テキストAF

会社概要

テキストA

Corporate Proﬁle

株 式会社一番星

テキストAG

●創 業 1971 年 2 月
●代 表 者

秋

山

武

●資 本 金

1,000 万円

●社 員 数

20 名

●所 在 地

〒113-0024

●営業時間

9:00 〜 17:30

●定 休 日

日曜・祝祭日

司

CORPORATE PROFILE

●メールアドレス imaging@dream.com
●主取引企業
（順不同） 全国漁業協同組合連合会・全国漁協オンラ
インセンター・中央漁業公社・テプコシステムズ・近畿日
本ツーリスト・日本技能教育開発センター・三菱マテリアル・

写真A

三菱マテリアルテクノ・商船三井キャリアサポート・大日本

896×786mm

印刷・マルチプリント・凸版印刷・トッパングラフィックコミュ
ニケーション・高速オフセット・共立印刷・日本ビジネスドッ
ク・一般社団法人 全国経営診断士会・国際総合ビジネス・
金融教育システム・明治薬科大学生活協同組合・日本吟道

写真B

学院・東洋食品

896×786mm

●取引銀行
（順不同） りそな銀行

九段支店

0415371（当座）

みずほ銀行

九段支店

0135787（当座）

三井住友銀行

小石川支店

3622077（普通）

郵便振替

00110-2-755491

写真C

896×786mm

白山通り

こんにゃくえんま■

●Ａ6 出口

テキストAH

Ａ5●
出口
東横イン■

東京都文京区西片1丁目15−15

南北線
後楽園駅

春日ビジネスセンタービル4階（カネコ内）

FAX 03−5684−7961

春日通り

http://www.itibanbosi.jp

礫川公園

テキストAI

丸ノ内線
後楽園駅

Access
■都営三田線 春日駅 Ａ6 番出口より徒歩2 分
■都営大江戸線 春日駅 Ａ6 番出口より徒歩2 分
■東京メトロ南北線 後楽園駅 8 番出口より徒歩 4 分
■東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 シビックセンター口より徒歩 5分

テキストAJ

●8 番出口

都営三田線 春日駅

〒113-0024

TEL 03−5684−6081

西片

東京ドーム
小石川
後楽園

文京区役所
都営大江戸線
春日駅

La Qua

テキストB

ITIBANBOSI

テキストC

テキストF

みんなで力を合わせて

ご あ いさ つ
テキストD

情報文化の発展に寄与していく

これはダミーの文章です。私共のホームページにお立ち寄りいただきありがと
うございます。

それが私たち一番星グループの使命です

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」することを目的に、デジタルデー
タ情報と印刷などをネットワークを通して情報加工を行っている会社です。
デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管理を始め、Web 制作やデータ
ベース構築など、デジタル技術のコラボレーションを目指しております。ぜひ私
共のホームページをご覧いただきご意見をお寄せ下さい。

テキストG

一貫した生産管理とサポートシステム

これはダミーの文章です。私共のホームページにお立ち寄りいただきありがと
うございます。
私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」することを目的に、デジタルデー

テキストH これはダミーの文章です。私共のホームページにお立ち寄りいただきあ

タ情報と印刷などをネットワークを通して情報加工を行っている会社です。

りがとうございます。
私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」することを目的に、デジ
タルデータ情報と印刷などをネットワークを通して情報加工を行っている

写真F

856×608mm

写真G

856×608mm

会社です。デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管理を始め、
写真D

テキストE

Web 制作やデータベース構築など、デジタル技術のコラボレーションを目

484×484mm

指しております。

代表取締役

一番星

光太郎

テキストI

お客様を笑顔にかえる商品をめざして
テキストJ

これはダミーの文章です。私共のホームページにお立ち寄りいただきあ
りがとうございます。
私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」することを目的に、デジ
タルデータ情報と印刷などをネットワークを通して情報加工を行っている
会社です。デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管理を始め、
Web 制作やデータベース構築など、デジタル技術のコラボレーションを目
指しております。

テキストK
写真E

2508×1572mm

安心と信頼の商品ラインナップ
テキストL

これはダミーの文章です。私共のホームページにお立ち寄りいただきあ
りがとうございます。
私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」することを目的に、デジ
タルデータ情報と印刷などをネットワークを通して情報加工を行っている
会社です。デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管理を始め、
Web 制作やデータベース構築など、デジタル技術のコラボレーションを目
指しております。

写真H

856×608mm

テキストP

テキストM

広がる夢、ダミーのコピーです。
お客様のスローガンなどをご記入ください

テキストN

これはダミーの文章です。私共のホームページにお立ち寄りいただきありがとうございます。
私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」することを目的に、デジタルデータ情報と印
刷などをネットワークを通して情報加工を行っている会社です。
私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」することを目的に、デジタルデータ情報と印
刷などをネットワークを通して情報加工を行っている会社です。

これはダミーの文章です。私共のホームページに
お立ち寄りいただきありがとうございます。

1380×1160mm

写真 Ｊ

お立ち寄りいただきありがとうございます。

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」す

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」す

ることを目的に、デジタルデータ情報と印刷などを

ることを目的に、デジタルデータ情報と印刷などを

を行っている会社です。

を行っている会社です。

デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管

デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管

理を始め、Web 制作やデータベース構築など、デジ

理を始め、Web 制作やデータベース構築など、デジ

タル技術のコラボレーションを目指しております。

タル技術のコラボレーションを目指しております。

ぜひ私共のホームページをご覧いただきご意見をお

ぜひ私共のホームページをご覧いただきご意見をお

寄せ下さい。

寄せ下さい。

これはダミーの文章です。

これはダミーの文章です。

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」す

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」す

ることを目的に行っている会社です。

写真 I

これはダミーの文章です。私共のホームページに

写真 K

1380×1160mm

ることを目的に行っている会社です。

1380×1160mm

写真 L

1380×1160mm

テキストO
これはダミーの文章です。私共のホームページに
お立ち寄りいただきありがとうございます。

これはダミーの文章です。私共のホームページに
お立ち寄りいただきありがとうございます。

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」す

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」す

ることを目的に、デジタルデータ情報と印刷などを

ることを目的に、デジタルデータ情報と印刷などを

を行っている会社です。

を行っている会社です。

テキストQ

一貫した生産管理とサポートシステム
これはダミーの文章です。私共のホームページにお立ち寄りいただきあり
がとうございます。

デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管

デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管

理を始め、Web 制作やデータベース構築など、デジ

理を始め、Web 制作やデータベース構築など、デジ

タル技術のコラボレーションを目指しております。

タル技術のコラボレーションを目指しております。

ぜひ私共のホームページをご覧いただきご意見をお

ぜひ私共のホームページをご覧いただきご意見をお

Web 制作やデータベース構築など、デジタル技術のコラボレー

寄せ下さい。

寄せ下さい。

ションを目指しております。ぜひ私共のホームページをご覧いた

これはダミーの文章です。

これはダミーの文章です。

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」す

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」す

ることを目的に行っている会社です。

ることを目的に行っている会社です。

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」することを目的に、

テキストR

デジタルデータ情報と印刷などをを行っている会社です。
デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管理を始め、

だきご意見をお寄せ下さい。これはダミーの文章です。
私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」することを目的に
行っている会社です。

写真 M

758×758mm

テキストS

広がる夢、ダミーのコピーです。
お客様のスローガンなどをご記入ください

テキストV

テキストW

日常の出来事に
ヒントが…
第一営業部

テキストW

写真 N

2508×1820mm

写真 M

470×608mm

新戦略担当

一番星

次郎

まさか…、
から始まる企画
企画開発部

テキストZ

写真 Q

470×608mm

主任

一番星

夕子

テキストX
これはダミーの文章です。私共のホームページにお立

テキストAA

ち寄りいただきありがとうございます。

ち寄りいただきありがとうございます。

これはダミーの文章です。私共のホームページにお立

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」するこ

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」するこ

とを目的に、デジタルデータ情報と印刷などをを行って

とを目的に、デジタルデータ情報と印刷などをを行って

いる会社です。

いる会社です。

デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管理を

デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産管理を

始め、Web 制作やデータベース構築など、デジタル技

始め、Web 制作やデータベース構築など、デジタル技

術のコラボレーションを目指しております。ぜひ私共の

術のコラボレーションを目指しております。ぜひ私共の

ホームページをご覧いただきご意見をお寄せ下さい。

ホームページをご覧いただきご意見をお寄せ下さい。

これはダミーの文章です。

これはダミーの文章です。

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」するこ

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」するこ

とを目的に行っている会社です。

写真 R

とを目的に行っている会社です。

1120×720mm

写真 S

1120×720mm

テキストT

この街で、
今出来る事を

テキストU
これはダミーの文章です。私共のホームページ

これはダミーです。私共は「文字を通して情報文
化の発展に寄与」することを目的いる会社です。

にお立ち寄りいただきありがとうございます。

テキストAB

これはダミーです。私共は「文字を通して情報文
化の発展に寄与」することを目的いる会社です。

テキストAC

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」
することを目的に、デジタルデータ情報と印刷な
どをを行っている会社です。
デジタルデータから印刷・加工までの一貫生産
管理を始め、Web 制作やデータベース構築など、
デジタル技術のコラボレーションを目指しており

写真 O

1310×1310mm
写真 T

1120×720mm

写真 U

1120×720mm

ます。ぜひ私共のホームページをご覧いただきご
意見をお寄せ下さい。
これはダミーの文章です。
私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」
することを目的に行っている会社です。

これはダミーです。私共は「文字を通して情報文
化の発展に寄与」することを目的いる会社です。

テキストAD

これはダミーです。私共は「文字を通して情報文
化の発展に寄与」することを目的いる会社です。

テキストAE

