝プレス 栃木県宇都宮市旭1-4-30
松枝印刷（株） 茨城県常総市水海道天満町2438 （株）松井ピ・テ・オ・印刷 栃木県宇都宮市陽東5-9-21
大富印刷（株） 茨城県ひたちなか市山崎160

埼玉県 千葉県

（株）ワイズマンコンサルティング さいたま支店埼玉県さいたま市北区宮原町3-306-6 （有）千葉メディア 千葉県香取市分郷218-1
ビーエフ＆パッケージ（株） 埼玉県所沢市南永井667番地の1 （株）ハシダテ 千葉県千葉市美浜区新港116-1
関東図書（株） 埼玉県さいたま市南区別所3-1-10 （株）太陽堂印刷所 千葉県千葉市緑区古市場町474-312
無尽蔵（株） 埼玉県川口市芝4-8-8 ワンアップ・アド・システム（株） 千葉県千葉市中央区神明町13-4
（株）櫻井印刷所 埼玉県川越市元町2-4-5 （有）千葉メディア 千葉県香取市分郷218-1
研友社印刷（株） 埼玉県和光市白子3-35-9 （有）ワールド印刷 千葉県千葉市若葉区若松町2318-14
（株）まち研 埼玉県さいたま市浦和区高砂4-4-1 （株）総合印刷新報社 千葉県船橋市高瀬町32番地
（株）吉岡 埼玉県ふじみ野市福岡561-3 （株）ラジャ・プリ 千葉県富津市花香谷1番地5
（有）マックスアーリー 埼玉県熊谷市柿沼841-5 （株）千葉データセンター 千葉県千葉市稲毛区天台6-5-3
文進堂印刷（株） 埼玉県さいたま市岩槻区仲町1-10-13 （株）D＆Pメディア 千葉県千葉市緑区平山町176-1

（株）萌翔社 千葉県千葉市花見川区宮野木台2-10-55
（有）津森印刷センター 千葉県千葉市稲毛区山王町423番地10
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関東

東京都 東京都 東京都

NTT印刷（株） 東京都港区芝浦3-4-1 スピックバンスター（株） 東京都文京区関口1-47-12 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株） 東京本部東京都港区虎ノ門5-11-2
（株）アメディア 東京都練馬区豊玉上1-15-6 （株）ｼﾞｬﾊﾟﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ総合研究所 東京都文京区本郷3-23-1 （株）ITP 東京都文京区湯島2-25-7
（福）東京コロニー 東京都東村山市秋津町2-22-9 （特非）羽ばたく会 東京都調布市国領町1-3-1 アオイ環境（株） 東京都港区三田2-17-29
（株）現代けんこう出版 東京都墨田区両国1-12-8-502 ピクセル工房（株） 東京都大田区山王2-9-1 理想科学工業（株） 東京都港区芝5-34-7
（株）新星コーポレーション 東京都練馬区高野台4-10-18 （有）エレメネッツ 東京都新宿区神楽坂1-12-1 （株）太陽技報堂 東京都千代田区神田三崎町2-21-2
（株）文化科学研究所 東京都中野区中野5-52-15-1040 東洋印刷（株） 東京都新宿区新宿1-14-12 （株）日本リサーチセンター 東京都墨田区江東橋4-26-5
（株）建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町3-21-1 兼松エレクトロニクス（株） 東京都中央区京橋2-17-5 （株）ファルコンプリント 江東営業所 東京都江東区冬木5-15
（株）サーベイリサーチセンター 東京本社 東京都荒川区西日暮里2-40-10 光写真印刷（株） 東京都大田区下丸子2-24-26 昭和印刷（株） 東京都江戸川区中央3-19-20
C&Zコミュニケーション（株） 東京都千代田区神田神保町3-9 （株）ライズファクトリー 東京都千代田区飯田橋2-1-4 （株）文洋社 東京都港区海岸3-25-8
水三島紙工（株） 東京都北区昭和町2-11-1 （株）アイアールエス 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-16-11 忠栄印刷（株） 東京都江戸川区上一色3-21-16
（福）東京コロニー 大田福祉工場 東京都大田区大森西2-22-26 （福）東京都板橋福祉工場 東京都板橋区高島平9-42-7 （株）アルメックVPI 東京都新宿区新宿5-5-3
（株）アークポイント 東京都豊島区巣鴨4－27－9 （株）内浦 東京都江東区潮見2-2-3 大東印刷工業（株） 東京都 墨田区向島3-35-9
（株）太平社 東京都墨田区両国2-4-8 （公財）世田谷区保健センター 東京都世田谷区松原6-37-10 （有）グラフィック・メイト 東京都 港区六本木7-5-11-401
日本ケミカルデータベース（株） 東京都千代田区神田神保町3-9 （株）草建築工房・アトリエ草 東京都国立市富士見台2-11-3 （有）Trinity Production 東京都 品川区東五反田2-10-1-3313
（株）サトー 東京都目黒区下目黒1-7-1 （福）櫂 東京都世田谷区上馬3-7-8 （有）アシスト 東京都江東区毛利２丁目３−８ ヤマトビル
シンソー印刷（株） 東京都新宿区中落合1-6-8 （株）ブライト 東京都千代田区神田駿河台3-1 キヤノンプロダクションプリンティングシステムズ（株）東京都港区港南２丁目１３−２９ 
テクノピーアール（株） 東京都中央区湊1-9-8 大日本商事（株） 東京都千代田区飯田橋2-1-11 （株）文化科学研究所 東京都渋谷区代々木１丁目４３−７ 光ビル4階
（株）ドゥ・アーバン 東京都目黒区青葉台2-21-6 （株）ローヤル企画 東京都千代田区神田神保町3-2-6 （株）トップス 東京都台東区上野1-18-9　黒門平成ビル6F
（株）田中印刷（東京営業所） 東京都港区西新橋3-23-5 （株）みなみ企画 東京都豊島区高田3-5-19 国土地図（株） 東京都新宿区中落合３丁目２９−１０
アフラック生命保険（株） 東京都府中市日鋼町1-1 （株）啓文社 東京都世田谷区世田谷1-13-12 富士ビジネス・サービス(株) 東京都荒川区西尾久7丁目56番3号
（株）ユープランニングアソシエイツ 東京都品川区西五反田7-25-3 （株）生活構造研究所 東京都千代田区麹町2-5-4 (株)サンビジネス 東京都港区芝1丁目10-11
（株）シモヤマ 東京都中央区銀座1－14－7 （有）tt-unit 東京都板橋区桜川3-22-5-305 ぎょうせいデジタル(株) 東京都立川市曙町1丁目25-12 
（株）マクビーカタガイ 東京都新宿区新小川町5-3 （株）地域計画連合 東京都豊島区北大塚2-24-5 (株)アツプス 東京都台東区元浅草3-1-8
（株）双文社 東京都江東区潮見2-3-7 クレディ・アグリコル生命保険（株） 東京都港区東新橋1-9-2
（株）ジェイツ・コンプレックス 東京都千代田区有楽町1-2-2 東洋紙業（株） 東京都品川区南品川6-1-5
（株）一粒舎 東京都千代田区外神田3-6-1 プログレス・テクノロジーズ（株） 東京都江東区青海1-1-20
大進印刷（株） 東京都世田谷区太子堂1-12-39 （株）地域総合計画研究所 東京都港区南青山5-1-25
（株）サンワ 東京都千代田区飯田橋2-11-8 三松堂印刷（株） 東京都千代田区西神田3-2-1
（株）キタジマ 東京都墨田区立川2-11-7 （株）住宅・都市問題研究所 東京都渋谷区幡ヶ谷3－20－1 神奈川県
（株）武揚堂 東京都目黒区碑文谷1-3-25 （株）スケール 東京都港区西新橋2-23-1
日本郵便（株） 東京都千代田区大手町2-3-1 （株）アルストゥーワン 東京都新宿区新小川町4番8号 （株）浜銀総合研究所 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-1-1
（株）サン・ブレーン 東京都豊島区東池袋5-44-15 （株）宅配 東京都文京区本郷4-11-5 （有）いんぺりある 神奈川県座間市広野台1-18-5
（株）御幸印刷 東京都西東京市田無町5-11-12 画地測量設計（株） 東京都目黒区原町1-12-12 （株）ワイイーシーソリューションズ 神奈川県横浜市中区山下町22
（株）東京法規出版 東京都文京区本駒込2-29-22 損害保険ジャパン日本興和（株） 東京都新宿区西新宿1-26-1 （株）相模プリント 神奈川県相模原市緑区東橋本1-14-17
（株）ゼクト 東京都文京区小石川4-20-1 （一財）都市防災研究所 東京都千代田区丸の内2-4-1 （有）オフィス・ケイツー 神奈川県横浜市青葉区荏田町297-3-123
（株）まほろば 東京都港区虎ノ門1-16-11 （株）日テレイベンツ 東京都港区東新橋2-5-14 （株）エムス 神奈川県横浜市西区北幸2-9-30
（株）ムトウユニパック 東京都江東区永代1-7-12 勝田印刷（株） 東京都港区三田1-3-39 野崎印刷紙器（株） 神奈川県横浜市鶴見区矢向3-15-27
（公社）全国消費生活相談員協会 東京都中央区日本橋堀留町2-3-5 （株）創建 東京都港区西新橋3-23-5 （株）アイワ 神奈川県厚木市寿町1-6-6
共同印刷（株） 東京都文京区小石川4-14-12 アップワード（株） 東京都渋谷区初台2-13-12
東京海上日動火災保険（株） 東京都多摩市鶴牧2-1-1 （株）キーステージ２１ 東京都八王子市大横町1-9
（株）山口封筒店 東京都中央区八丁堀2-4-6 （株）タイム・エージェント 東京都渋谷区円山町６番８号
JTB印刷（株） 東京都新宿区払方町25-5 （株）佐野 東京都杉並区堀ノ内2-12-10
川口印刷工業（株）東京支店 東京都荒川区西尾久7-58-2 （株）エムシーアシスト 東京都西東京市田無町1-4-9
アットホーム（株） 東京都大田区西六郷4-34-12 東洋美術印刷（株） 東京都千代田区飯田橋4-6-2
（株）ヒューマン・ライジン 東京都豊島区西池袋1-5-3 （株）イントムジャパン 東京都台東区寿3-2-7
（株）DNPメディア・アート 東京都新宿区市谷加賀町1-1-1 （福）はなさく福祉会 東京都足立区東六月町5-20
（株）プリノ 東京都世田谷区砧6-30-5 共栄火災海上保険（株） 東京都港区新橋1-18-6
全国健康保険協会 東京都千代田区富士見2-7-2 誠文社印刷（株） 東京都中央区月島4-14-7
アシスト（株） 東京都中央区入船1-28-8 高速録音（株） 東京都文京区本郷1-20-9
（有）東信堂印刷所 東京都調布市上石原1-31-10 （株）昭文社 東京都千代田区麹町3-1
（株）マーケティング・リサーチ・サービス 東京都豊島区南大塚2-45-8 （株）押田印刷 東京都大田区蒲田3-23-8
（公財）流通経済研究所 東京都千代田区九段南4-8-21 （株）オゾニックス 東京都江東区東陽1-39-4-204
東京海上日動あんしん生命保険（株） 東京都杉並区上荻1-2-1 （株）社会構想研究所 東京都港区新橋5-8-6
（有）オーロラ印刷 東京都西東京市田無町6-4-13 （株）総合環境計画 東京都江東区牡丹1-14-1
（株）コモン計画研究所 東京都杉並区成田東5-35-15 タックウェーブ 東京都世田谷区船橋5-17-17-502
ソニー損害保険株式会社 東京都大田区蒲田5-37-1 三井住友銀行 東京都千代田区丸の内1-1-2
勝美印刷（株） 東京都葛飾区立石3-13-2 （株）サーベイリサーチセンター  日本橋事務所 東京都中央区日本橋3-13-5
小野印刷（株） 東京都江東区常盤1-16-5 山本化成（株） 東京都足立区足立2-47-3
ハート（株） 東京都千代田区神田錦町3-2 （株）エクシード 東京支社 東京都中央区日本橋茅場町2-6-1
図書印刷（株） 東京都北区東十条3-10-36 日本通信紙（株） 東京都文京区向丘1-13-1
（株）文典堂 東京都品川区南大井6-13-4 （公社）東京都柔道整復師会 東京都文京区本郷1-11-6
（株）イムラ封筒 東京都港区芝浦1-2-3-10F （株）勝村印刷所 東京都目黒区目黒本町5-9-7
寿堂紙製品工業（株） 東京都板橋区弥生町60-4 ヨシダ印刷（株） 東京都葛飾区奥戸4-23-7
（株）ゴートップ 東京営業所 東京都千代田区大手町2-6-2 佐川印刷（株） 東京都品川区南品川5-2-10
（有）シンキッズ 東京都目黒区五本木3-32-8 （株）梵まちつくり研究所 東京都新宿区高田馬場2-19-2-605
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中部・甲信越

新潟県 富山県 石川県

（株）プレスメディア 新潟県新潟市江南区曙町3-2-20 （株）チューエツ 富山県富山市上本町3-16 （有）フジタ印刷 石川県白山市宮永町238
（株）ほしゆう 新潟県燕市東栄町7-8 北日本印刷（株） 富山県富山市草島134-10 第一印刷（株） 石川県七尾市古府町へ部34番地1
（特非）スペースBe 新潟市西区五十嵐１の町6703-4 福島印刷（株） 石川県金沢市佐奇森町ル6番地
島津印刷（株） 新潟県新発田市富塚1419 （株）ユーアート 石川県金沢市薬師堂町イ58番地
（株）明昌堂　新潟支社 新潟県南魚沼市西泉田432-2 能登印刷（株） 石川県白山市番匠町293番地

（株）大和印刷 石川県金沢市西泉５丁目９１
ヨシダ宣伝（株） 石川県野々市市堀内5丁目194

福井県 山梨県 長野県

（株）竹下印刷所 福井県福井市手寄1-15-27 （特非）バーチャル工房やまなし 山梨県南アルプス市加賀美2630-6 （株）小松総合印刷所 長野県伊那市横山10955-1
（有）勝村印刷 山梨県甲斐市西八幡788-2 （特非）SUWAN 長野県岡谷市中央町2-3-6
（株）サンニチ印刷 山梨県甲府市宮原町608-1 （福）ながのコロニー 長野県長野市篠ノ井布施五明464-1

岐阜県

サンメッセ株式会社 岐阜県大垣市久瀬川町7-5-1
（株）岐阜文芸社 岐阜県岐阜市三輪ぷりんとぴあ13番地の1
西濃印刷（株） 岐阜県岐阜市七軒町１５番地

東海・関西

静岡県 愛知県 三重県

（株）SBSプロモーション 静岡県静岡市駿河区森下町1-35 （株）サイチ 愛知県西尾市中畑町宮西34-1 伊藤印刷（株） 三重県津市大門３２－１３
杉山メディアサポート（株） 静岡県浜松市東区丸塚町196-1 （株）ハーボック 愛知県名古屋市西区秩父通1-6 新日本工業（株） 三重県松阪市広陽町41-1
（株）サーベイリサーチセンター 静岡事務
所

静岡県静岡市葵区追手町8-1 日土地静岡ビル6階（一社）ハートフル・ステイション 愛知県小牧市市之久田2-66 （株）アイリック 三重県四日市市新正5-3-17
（株）エディケーション 愛知県名古屋市中村区則武1-10-6 （有）ミフジ印刷 三重県津市庄田町2339-1
アシスト（株） 愛知県名古屋市緑区相川2-105 （株）日本開発研究所三重 三重県津市広明町121-2
（株）名豊 愛知県名古屋市中区松原2-2-33
ナカシャクリエイテブ（株） 愛知県名古屋市熱田区六番3-10-8
（株）マルワ 愛知県名古屋市天白区平針4-211
（株）サーベイリサーチセンター 名古屋事務所 愛知県名古屋市中村区名駅南1-12-9
三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）名古屋本部愛知県名古屋市東区葵1-19-30
駒田印刷（株） 愛知県名古屋市中区平和2-9-12
（株）都市研究所スペーシア 愛知県 名古屋市中区栄5-1-32

滋賀県 京都府 大阪府

タケダ印刷（株） 京都府城陽市観音堂甲畑63 （株）JTBコミュニケーションデザイン 大阪府大阪市中央区久太郎町2-1-25
（株）サンエムカラー 京都府京都市南区吉祥院嶋樫山町37番地 （株）関西計画技術研究所 大阪府大阪市中央区天満橋京町1番26号
（株）地域社会研究所 京都市中京区蛸薬師通烏丸西入橋弁慶町228番地（株）サーベイリサーチセンター 大阪事務所 大阪府大阪市北区天満橋1-8-30
（特非）いごっそう 京都府京都市南区上鳥羽藁田23 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング（株）大阪本部 大阪府大阪市北区梅田2-5-25
京セラ（株） 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町6番地 アンカー・アンド・カンパニー（株） 大阪府大阪市天王寺区舟橋町2-26
（株）日本都市計画研究所 京都府京都市左京区下鴨森本町25番地の1 野崎工業（株） 大阪府大東市野崎4-11-26

あさひ高速印刷（株） 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-13
内外カーボンインキ（株） 大阪府高槻市上土室6-17-1
（株） イセトー 大阪府大阪市西区西本町1-3-15
（株）関西総合研究所 大阪府大阪市中央区内本町1-1-10
（株）サイネックス 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13
（株）オフィス・オルタナティブ 大阪府大阪市北区天神橋2-2-25
（株）遊文舎 大阪府大阪市淀川区木川東4-17-31
株式会社グリーンエコ 大阪府大阪市中央区南船場1-17-11
株式会社シーズ 大阪府大阪市中央区南船場2-10-30

兵庫県 奈良県 和歌山県

（有）新和プリント 兵庫県神戸市垂水区星陵台5-10-4 （株）奈良新聞社 奈良県奈良市法華寺町２番地４ （株）和歌山放送 和歌山県和歌山市湊本町3-3
塚田印刷（株） 兵庫県西宮市津門稲荷町11-12 中和印刷紙器（株） 和歌山県和歌山市久保丁4-53
（株）マインズ 兵庫県姫路市東延末2-24 （福）一麦会 和歌山県和歌山市府中1167-1

（株）協和 和歌山県海南市南赤坂5-3

©2003-2022Japan Association of Visually-Impared Information Support All Rights Reserved. 3



中国・四国

鳥取県 島根県 岡山県

（株）鳥取平版社 鳥取県鳥取市富安1-79 （株）セイキ 岡山県岡山市北区七日市西町7-51-3
中央印刷（株） 鳥取県鳥取市南栄町３４番地 西尾総合印刷（株） 岡山県岡山市北区津高651
米子フリースクール 鳥取県米子市皆生温泉2-2-23 旭総合印刷（株） 岡山県岡山市北区内山下2-10-3
（特非）Studio-E 鳥取県 鳥取市雲山96 フジイ印刷（株） 岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓4947-17

広島県 山口県 徳島県

（株）ニシキプリント 広島県広島市西区商工センター7-5-33 徳島県教育印刷（株） 徳島県徳島市東沖洲2-1-13
（株）ユニックス 広島県呉市広白石1-2-34
（株）中本本店 広島県広島市中区東白島町13番15号
（有）はと印刷 広島県尾道市因島重井町4080-3
（福）爽裕会 広島県東広島市西条町御薗宇5894−1
（株）セイカイ 広島県広島市東区二葉の里1-6-7
（株）マウンテンブック 広島県広島市東区尾長西1-2-6
広島ガス（株） 広島県広島市南区皆実町2-7-1
（一社）東広島自立支援センターあゆみ 広島県東広島市高屋台2-1-12
（株）地域計画工房 広島県広島市西区楠木町1-14-10
（株）正文社印刷所 広島県福山市三吉町南2-1-12

香川県 愛媛県 高知県

（株）成光社 香川県高松市朝日町5-14-2

九州・沖縄

福岡県 佐賀県 長崎県

（株)西部毎日広告社 福岡県福岡市中央区天神1-16-1 （株）エクセルコンサルタント 佐賀県佐賀市南佐賀1-16-16 反田海運（株）ホテルニュータンダ事業部 長崎県長崎市常盤町2-24
（株）西日本新聞社 福岡県福岡市中央区天神1-4-1 （株）音成印刷 佐賀県小城市小城町253番地4 株式会社GROW 長崎県雲仙市小浜町南本町２４−９
福博綜合印刷（株） 福岡県福岡市博多区堅粕3-16-36
（株）西日本高速印刷 福岡県福岡市中央区高砂1-6-1
（一社）久留米医師会 福岡県久留米市櫛原町45
（株）サーベイリサーチセンター 九州事務所福岡県福岡市博多区博多駅東2-6-26
（福）福岡コロニー 福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜1-11-1
アド印刷（株） 福岡県福岡市博多区榎田1-3-23
大商印刷（株） 福岡県福岡市博多区博多駅南4-10-33
（株）クリエイトセントラル 福岡県福岡市中央区草香江2-13-9-302
（公財）福岡県地域福祉財団 福岡県春日市原町3-1-7
（株）トラスティ・リンク 福岡県福岡市中央区舞鶴3-2-4
ダイヤモンド秀巧社印刷（株） 福岡県福岡市東区松田3-9-32
（有）一ノ瀬印刷 福岡県筑後市和泉225
（株）ビー・ピー・シー 福岡県福岡市東区大字上和白辺分野219-3
（株）トッパングラフィックコミュニケーションズ福岡県福岡市中央区薬院1-17-28
（株）ミライロ　福岡支店 福岡県福岡市中央区天神3-10-1
グローバル・ライフ・サポート（株） 福岡県福岡市博多区綱場町５番１号
城島印刷（株） 福岡県福岡市中央区白金2-9-6
井上紙工印刷（株） 福岡県朝倉市持丸625-1
（公財）福岡県人権啓発情報センター 福岡県春日市原町3-1-7
（特非）福岡ジェンダー研究所 福岡市博多区博多駅東３丁目９−３−４０３
（株）神坂印刷 福岡県朝倉市杷木池田295-5

熊本県 大分県 宮崎県

（株）九州みらい研究所 熊本市東区健軍4-13-2

鹿児島県 沖縄県

渕上印刷（株） 鹿児島県鹿児島市南栄3-1-6 あやぱに（株） 沖縄県石垣市名蔵967-1
（株）鹿児島有恒社 鹿児島県鹿児島市紫原4-6-14 （株）シュガートレイン 沖縄県 那覇市首里儀保町2-13-2F
（株）あすなろ印刷 鹿児島県出水市大野原町1982
（株）総広 鹿児島県鹿児島市堀江町12-14

©2003-2022Japan Association of Visually-Impared Information Support All Rights Reserved. 4


