テキスト１

株 式会社一番星
写真21

1254×1254 pixel

会 社 案 内
CORPORATE PROFILE

白山通り

写真１

こんにゃくえんま■

1930×1930 pixel

西片
●Ａ6 出口
Ａ5●
出口
●8 番出口

南北線
後楽園駅

都営三田線 春日駅

東横イン■

春日通り
礫川公園

丸ノ内線
後楽園駅

東京ドーム

文京区役所
都営大江戸線
春日駅

La Qua

小石川
後楽園

テキスト23

Access
■都営三田線 春日駅 Ａ6 番出口より徒歩2 分
テキスト24
■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25

〒113-0024

東京都文京区西片1丁目15−15

春日ビジネスセンタービル4階（カネコ内）

TEL 03−5684−6081

FAX 03−5684−7961

http://www.itibanbosi.jp

テキスト２

ITIBANBOSI

テキスト５
写真2

3300×2500 pixel

ご あ いさ つ
テキスト６ 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
写真

ことを目的に、デジタルデータ情報と印刷などをネッ

484×484 pixel

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
代表取締役

を始め、Web 制作やデータベース構築など、デジタ

一番星

ル技術のコラボレーションを目指しております。ぜひ

太郎

テキスト７

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。

テキスト８

一貫した生産管理とサポートシステム
テキスト９ 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。
テキスト３

みんなで力を合わせて
情報文化の発展に寄与していく
それが私たち一番星グループの使命です

テキスト４

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。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。

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。

写真４

524×524 pixel

これはダミーの文章です。
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。

写真５

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」する

524×524 pixel

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。
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。

写真６

524×524 pixel

テキスト12

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
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
写真７

1392×2274 pixel

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。

テキスト13

テキスト15
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。

写真11

580×580 pixel

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

第一営業部

一番星

次郎

テキスト14

テキスト10

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

一貫した生産管理と

寄せ下さい。
これはダミーの文章です。

サポートシステム

写真８

私共は「文字を通して情報文化の発展に寄与」す

1076×1420 pixel

ることを目的に行っている会社です。

テキスト17
写真９

これはダミーの文章です。私共のホームページに

786×1034 pixel

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

写真12

580×580 pixel

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。

テキスト11

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。

企画開発部

写真10

940×1172 pixel

一番星
テキスト16

夕子

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。
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。

テキスト20
こ れ は ダ ミ ー の 文 章 で す。私 共 の

テキスト18

ホームページにお立ち寄りいただきあ

この街で、
今出来る事を
テキスト19

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を行ってい

写真15

これはダミーの文章です。私共のホームペー

830×1006 pixel

る会社です。

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

写真13

ど、デジタル技術のコラボレーションを目指し

写真18

1310×1310 pixel

830×1006 pixel

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22

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」

写真16

することを目的に行っている会社です。

楽しく、美しく

写真17
写真14

なにげない日常を

830×1006 pixel

写真19

830×1006 pixel

写真20

830×1006 pixel

830×1006 pixel

2784×1820 pixel

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を行ってい
る会社です。

テキスト21

写真21

830×634 pixel

