愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）アール・シー・フード
パック
R.C. FOODPACK CO., LTD.
（代） 藤田 宣邦

愛興食品（株）
AIKO SHOKUHIN
（代） 高橋 学

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

〒 797-0015
西予市宇和町卯之町2丁目575番地
TEL 0894-62-1561
FAX 0894-62-1563
URL http://rc-foodpack.co.jp
E-mail edokko@rc-foodpack.co.jp
（資） 1,000
（従） 38
（事） レトルト・缶詰食品製造販売







いなり寿司の素／米国

冷凍にんじん、冷凍ポテト、トマト
ペースト／中国、米国
牛肉／オーストラリア

・中国、マレーシア、シンガポ
ール、欧州

〒 791-8015 松山市中央2丁目45番地







冷凍食品米飯関連/米国、台湾、香港、
中国

牛肉/オーストラリア、米国
豚肉/スペイン、デンマーク、カナダ

・冷凍米飯等の販売方法/米国
、台湾、香港、中国

TEL 089-925-6111
FAX 089-925-7728
URL http://aikofoods.co.jp
E-mail aiko.chuo@carol.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（事） 冷凍食品製造



〒 791-8067 松山市古三津6-13-18









有機青汁製品、有機栽培茶製品、蜂蜜
等／シンガポール、香港
梅製品、沖縄加工食品、酢、酒、スー
プ／香港
青果物／シンガポール

剥き栗、栗加工品／韓国、中国
苺加工品他／韓国
松の実／中国

・香港（香港）/現地法人/2015
年11月/卸、イベント企画

・シンガポール/代理店契約/青
汁製品、茶、馬油販売
・香港/代理店契約/青汁製品販
売
・中国（遼寧省大連）/委託契
約/栗加工
・中国（遼寧省丹東）/委託契
約/栗加工

〒 799-0721
四国中央市土居町上野甲1525番地
TEL 0896-74-2698
FAX 0896-74-5634
E-mail moritaka@ecomate.am
（資） 300
（従） 3
（事） 愛媛県産認定天然記念物、赤石五葉
松盆栽の生産販売・輸出事業









赤石五葉松盆栽／フランス

盆栽用育成鉢／中国

・EU(フランス、イタリア、ド
イツ）

阿川食品（株）

〒 799-3103 伊予市上野955番地







AGAWA SHOKUHIN CO., LTD.

TEL 089-982-5101
FAX 089-983-4605
E-mail info@agawa-foods.co.jp

珍味／韓国

干貝柱／中国
カットワカメ／中国
乾燥小魚／中国

・中国（遼寧省大連）/駐在員
事務所/1997年12月/情報収集

AIKOBO CO.,LTD
（代） 丁井 俊

アイワインターナショナル
（株）
AIWA INTERNATIONAL CO.,
LTD.
（代） 橘川 勝廣

（同）赤石の泉

（代） 佐藤 和洋

（代） 阿部 竜治

AKUBI Market（名）
AKUBI MARKET LLC.
（代） 木下 弘美

の採用


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（従） 70

〒 799-3730 宇和島市吉田町立間2-146
TEL 0895-52-1121
FAX 0895-52-4309
URL http://www.ikb.co.jp/
E-mail info@ikb.co.jp
（資） 9,500
（従） 64
（事） 柑橘加工・販売

愛工房（株）

外国人

TEL 089-967-6551
FAX 089-967-6554
URL http://www.aiwa-international.com
E-mail s.kitsukawa@aiwa-international.com
（資） 3,000
（従） 6
（事） 貿易事業、システム開発事業

（資） 3,000
（従） 50
（事） 海産物・農産物製造卸、農海産物輸
入販売
〒 790-0808 松山市若草町6－3
TEL 089-931-2048
FAX 089-931-2048
URL http://Akubi-market.com
E-mail akubigirl021@yahoo.co.jp
（資） 300
（従） 2
（事） 輸入販売

37


ﾍﾞﾄﾅﾑ


香港




中国





食品、雑貨／米国

・米国（カリフォルニア）/代
理店契約（販売店）/販売許
可
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（有）あぐり
AGURI CO., LTD.
（代） 西山 周

アザース（株）
AZ-EARTH CO.,LTD
（代） 中川 周平

朝日共販（株）
ASAHI KYOHAN CO., LTD.
（代） 福島 大朝

（株）味彩
AJISAI CO., LTD.
（代） 富永 誠司

（株）あわしま堂
AWASHIMADO
（代） 木綱 德勝

井伊商店
IISHOUTEN
（代） 井伊 梅雄

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-3131 伊予郡松前町北川原79-1

TEL 089-984-3617
FAX 089-984-3617
URL http://aguri.jp
E-mail info@aguri.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容





米/台湾

［本社所管］





国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


［本社
所管］

（資） 310
（従） 5
（事） 無農薬・無化学肥料による資源循環
型精密農業を行う農業生産法人
〒 790-0925 松山市松前町2丁目6-11

TEL 089-989-3916
FAX 089-989-3915
URL http://www.az-earth.com/
E-mail soumu@az-earth.com
（資） 1,495
（従） （事） 飲食業(ラーメン・つけ麺）



元だれ、醤油、お酢、魚粉、貝柱粉
砕、海老粉砕、混合だしパック、かつ
おだし、こんぶだし／香港
元だれ、醤油、お酢/上海

タイ

スロバキアに商社経由で同じ商品を輸
出する予定

〒 796-0611 西宇和郡伊方町川之浜652-1
TEL 0894-53-0776
FAX 0894-53-0086
URL http://www.shirasu.jp/
E-mail shirasu@mail.netwave.or.jp
（資） 3,000
（従） 200
（事） 水産食品製造、加工、販売





乾燥ちりめん、釜あげしらす、いりこ
（煮干)／中国、米国

・中国、米国/販売代理店契約/
水産食品の販売等

〒 797-1716 西予市城川町魚成2419-3









ゆず果皮冷凍品

産業生産/インド

・農業生産／インド

・農業生産農場／インド

〒 796-0295
八幡浜市保内町川之石1番耕地237番地53
TEL 0894-36-2177
FAX 0894-36-3133
URL http://www.awashimado.co.jp/
（資） 10,000
（従） 930
（事） 菓子の製造並びに販売





バナナ菓子/米国（ロサンゼルス）
団子など/米国（ハワイ）

原材料等

〒 798-0033 宇和島市鶴島町3-23



TEL 0894-69-4330
FAX 0894-69-4331
URL http://www.ehime-ajisai.jp/
E-mail tominaga@ehime-ajisai.jp


ﾍﾞﾄﾅﾑ



（資） 400
（従） 28
（事） 農業生産法人 野菜、果実の栽培加
工・流通
食品加工製造業(ビン詰・しょう油・
みそ・飲料・冷凍食・ソース・菓
子・惣菜)

TEL 0895-22-2549
FAX 0895-22-2549
URL http://iimiso.com
E-mail info@iimiso.com



麦味噌／米国（ヒューストン）

（資） 100
（従） 3
（事） 味噌製造・販売
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

伊方サービス（株）
IKATA SERVICE COMPANY
（代） 公受 弘充

石鎚酒造（株）
ISHIZUCHI SHUZO CORPORATION
（代） 越智 英明

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容



〒 793-0073 西条市氷見丙402-3



TEL 0897-57-8000
FAX 0897-57-8811
URL http://www.ishizuchi.co.jp
E-mail sake@ishizuchi.co.jp

〒 793-0030 西条市大町1211

FOREST OWNER'S ASSOCIATION
OF ISHIZUCHI
（代） 伊藤 康雄

（資） 27,311
（従） 41
（事） 林業（木材伐採搬出、造林保育、林
道開設）

（有）石丸弥蔵商店

〒 791-8018 松山市問屋町1-14
TEL 089-922-1171
FAX 089-922-0759
E-mail ishimaru@rondo.ocn.ne.jp
（資） 300
（従） 48
（事） 瀬戸内海の海産物・乾物・珍味販売

石本興産（株）
ISHIMOTO KOHSAN CO., LTD.

輸

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用

但し常時は行っていない。過去に輸出
あり
FDミカンパウダー/フランス
みかん調味料／シンガポール

清酒／台湾 他

（資） 1,300
（従） 14
（事） 日本酒製造販売

TEL 0897-56-0180
FAX 0897-56-8818
URL http://www.ishi-mori.com
E-mail ishi-mori@wind.ocn.ne.jp

（代） 石丸 茂宏

出

品目／国・地域

〒 796-0421
西宇和郡伊方町九町字浦安1番耕地1349-1
TEL 0894-39-0880
FAX 0894-39-0883
URL http://www.ikata-s.co.jp
（資） 2,000
（従） 228
（事） 農産加工品の販売

いしづち森林組合

ISHIMARU YAZO CO., LTD.

輸











煮干佃煮／台湾、タイ
かま上しらす、煮干／台湾
ちりめん／タイ

・国名問わず/乾物事業に関す
ること





釣餌／韓国、中国
緑化用種子／中国

・中国/緑化用種子
・中国/釣餌









こんにゃくのベーグル、こんにゃくの
パスタ、こんにゃくのお漬物、こん
にゃくのケーキやクッキー/EC、ASEAN

こんにゃく芋及び芋加工品/ASEAN

・ベトナム/現地法人

・ベトナムやその周辺国/技術
提携（こんにゃく芋の植栽）

〒 796-0910 西予市三瓶町有網代377-8
TEL 0894-33-3288
FAX 0894-33-2785
（資） 1,000
（従） 5
（事） 種子、釣餌の卸販売、小売


イラン
ベトナ
ム

（代） 石本 義繁
（株）一柳
ICHIRYU CO., LTD.
（代） 一柳 美枝子

（株）一六本舗
ICHIROKU HONPO INC
（代） 玉置 泰

〒 799-0422 四国中央市中之庄町124

TEL 0896-23-2420
FAX 0896-23-6644
URL http://ichiryukonnyaku.co.jp/
E-mail ichiryu@crest.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 12
（事） こんにゃくの製造販売、こんにゃく
の入ったベーグル・菓子製造販売
〒 791-1123 松山市東方町甲1076番地1
TEL 089-963-5716
FAX 089-963-5823
URL http://www.itm-gr.co.jp/ichiroku
E-mail ichiroku@itm-gr.co.jp
（資） 3,000
（従） 360
（事） 菓子製造販売業

41


和菓子（一六タルト）／北米、台湾、
マレーシア、スイス

42



愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容

英 文 社 名
代 表 者 名

伊予蒲鉾（株）
IYOKAMABOKO CO., LTD.
（代） 三好 一臣

〒 797-0042 西予市宇和町瀬戸390-1

TEL 0894-66-0334
FAX 0894-66-0660
URL http://www.iyokamaboko.co.jp/
E-mail miyoshi@iyokamaboko.co.jp

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



外国人
の採用



じゃこ天、白天、ミニ青さのり天、ミ
ニやさい天／中国、香港

（資） 3,800
（従） 30
（事） 魚肉練製品製造業

イヨスイ（株）

〒 798-0003 宇和島市住吉町3-1-8

IYOSUI CO., LTD.

TEL 0895-24-5665
FAX 0895-24-6287
URL http://www.iyosui.co.jp

（代） 荻原 達也

輸









活魚介、鮮魚介、冷凍加工品、酒類／
北米、アジア、EU、中東、ロシア

活・鮮・冷凍魚介類、養殖用稚魚、飼
料／アジア

・インド、南米

・中国/委託契約/フ化事業、養
殖、種苗の養成







［本社所管］

とうもろこし、大麦、小麦、マイロ／
オーストラリア、米国、欧州

・穀類（トウモロコシ、小麦、
大麦、マイロなど）


ﾍﾞﾄﾅﾑ
中国

（資） 1,000
（従） 76
（事） 水産物卸、加工、飼料製造、冷凍冷
蔵、輸出入、通関業、船舶代理店
業、酒類輸出

（株）植松食糧

〒 794-0041 今治市松本町5-1-20

UEMATSU SHOKURYO CO., LTD.

TEL 0898-32-5590
FAX 0898-32-0266
URL http://www.tomorrow.ne.jp/uematsu



/

（代） 植松 伸

E-mail uematu-ceba@nifty.com
（資） 5,000
（従） 24
（事） 精麦・飼料製造販売

宇都宮酒造（株）

〒 797-0015 西予市宇和町卯之町4丁目254-1

UTSUNOMIYA SAKE BREWERY
CO., LTD.

TEL 0894-62-0117
FAX 0894-62-0117
us615@maple.ocn.ne.jp
E-mail

（代） 宇都宮 繁明

（資） 1,000
（事） 清酒醸造

梅錦山川（株）
UMENISHIKI YAMAKAWA CO., LTD.

（代） 藤原 康展

梅美人酒造（株）
UMEBIJIN SHUZOU CO., LTD.
（代） 上田 英樹

（資） 600
（事） 製菓製パン



清酒／西欧、東欧、ベトナム、インド
ネシア

（従） 1

（株）うにまんじゅうの田村菓 〒 796-0813 西宇和郡伊方町二名津95
TEL 0894-54-0627
FAX 0894-54-0628
子舗
URL http://www.unimannya.com
E-mail sanndaime@unimannya.com
（代） 田村 義孝





（従） 3

〒 799-0194 四国中央市金田町金川14
TEL 0896-58-1211
FAX 0896-58-3171
URL http://www.umenishiki.com/
E-mail info@umenishiki.com
（資） 1,000
（従） 21
（事） 酒類の製造販売



〒 796-0051 八幡浜市1557-2



TEL 0894-22-0312
FAX 0894-22-0712
URL http://www.ume-bijin.co.jp
E-mail sales@ume-bijin.co.jp

清酒、焼酎、リキュール／ロシア（モ
スクワ）
清酒/米国（ロサンゼルス）
清酒、リキュール/シンガポール
リキュール/マレーシア



清酒、、リキュール、梅酒／シンガ
ポール、中国、英国、マレーシア

（資） 1,000
（従） 6
（事） 清酒・焼酎・リキュール製造販売
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容

宇和島蒲鉾協同組合

〒 798-0005 宇和島市築地町2-6-1

UWAJIMA-KAMABOKO
COOPERATIVE

TEL 0895-22-6431
FAX 0895-22-6451
URL http://www.uwajima-kamaboko.com/
E-mail info@uwajima-kamaboko.com

（代） 薬師神 啓一

（株）宇和島プロジェクト
UWAJIMA PROJECT INC.
（代） 木和田 権一

（有）宇和島屋
UWAJIMAYA CO., LTD.
（代） 三浦 清貴

(有)永愛ヒューマンリソーシ
ズ
EIAI HUMAN RESOURCES LTD.
（代） 難波江 任

栄光酒造（株）
EIKOH SAKE BREWERY INC.
（代） 清水 健太郎

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用

（資） 756
（従） 1
（事） 組合員の取り扱う水産煉製品の副資
材の共同購買
〒 798-0087 宇和島市坂下津甲94-13

TEL 0895-28-0180
FAX 0895-28-0188
URL http://www.project-u.jp/
E-mail inbox@project-u.jp





ブリ／中国（成都）





・水産物販売・加工／米国、中
東、インドネシア、ベトナム

・水産物販売・加工／米国、中
東、インドネシア、ベトナム


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 2,800
（従） 20
（事） 養殖魚を中心とした水産物の加工・
販売
〒 798-0087 宇和島市坂下津甲395

TEL 0895-24-2828
FAX 0895-24-6116
URL http://www.uwajimaya.jp
E-mail info@uwajimaya.jp
（資） 800
（従） 7
（事） じゃこ天の製造販売

〒 792-0050 新居浜市萩生1309-1

TEL 0897-41-8118
FAX 0897-40-6648
URL https://eiai-works.jp
E-mail t-nabae@eiai-works.jp


じゃこ天業務用パッケージ（愛媛フェ
ア催事用）／米国
じゃこ天業務用パッケージ（日本食レ
ストラン）／シンガポール
じゃこ天業務用パッケージ（日本フェ
ア催事用）／台湾









飲料、食料/東南アジア

飲料、食料/東南アジア

・東南アジア/人材派遣事業、
飲食業

・東南アジア/人材関連



（資） 2,000
（従） 31
（事） 一般労働者派遣事業、有料職業紹介
事業
買物弱者支援事業（移動スーパー運
行）、直売所
〒 791-0101 松山市溝辺町甲443

TEL 089-977-0964
FAX 089-977-5413
URL http://www.eikoo.com
E-mail info@eikoo.com









清酒、リキュール、焼酎／台湾、香
港、中国（上海）、北米、欧州、オー
ストラリア等

（資） 2,400
（従） 14
（事） 日本酒、リキュール、焼酎、発酵調
味料製造販売業

栄光通商（株）

〒 794-1305 今治市大三島台5093番地

EIKO TSUSHO INC.

TEL 0897-72-8300
FAX 0897-72-8301
E-mail shimanamifarm@arrow.ocn.ne.jp

（代） 藤原 俊司

輸

（資） 2,000
（従） 3
（事） 柑橘類の買取、販売

45









柑橘/英国、東南アジア
車両/東南アジア、アフリカ

バナナ、パイナップル、マンゴ／フィ
リピン、タイ

・タイ、ラオス、ベトナム/バ
イオガス発電
・タイ、ラオス、ベトナム、カ
ンボジア/ソーラー発電

・タイ、ラオス、ベトナム、カ
ンボジア/パートナー
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容

Ｈプロジェクト（株）

〒 791-1121 松山市中野町甲９２－１

H PROJECT K.K

TEL 089-948-9960
FAX 089-948-9961
E-mail hpro@ehime-hpro.com

（代） 佐々木 真理
（有）エスペランス
ESPERANCE
（代） 安部 有里子

（株）えひめ飲料
EHIME BEVERAGE INC.
（代） 髙原 茂

えひめシーフードサービス
（株）
EHIME SEAFOOD SERVISE CO.,
LTD.
（代） 宮本 洋志

愛媛たいき農業協同組合
JA-EHIMETAIKI
（代） 菊地 秀明

えひめ中央農業協同組合
JA-EHIME CHUO
（代） 福島 龍雄

遠赤青汁（株）
ENSEKI AOJIRU CO., LTD.
（代） 高岡 照海

（資） 1,500
（事） 農業

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容



国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



外国人
の採用



農産物一時加工品、米/台湾、インドネ
シア

（従） 4

〒 794-0862 今治市四村311-9

TEL 0898-23-2127
FAX 0898-23-2127
URL http://www.i-esperance.com/
E-mail info@i-esperance.com





台湾／水産物の輸出

（資） 300
（従） 1
（事） 鮮魚の卸販売業
〒 791-8603 松山市安城寺町478番地

TEL 089-923-1511
FAX 089-924-0304
URL http://www.ehime-inryo.co.jp
E-mail hiraoka-mas@ehime-inryo.co.jp





飲料／アジア

オレンジ果汁／ブラジル、メキシコ
りんご果汁／中国、チリ
ぶどう果汁／アルゼンチン、チリ、ブ
ラジル
パイン果汁／タイ
グレープフルーツ果汁／米国





天然鮮魚の加工品フィーレなど（CAS冷
凍）/東南アジア（台湾、タイ、シンガ
ポール）

白身魚のフィーレ





（資） 675,000
（従） 307
（事） 清涼飲料水の製造販売

〒 796-0001 愛媛県八幡浜市向灘1705-1

TEL 0894-35-6300
FAX 0894-35-6303
URL http://www.ehimeseafood.com
E-mail himiyamo@mxi.netwave.or.jp



（資） 100
（従） 7
（事） 水産農産物の買付け販売及び加工販
売
〒 795-8506 大洲市東大洲198

TEL 0893-24-4181
FAX 0893-23-3843
URL http://www.ja-ehimetaiki.or.jp
E-mail info@ja-ehimetaiki.or.jp











健康食品／台湾、中国、香港、シンガ
ポール、ハワイ
有機ケールパウダー／タイ
有機ゆずフレーク、有機みかんフレー
ク／米国

・インドネシア/現地での製造
・ベトナム、ミャンマー/現地
での販売

・インドネシア/健康食品原料
の栽培



（資） （従） 311
（事） 地域農業の振興、信用事業、共済事
業等
〒 790-0011 松山市千舟町8丁目128-1

TEL 089-943-5010
FAX 089-943-2598
http://www.ja-e-chuo.or.jp
URL
E-mail handai_1@ja-e-chuo.or.jp


温室みかん、温州みかん／香港

（資） 1,604,696
（従） 700
（事） 営農販売、信用、共済
〒 791-0398 東温市則之内甲2225-1
TEL 089-966-6601
FAX 089-966-6602
URL http://www.enseki.com/
E-mail promo@enseki.com
（資） 5,500
（従） 20
（事） 健康食品（青汁他）製造販売
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（有）遠藤青汁
ENDOU AOSHIRU
（代） 中井 英明

扇屋食品（株）
OHGIYA SHOKUHIN CO., LTD.
（代） 出海 壽人

（株）オーシャンドリーム
OCEAN DREAM CO., LTD.
（代） 松浦 康夫

大森産業（株）
OHMORI SANGYO CO., LTD.
（代） 大森 秀樹

（株）おがた蒲鉾
OGATA-KAMABOKO INC.
（代） 緒方 晃彦

（株）オカベ
OKABE CO., LTD.
（代） 岡部 光伸

尾崎食品（株）
OZAKI FOODS COMPANY
（代） 尾崎 景一郎

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0942 松山市古川北4-9-25

TEL 089-969-1200
FAX 089-969-1211
URL http://www.aoshiru.co.jp
E-mail info@aoshiru.co.jp

輸

出

輸

品目／国・地域



入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用



ケール＆トマト酢 ジュレ／台湾

（資） 300
（従） 5
（事） 青汁関連商品の販売
〒 791-3196 伊予郡松前町北黒田571

TEL 089-984-2141
FAX 089-984-2187
URL http://www.ohgiya-f.co.jp
E-mail toshi-izumi@ohgiya-f.co.jp
（資） 3,600
（事） 食品製造卸



チーズ加工品、小魚調味乾燥品／中
国、香港、タイ、台湾、シンガポー
ル、ベトナム

乾燥小魚／タイ、ベトナム、インドネ
シア
調味いか／中国










中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ

（従） 250

〒 796-0048 八幡浜市北浜1丁目3-18

TEL 0894-27-0023
FAX 0894-37-2229
URL http://www.ocean-d.co.jp
E-mail matsuura@ocean-d.co.jp
（資） 100
（事） 水産加工品



鱧商品／タイ、シンガポール
豆アジ粉付け／タイ

（従） 9

〒 795-0303 喜多郡内子町平岡甲155
TEL 0893-44-3121
FAX 0893-44-3122
URL http://www12.ocn.ne.jp
E-mail ohmorisk@alto.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 40
（事） 農産物加工（ビン詰・缶詰）









栗甘露煮／香港、タイ

剥栗（外皮、内皮を剥いたもの）／韓
国、中国

・中国、タイ/新商品の原料、
剥栗

・中国/剥栗の一次加工または
完成品

〒 797-0043 西予市宇和町大江412番地1



TEL 0894-62-5880
FAX 0894-62-5440
URL http://www.ogata-kamaboko.co.jp/
E-mail jakoten@ogata-kamaboko.co.jp



水産練り製品（蒲鉾、じゃこ天、具入
り天ぷら）／中国、東南アジア

ベトナ
ム

（資） 1,500
（従） 37
（事） 水産練り製品製造、加工、販売
〒 799-3195 伊予市市場150番地

TEL 089-983-1230
FAX 089-983-1239
URL http://www.okabe-group.com
E-mail 0001@okabe-group.com
（資） 5,000
（従） 120
（事） 農水産物食料品製造・販売
〒 798-0020 宇和島市高串1-710
TEL 0895-23-1212
FAX 0895-24-3580
URL http://www.k-ookoku.jp
E-mail takahasi@k-ookoku.jp
（資） 3,000
（従） 18
（事） 愛媛の柑橘を利用した飲料・菓子・
ジャム等の製造販売
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玉子カニ、味付わかめ他／中国
いわしせんべい、キス骨他/米国
ゴマイリコ/台湾
あげちりめん、チーズサンド/タイ

チリメン、ゴマイリコ／タイ

・タイ（ラヨーン県）/現地法
人/1992年2月/水産物食料品
製造販売




ゆず果汁/中国
濃縮伊予柑果汁/オーストラリア
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タイ
ベトナ
ム

愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

オレンジベイフーズ（株）
ORANGE BAY FOODS CO., LTD.
（代） 横瀬 達洋

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容

KAKIMOTO SHOUJI

（代） 山中 郁夫

（株）梶田商店

（代） 梶田 成昭

亀井製菓（株）
KAMEI SEIKA CO., LTD.
（代） 亀井 哲也

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容





牛肉／オーストラリア、ニュージーラ
ンド

［本社所管］
・親会社（海外企業）によるマ
ネジメント







外国人
の採用


ロシア
バング
ラデ
シュ



農作物の輸出販売／台湾

・台湾、タイ





生カクサンルナ／ベトナム、韓国
錠剤ルナ／ベトナム、韓国

・総代理店／ベトナム、タイ、
中国、韓国

（資） 1,000
（従） 38
（事） イチゴ新品種の開発および販売
〒 790-0962 松山市枝松6-11-28

TEL 089-998-8322
FAX 089-921-1267
URL http://www.kakusan.co.jp
E-mail admin@kakusan.co.jp
（資） 7,000
（従） 1
（事） 玄米核酸の販売
〒 795-0054 大洲市中村559
FAX 0893-24-3119
TEL 0893-24-2021
URL http://kazita.jp
E-mail tatsumi-soy@way.ocn.ne.jp
tastamino1@gmail.com
（資） 400
（従） 13
（事） 醤油・味噌・食酢製造販売



〒 790-0962 松山市枝松1丁目5番39号



TEL 089-931-5051
FAX 089-931-5064
URL http://www.kameiseika.jp/
E-mail kagawa@kameiseika.jp
（資） 1,000
（従） 75
（事） 四国・松山銘菓「タルト」各種、漱
石ゆかりの道後銘菓「坊ちゃんだん
ご」を主力とする四国銘菓及び和菓
子・洋菓子類の製造・販売・卸。観
光土産品の販売、それに付帯関連す
る一切の事業。

キクチファーム（株）

〒 796-8015 八幡浜市国木1544

KIKUCHI FARM CO., LTD.

TEL 0894-24-4945
FAX 0894-24-4945
E-mail m-kikuchi@mc.pikara.ne.jp

（代） 菊池 正登

入

（資） 24,000
（従） 87
（事） ハンバーガーパティ製造
〒 791-1112 松山市南高井町569

KAKUSAN CO., LTD.

輸

品目／国・地域

〒 796-0202 八幡浜市保内町宮内1－289－1

TEL 089-975-2626
FAX 089-975-3409
E-mail k.k-img@circus.ocn.ne.jp

（株）核酸

出

TEL 0894-36-1338
FAX 0894-36-1332
URL http://www.obfoods.co.jp
E-mail info@obfoods.co.jp

垣本商事（株）

（代） 垣本 洋

輸





醤油加工品、食酢／香港
醤油／香港、フランス、オーストラリ
ア、中国、台湾
味噌／オーストラリア







坊ちゃんだんご／米国他
タルト各種／米国他
クッキー、せんべい類／シンガポー
ル、台湾他
飴他／シンガポール、中国他







（資） 1,000
（従） 5
（事） 農産物（柿・みかん）の生産・加
工・販売
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）キシモト
KISHIMOTO CO., LTD.
（代） 岸本 幸雄

（株）季節園
KISETSUEN
（代） 小野山 浩司

協和酒造（株）
KYOUWA SYUZOU CO., LTD.
（代） 三谷 勝彦

（有）クレメント
CREMENT CO., LTD.
（代） 宮下 志乃富

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-0311 東温市則之内甲693

TEL 089-966-6060
FAX 089-966-6360
URL http://www.kishimoto-web.com
E-mail info@kishimoto-web.com
（資） 2,310
（従） 35
（事） 海産物製造販売

〒 798-4110 南宇和郡愛南町御荘平城2254

TEL 0895-72-7077
FAX 0895-72-7077
URL http://kisetsuen.jp
E-mail kisetsuen@rainbow.plala.or.jp

輸

出

品目／国・地域

Lionel

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容







魚類のレトルト加工製品／シンガポー
ル、ハワイ、米国(シアトル、ロサン
ジェルス）、マレーシア、台湾、オー
ストラリア（シドニー、メルボルン、
パース、ブリスベン）
一般干物／ハワイ

鯵、鯖／ノルウェー
縞ホッケ／米国、ロシア
トラウト／チリ

・中国、オーストラリア、台湾
、タイ、ベトナム、マレーシ
ア、米国/魚類のレトルト加
工製品

・中国/レトルト加工食品
・オーストラリア/レトルト加
工食品
・米国/レトルト加工食品





フルーツビネガー、フルーツソース／
香港、台湾、タイ、インドネシア、ベ
トナム、マレーシア

・香港、台湾、タイ、インドネ
シア、ベトナム、マレーシア
/生産、加工、営業販売契約

外国人
の採用


中国

（資） 100
（従） 3
（事） 農産物の宅配、農産物の醸造及び加
工業
〒 791-2132 伊予郡砥部町大南400番地

TEL 089-962-2717
FAX 089-962-7788
URL http://www.hatsuyukihai.jp
E-mail info@hatsuyukihai.jp





日本酒／シンガポール、スイス、マ
レーシア

（資） 1,000
（従） 3
（事） 日本酒・リキュール製造販売業
〒 790-0951 松山市天山3-11-10

TEL 089-935-4611
FAX 089-941-2434
URL http://crementea.ocnk.net
E-mail info@crement.com
（資） 1,000
（事） 緑茶加工販売





緑茶製品／全地域

・全地域/代理店契約



（従） 8


輸入住宅／オーストラリア
建材／オーストラリア
加工食品／オーストラリア
野菜／オーストラリア
シーフード／オーストラリア

（資） 300
（従） 2
（事） 建築資材/輸入住宅
エージェント／輸入業／ビジネス交
渉・世界各国の海外企業紹介・ビジ
ネス仲介・ビジネスツアー・企画・
通訳・翻訳・リエゾン業務等

ケーオー産業（株）

〒 794-0801 今治市東鳥生町5丁目35番地

KEIO SANGYO CO., LTD.

TEL 0898-25-3431
FAX 0898-25-3435
URL http://www.keio-sangyo.co.jp/

（代） 大沢 一彦

入



クロスローズ インターナショ 〒 790-0001 松山市一番町4丁目1番地5 5階
TEL 089-921-7595
FAX 050-3791-7083
ナル コンサルタント（有）
URL http://www.crossroadsco.com
CROSSROADS INTERNATIONAL
E-mail cicltd@crossroadsco.com
CONSULTANTS LTD.
（代） Battain Joshua

輸

（資） 10,000
（従） 206
（事） 冷凍食品、食品原料、包装資材、機
械設備、家具の販売、総合リース業

53









冷凍食品、食品原料／中国、タイ、米
国、台湾、ベトナム、香港

冷凍食品、食品原料／中国、タイ、ベ
トナム、インドネシア、米国、カナ
ダ、メキシコ、インド、スペイン、コ
ロンビア

・米国/冷凍食品販売

・中国、ベトナム、タイ、台湾
、インドネシア、メキシコ/
委託契約/PB生産委託
・ドイツ/代理店契約/販売代理
店契約
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）香月園
KOGETSUEN INC.
（代） 大久保 眞樹

（株）国際貿易
INTERNATIONAL TRADING CO.,
LTD.
（代） 星山 春夫
五色そうめん（株）森川
GOSHIKI SOUMEN CO., LTD.
MORIKAWA
（代） 矢田 義久

（株）昆布森
KONBUMORI CO., LTD.
（代） 好永 和広

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 792-0025 新居浜市一宮町1-8-13

TEL 0897-33-0858
FAX 0897-33-2846
URL http://www.t4u.co.jp
E-mail okubo@t4u.co.jp
（資） 1,000
（従） 7
（事） 抹茶、茶道具の小売業

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容









抹茶、茶道具／米国、中国、台湾、香
港、オーストラリア、カナダ、韓国、
フランス、英国、ドイツ、ロシア、ベ
トナム、タイ、ハンガリー、ニュー
ジーランド、シンガポール、オースト
リア、ボツワナ、キプロス、フィンラ
ンド、インドネシア、マレーシア、ノ
ルウェー、ポーランド、スペイン、ス
ウェーデン、スイス、ウクライナ、マ
カオ、メキシコ、インド、イスラエ
ル、ベルギー、チェコ、アイスラン
ド、リトアニア、オランダ、フィリピ
ン、クウェート、サウジアラビア、ス
ロバキア、トルコ、ニューカレドニ
ア、イタリア、キルギス、パキスタ
ン、アラブ首長国連邦、英国、アイル
ランド、ブルガリア、ポルトガル、ス
ロベニア、チリ、エストニア

茶道具(茶釜、野点傘）／中国

・抹茶カフェの運営／世界各国

・台湾(台北)/代理店契約/抹茶
の販売
・中国(上海)/代理店契約/抹茶
の販売







〒 791-8016 松山市久万ﾉ台314-4
FAX 089-922-0563
（資） 1,000
（従） 12
（事） 海産物の輸出入、販売、不動産売買
業、貸ビル業

TEL 089-926-7775

食料品／韓国、台湾、中国、ベトナ
ム、タイ、インドネシア

〒 791-0301 東温市南方2283-1
TEL 089-966-5511
FAX 089-966-5588
URL http://www.goshiki-soumen.co.jp/
E-mail masafumi.m@goshiki-soumen.co.jp
（資） 1,500
（従） 43
（事） 乾麺製造販売



〒 791-3132 伊予郡松前町西高柳251









昆布加工品／韓国、米国、シンガポー
ル、台湾、ベトナム
わかめ加工品／シンガポール、香港、
米国（ハワイ）
芽かぶ加工品／米国

塩蔵わかめ／中国
乾燥芽かぶ／中国、韓国

・中国/わかめ加工工場

・中国/技術提携

TEL 089-960-3355
FAX 089-960-3356
URL http://www.konbumori.co.jp
E-mail info@konbumori.co.jp
（資） 1,000
（従） 25
（事） 海産物製造加工

酒六酒造（株）

〒 791-3301 喜多郡内子町内子3279-1

SAKAROKU SAKE BREWING CO.,
LTD. JAPAN

TEL 0893-44-3054
FAX 0893-44-3140
URL http://www.sakaroku-syuzo.co.jp
E-mail info@sakaroku-syuzo.co.jp

（代） 武知 直之

輸

（資） 1,000
（従） 10
（事） 酒類の製造・販売

55

手延梅そうめん／台湾、シンガポー
ル、スイス
手延ゆずそうめん／スイス、香港、シ
ンガポール


直接貿易
清酒、リキュール、本格焼酎／台湾
間接貿易
清酒／米国、オーストラリア、中国
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外国人
の採用





愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

桜うづまき酒造（株）
SAKURAUZUMAKI SHUZO CO., LTD.

（代） 篠原 成昌

さくら食品（株）
SAKURA SHOKUHIN CO., LTD.
（代） 濱田 清子

佐々木食品（株）
SASAKISHOKUHIN CO., LTD
（代） 佐々木 英二

（株）サンフーズ
SUNFOODS CO., LTD.
（代） 堀田 修治

サンヨー食品（株）
SANYO FOODS CO., LTD.
（代） 森川 恵二

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-2424 松山市八反地甲71番地

TEL 089-992-1011
FAX 089-992-2159
URL http://www.sakurauzumaki.com
E-mail uzumaki@mocha.ocn.ne.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容





清酒/中国、
焼酎/中国、台湾

・代理店/米国、ロシア

外国人
の採用



（資） 3,500
（従） 15
（事） 清酒、焼酎、発酵調味液の製造・販
売
〒 791-3120 伊予郡松前町大字筒井1235番地

TEL 089-984-9705
FAX 089-984-9704
URL http://www.sakurakk.com
E-mail info@sakurakk.com



（資） 3,200
（従） 33
（事） 海産物・珍味・農水産物・菓子製造
販売
〒 791-8044 松山市西垣生町386-2

TEL 089-971-8465
FAX 089-971-8519
URL http://www.sskfoods.jp/
E-mail y-kuwahata@sskfoods.jp





珍味／香港、シンガポール

珍味／中国、タイ、ベトナム、ミャン
マー、インドネシア











カレー、パスタ各ソース／中国、韓
国、タイ、シンガポール、ベトナム他
東南アジア
大豆、栗/タイ、米国等

トマトペースト／中国
玉ねぎ・人参・じゃがいも／中国
香辛料他/中国他
牛肉/オーストラリア、米国

・米国、カナダ、EU/スーパー
他、販売店（食品）

・中国(大連)/委託契約、技術
提携/食品製造の委託

中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 1,000
（従） 80
（事） 海産珍味製造・加工・販売
〒 795-0018 大洲市菅田町菅田甲2522

TEL 0893-25-4450
FAX 0893-25-4452
URL http://www.sunfoods-ozu.com
E-mail s-hotta@sunfoods-ehime.com
（資） 5,000
（事） 食品製造業

（従） 140

〒 799-0101 四国中央市川之江町4105-17
TEL 0896-58-4181
FAX 0896-58-7144
URL http://www.sanyo-syokuhin.jp
E-mail h.morikawa@sanyo-syokuhin.jp
（資） 10,000
（従） 155
（事） 冷凍食品、惣菜の製造・販売



中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 800
（従） 22
（事） 農産物・生産加工販売（米、はだか
麦、もち麦、キャベツ）

（資） 230,000
（従） 258
（事） 食肉処理解体、製造販売、家畜の飼
育販売、ファーマーズマーケットの
経営
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ﾍﾞﾄﾅﾑ



冷凍食品／中国

ＪＡえひめアイパックス（株） 〒 795-0046 大洲市春賀甲410
TEL 0893-26-1211
FAX 0893-26-0456
JA EHIME AIPAX. CO
E-mail iseki_m@ai-pax.co.jp
（代） 中原 一憲

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

（有）ジェイ・ウイングファー 〒 791-0215 東温市北野田711-4
TEL 089-964-4190
FAX 089-964-4164
ム
jwf@titan.ocn.ne.jp
E-mail
J WING FARM INC.
（代） 牧 秀宣

出
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容

（株）ジェイティエスフーズ

〒 791-3131 伊予郡松前町大字北川原2043-2

J.T.S. FOODS CO., LTD.

TEL 089-985-2945
FAX 089-985-2696
E-mail j.t.s-foods@foods.jinno.org

（代） 神野 豊
（株）志賀商店
SHIGASYOUTEN CO., LTD.
（代） 原 真知

（資） 300
（従） 5
（事） 水産物加工原料の輸入販売
〒 799-1362 西条市今在家921

TEL 0898-64-1333
FAX 0898-64-1332
URL http://www.shiga-mame.co.jp/
E-mail shiga7@za.wakwak.com

〒 791-0397 東温市南方955-1

SHIKOKU MILK PRODUCTS CO.,
LTD.

TEL 089-966-1100
FAX 089-966-1109
URL http://www.rakuren.co.jp
E-mail eigyo@rakuren.co.jp

〒 799-2654 松山市内宮町2004

SHIKOKU RYOYU CO., LTD.

TEL 089-978-0986
FAX 089-978-0985
E-mail shikokuryoyu@shirt.ocn.ne.jp

（株）七福芋本舗
SHITIFUKUIMO HONPO
（代） 白石 尚寛

（株）芝開発

（代） 芝 祥二

（資） 1,500
（事） 米油、飼料

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容









水産物原料／中国
資材／フィリピン
珍味／香港、台湾

バナナチップ／フィリピン
カットわかめ／中国

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2011年5月/水産物加工貿
易

・フィリピン（DAVAO）/委託契
約/自社独自商品のOEM







豆製品/アセアン

外国人
の採用


中国



・豆製品の販売/アセアン



〒 792-0026 新居浜市久保田町3-9-27
TEL 0897-34-9515
FAX 0897-34-5007
URL http://shitifuku.shop-pro.jp
E-mail shop@anbun.jp
（資） 1
（従） 3
（事） 小売業（甘しょの小売・卸・販売）



〒 798-1373
北宇和郡鬼北町大字清水925番地
TEL 0895-49-2277
FAX 0895-24-5238
URL http://www.smilein.co.jp/
E-mail shiba@shikoku.ne.jp
（資） 300
（従） 3
（事） 農業事業（バナナ栽培）他



〒 791-0204 東温市志津川1445

SHIMADA SYUZOU

TEL 089-964-2111
FAX 089-964-2129
kofuji@lime.ocn.ne.jp
E-mail
（資） 1,000
（事） 清酒製造業







食用油/ミャンマー

・ミャンマー/食用油工場設立

・JV/ミャンマー







（従） 20

島田酒造（株）

（代） 島田 達也

輸

（資） 31,000
（従） 258
（事） 牛乳・乳製品の製造販売

四国糧油（株）

（代） 森 源二郎

出

（資） 1,000
（従） 70
（事） 食品製造・卸・販売

四国乳業（株）

（代） 三好 晶夫

輸

甘しょ/マレーシア







・カンボジア/輸出及び輸入

・カボジア他東南アジア/農業
技術提携

（従） 9

59



・台湾
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）島原本舗
SHIMAHARA HONPO CO., LTD.
（代） 島原 豊行

（株）松南園
SYOUNANEN
（代） 村井 重美

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 798-0078 宇和島市祝森甲4668番地

TEL 0895-27-2345
FAX 0895-27-1234
URL http://www.shimahara.co.jp
E-mail sales@shimahara.co.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域





冷凍じゃこ天／米国、中国

冷凍すり身／タイ、ベトナム、ミャン
マー、インド

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用



（資） 1,000
（従） 45
（事） 練り製品の製造販売
〒 790-0963 松山市小坂5丁目13-5

TEL 089-946-3312
FAX 089-941-3693
URL http://www.shounanen.co.jp
E-mail shounan@d8.dion.ne.jp
（資） 1,000
（事） 茶卸・小売





茶／タイ、米国、マレーシア、欧州
抹茶、抹茶オーレ、ほうじ茶オーレ／
マカオ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

（従） 60

（株）ジラフホールディングス 〒 790-0842 松山市道後湯之町12-8
TEL 089-945-1133
FAX 089-945-1143
GIRAFE HOLDINGS
URL http://girafe-crepe.com
E-mail girafe@girafe-group.jp
（代） 近藤 将登
（資） 900
（従） 3







業務用食材／アジア、その他

業務用食材/アジア
アパレル／アジア

・アジア、その他/エリアFC契
約







柚子果汁／タイ
柚子製品、和栗製品／台湾
柚子製品／シンガポール

ワイン／ギリシャ



（事） クレープ店のチェーン本部運営

（株）城川ファクトリー
SHIROKAWA FACTORY CO., LTD.
（代） 浦田 透

（有）新栄食品
SHIN-EI FOODS.INC.
（代） 林 司朗

〒 797-1717 西予市城川町下相1008-1
TEL 0894-82-1100
FAX 0894-82-0888
URL http://shirokawa.jp
E-mail kinahaiya@shirokawa.jp
（資） 4,300
（従） 43
（事） 食品製造販売・温浴施設・宿泊施設
経営

（従） 40

（有）進藤重晴商店

〒 799-0431 四国中央市寒川町3797-1

SHINDO SHIGEHARU SHOTEN
CO., LTD.

TEL 0896-25-0313
FAX 0896-25-2620
URL http://www.miyone.com
E-mail info@p-l.jp

（代） 進藤 峰生

水幸苑（有）
SUIKOEN CO., LTD.
（代） 今田 富也



〒 791-1112 松山市南高井町952番地

TEL 089-970-1181
FAX 089-970-2411
URL http://shinei-shokuhin.com/about.html
E-mail info@shineishokuhin.com
（資） 1,200
（事） 製麺業務

（資） 300
（事） 菓子製造業


砂糖菓子／シンガポール、フィリピ
ン、フランス、米国、ドイツ

（従） 12

〒 798-3311 宇和島市津島町岩渕乙15番地

TEL 0895-32-3337
FAX 0895-32-3338
URL http://suppon-suikouen.jp
E-mail info@suppon-suikouen.jp




・すっぽん加工品（粉末製品）

（資） 300
（従） 19
（事） すっぽん養殖・加工販売

61
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

首藤酒造（株）
SUTO SHUZO CO., LTD.
（代） 首藤 壮一郎

（株）世起
SEIKI
（代） 今村 暢秀

一福百果・清光堂（株）
SEIKODO WAGASHI SHOP
（代） 益田 智恵

西南開発（株）
SEINAN KAIHATSU CO., LTD.
（代） 古知 剛

成龍酒造（株）
SEIRYO SYUZO CO., LTD.
（代） 首藤 洋

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1106 西条市小松町大頭甲312番地2

TEL 0898-72-2720
FAX 0898-72-3918
URL http://www.sukigokoro.co.jp
E-mail suto@sukigokoro.co.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

〒 791-3131 伊予郡松前町北川原1240-1

TEL 089-984-6658
FAX 089-984-1944
URL http://seiki-net.co.jp
E-mail seiki@seiki-net.co.jp
（資） 1,000
（事） 菓子製造

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用



もち菓子／米国、中国、欧州

もち米／タイ

（従） 45

〒 799-1522 今治市東村南1-5-33

TEL 0898-48-0426
FAX 0898-55-8022
URL http://www.ichifuku-hyakka.com/
E-mail wanbune-leon@bronze.ocn.ne.jp
（資） 400
（事） 和菓子製造









みかんカステラ／香港
みかん大福／シンガポール

・アジア、欧州/買取販売

・アジア、欧州/レストラン等
のデザートとして

（従） 5

〒 796-0293 八幡浜市保内町宮内1-300-1
TEL 0894-36-0651
FAX 0894-36-0030
URL http://www.seinankaihatsu.co.jp
E-mail t.kochi@seinankaihatsu.co.jp
（資） 7,500
（従） 116
（事） 加工食品製造・物流・清涼飲料水製
造販売



〒 799-1371 西条市周布1301-1



TEL 0898-68-8566
FAX 0898-68-7103
URL http://www.seiryosyuzo.com
E-mail info@seiryosyuzo.com



冷凍パイ／台湾



清酒／米国、中国、韓国、シンガポー
ル、マレーシア、オーストラリア

（資） 3,000
（従） 8
（事） 清酒、リキュール製造販売

フラックスシードオイル／ニュージー
ランド
マヌカハニー／ニュージーランド

仙味エキス（株）

〒 795-0021 大洲市平野町野田779-2





SENMI EKISU CO., LTD.

TEL 0893-24-6878
FAX 0893-23-2092
URL http://www.senmiekisu.co.jp

調味料／韓国、台湾、タイ、マレーシ
ア、オーストラリア、米国

魚介類／韓国、中国、ベトナム、タ
イ、オーストラリア、米国、チリ、メ
キシコ、ロシア

（資） 9,000
（従） 123
（事） 食料品製造業 業務用エキス調味料
及び機能性食品素材の製造販売
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・インドネシア（ジャカルタ）
/現地法人/2014年12月/魚肉
ソーセージの生産・販売



（代） 筬島 克裕

出

（資） 1,000
（従） 6
（事） 清酒・焼酎製造

水素発生器／英国、アラブ首長国連邦

（代） 内海 満理奈

進

清酒



ZERO CO., LTD.

外



〒 790-0011
松山市千舟町4丁目4番地1 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ千舟
TEL 089-921-9997
FAX 089-921-9992
URL http://www.zero-jp.net
E-mail goannai@zero-jp.net
（資） 1,000
（従） 9
（事） 健康補助食品、輸入食品、化粧品等
の企画及び卸販売、健康機器の卸販
売

（株）ゼロ

海

インド
ネシア





・米国（ニューヨーク州）/現
地法人/2007年4月/清酒の輸
入販売
・米国（カリフォルニア州）/
現地法人/2007年4月/清酒の
輸入販売

・香港/代理店契約
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ソルフィンカ
SOLFINCA CO., LTD.
（代） 沖野 光子

（株）大愛
TAIAI CO., LTD.
（代） 宮部 真司

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0847 松山市道後緑台5-25

TEL 089-989-2416
FAX 089-907-2417
URL http://www.solfinca.co.jp
E-mail info@solfinca.co.jp
（資） 300
（事） 輸入卸売販売

〒 792-0856 新居浜市船木1727-2

TEL 0897-43-9000
FAX 0897-43-2639
URL http://www.taiai.co.jp
E-mail info@taiai.co.jp



品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容





製菓材料／チリ

・チリ（ロサンヘルス）/委託
契約、技術提携/PB商品の製
造





外国人
の採用









スピルリナ／インド





納豆／香港、ベトナム、タイ、オラン
ダ、スペイン、ドイツ、オーストラリ
ア、米国、イタリア

大豆／米国、カナダ

・タイ（バンコク）/代理店契
約





冷凍水産加工品／タイ、シンガポール

水産加工品／東南アジア

〒 794-0056 今治市南日吉町2丁目1－15
FAX 0898-35-0840
（資） 500
（従） 1
（事）





海産物／香港

繊維製品／中国

〒 798-0053 宇和島市小池1679-2







真鯛ラウンド／アジア、欧州、米国
真鯛フィーレ(冷凍)／アジア、欧州、
米国

・シンガポール

・シンガポール、アジア、米国
、欧州/代理店契約

DAIICHI-GASU CO., LTD.
NATTOH-YA DIVISION

（資） 1,000
（従） 10
（事） 納豆製造、販売

（株）ダイイチフーズ

〒 799-1521 今治市古国分1-1-33

DAIICHI FOODS CO., LTD.

TEL 0898-47-2272
FAX 0898-47-4676
E-mail y-yoshii@d1-foods.co.jp

TAISEI CO., LTD.

品目／国・地域

入



〒 791-8036 松山市高岡町148番地1

（株）大晟

輸

（資） 2,000
（従） 25
（事） アガリクスの人工栽培・加工、健康
食品および一般食品の製造販売、椎
茸の菌床栽培・加工・販売

TEL 089-972-4303
FAX 089-973-0553
E-mail nattohya@mue.biglobe.ne.jp

（代） 吉井 洋補

出

（従） 1

大一ガス（株）納豆屋事業部

（代） 稲葉 隆一

輸

（資） 1,000
（事） 食品製造販売


中国

（従） 40

TEL 0898-35-0839



（代） 山崎 文雄
（株）タイチ

（代） 徳弘 多一郎

（株）ダイニチ
DAINICHI CORP.
（代） 玉留 一

TEL 0895-28-0248
FAX 0895-28-0956
URL http://taichiro-kun.com
E-mail munabire@taichiro-kun.com
（資） 500
（事） 真鯛養殖業

（従） 6

〒 798-0084 宇和島市寄松甲1385

TEL 0895-27-3200
FAX 0895-27-3202
URL http://www.dainichi-ff.co.jp
E-mail dainichi@dainichi-ff.co.jp
（資） 18,400
（従） 139
（事） 水産養殖用飼料・水産加工品製造販
売、鮮魚・精製飲料水販売
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養殖魚（ブリ、タイ、カンパチ、ヒラ
メ、シマアジ、スズキ、マグロ等）の
ラウンド、フィレ、その他魚介類、野
菜、果物他／タイ、香港、マカオ、シ
ンガポール、米国、カナダ、アラブ首
長国連邦

養殖いけす、養殖用魚網の針金／オー
ストラリア
魚粉／チリ、ペルー
魚油／ノルウェー、チリ
エビ魚粉／ノルウェー

・米国（カリフォルニア州）/L
A支店/2007年11月/養殖漁業
に関する情報収集

・オーストラリア（タスマニア
）/代理店契約/プラスチック
いけすの日本市場への販売
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

武田酒造（株）
TAKEDA BREWING CO., LTD.
（代） 武田 吉雄

（株）タツノコ
TATSUNOKO CO., LTD.
（代） 内海 伸彦

（株）地域法人 無茶々園

（代） 大津 清次

（株）中温
CHUON CO., LTD.
（代） 大澤 邦夫

千代の亀酒造（株）
CHIYONOKAME-SHUZO CO., LTD.
（代） 岡田 将太朗

辻水産（株）
TSUJI FISHERIES INC.
（代） 客永 玲二

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1301 西条市三芳1507

TEL 0898-66-5002
FAX 0898-66-2577
URL http://www.yamatogokoro.co.jp
E-mail takeda@yamatogokoro.co.jp
（資） 1,000
（事） 清酒製造販売

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


清酒／香港、シンガポール

（従） 6



〒 799-1341 西条市壬生川1047-2

TEL 0898-64-5438
FAX 0898-64-6241
URL http://www.kurobaranori.co.jp
E-mail info@kurobaranori.co.jp



干海苔/韓国

ベトナ
ム

（資） 3,000
（従） 16
（事） 干海苔・青のり









農産加工品／ベトナム

コショウ／ベトナム

・ベトナム（ダクラク省バンメ
トート市）/現地法人/2013年
8月/農産物等の輸出入

・ベトナム/農産物の輸出入

〒 790-0036 松山市小栗1-2-28
TEL 089-943-5211
FAX 089-941-8026
URL http://chuon.co.jp
E-mail info@chuon.co.jp
（資） 1,000
（従） 109
（事） 缶・瓶・袋詰農産食品、栗渋ポリ
フェノール、有機JAS対応微生物資
材、FNRチルド野菜の製造販売





栗、添加物・包材／中国
環境微生物／中国、マレーシア、タ
イ、台湾、オーストラリア
マロンポリフェノール／台湾

缶・瓶詰めむき栗、冷凍農水産食品、
冷蔵加工野菜、栗渋皮の抽出物（FO）
／中国
むき栗／韓国

〒 795-0303 喜多郡内子町平岡甲1294番地1
TEL 0893-44-2201
FAX 0893-43-1036
URL http://www.chiyonokame.com
E-mail tabi@chiyonokame.com
（資） 20,000
（従） 8
（事） 清酒製造業





清酒／中国、香港、スイス、米国、フ
ランス、シンガポール、ルクセンブル
グ、台湾、ドイツ
リキュール/ドイツ

・米国（デンバー）/清酒製造
に関する情報交換。/現地輸
入業者の紹介、協同プロモー
ションの企画

〒 798-0003 宇和島市住吉町3-1-1



〒 797-0113 西予市明浜町狩浜3-134

TEL 0894-65-1417
FAX 0894-65-1638
URL http://www.muchachaen.com
E-mail ootsij@roukyou.gr.jp


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 6,000
（従） 26
（事） 農産物・海産物等の小売及び販売

TEL 0895-24-6161
FAX 0895-24-6176
URL http://tsujisuisan.jp
E-mail info@tsujisuisan.jp
（資） 1,000
（従） 65
（事） 魚介類の販売（加工品含む）、養殖
餌飼料及び薬品の販売、魚介類の養
殖、貨物の陸上運送業、海上運送業
及び船舶の賃貸業
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ﾍﾞﾄﾅﾑ




米国



本鮪/米国、中国、シンガポール、タイ
真鯛/中国
鰤/中国、シンガポール
シマアジ/中国
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）テイクワン
TAKE ONE CO., LTD.
（代） 小畠 源

（株）ディック
DIK CO., LTD.

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0024 今治市共栄町2-2-20

TEL 0898-24-2020
FAX 0898-33-2244
URL http://www.e-takeone.com
E-mail obatake@e-takeone.com

輸

出

輸

品目／国・地域



入

品目／国・地域



タオル等／香港

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容





・アセアン/飲食関係

・台湾、タイ、香港/飲食

外国人
の採用

（資） 1,000
（従） 9
（事） 映像制作、飲食店関係
〒 791-8022 松山市美沢1丁目9－1
FAX 089-994-5443
（資） 1,000
（従） 5
（事） 貿易事業、飲食事業







農業資材／東南アジア

雑貨品／東南アジア

・貿易／東南アジア

〒 798-0060
宇和島市丸ノ内5丁目4番10号 3F
TEL 0895-28-6671
FAX 0895-28-6672
URL http://c-decora.com/
E-mail hirai@c-decora.com
（資） 50
（従） 5
（事） プリントクッキーの企画・デザイン
制作・プリント・販売







プリントクッキー／東南アジア、欧米

・東南アジア、欧米/プリント
クッキー

・東南アジア、欧米/プリント
クッキー

〒 798-0102 宇和島市三浦西5121-9







TEL 089-994-5440

（代） 大亀 孝裕
（株）デコレ
DECORA
（代） 平井 文敏

（有）土居真珠
DOI PEARL CO., LTD.
（代） 土居 一徳

東陽製菓（株）
TOUYOUSEIKA
（代） 野島 尚

とらや水産
TORAYA SUISAN

TEL 0895-29-0011
FAX 0895-29-0297
http://www.doi-pearl.co.jp
URL
E-mail mail@doi-pearl.co.jp



真珠／米国



・米国、シンガポール/真珠販
売

（資） 300
（従） 4
（事） 真珠の加工及び販売
〒 799-1371 西条市周布243番地1
TEL 0898-64-2045
FAX 0898-64-3447
URL http://www.touyouseika.jp/
E-mail shiraishi@touyouseika.jp
（資） 1,200
（従） 30
（事） 米菓製造



〒 798-4212 南宇和郡愛南町下久家28-1
FAX 0895-82-0422
（資） （従） 8
（事） タイ・スズキの養殖





タイ／韓国

中間スズキ／中国

〒 796-0088 八幡浜市1029







じゃこ天／中国、台湾、フィリピン、
米国、カナダ

・中国、台湾、フィリピン、米
国、カナダ/じゃこ天

・中国、台湾、フィリピン、米
国、カナダ/じゃこ天

TEL 0895-82-0022



黒豆おかき、浮千鳥/英国、米国、台湾
昆布あられ/英国

（代） 山下 勇造
（有）鳥津蒲鉾店
TORIZU KAMABOKO INC.
（代） 鳥津 康孝

TEL 0894-22-2009
FAX 0894-24-6448
URL http://www.jyako.com
E-mail toriyasu@jyako.com
（資） 300
（従） 9
（事） 水産加工販売業（じゃこ天、蒲鉾、
ちくわ等水産練り製品の製造販売）
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容

中城本家酒造（名）

〒 797-1713 西予市城川町嘉喜尾1319

NAKASHIRO HONKE SHUZOU
GENERAL PARTNERSHIP COMPANY

TEL 0894-82-0146
FAX 0894-82-0074
E-mail shorikawagou@mc.pikara.ne.jp

（代） 中城 英敏
（株）中野本舗
NAKANO HONPO CO.,LTD
（代） 中野 恵太

（代） 宮内 圭三
新居浜青果（株）
NIIHAMA SEIKA CO., LTD.

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


清酒／シンガポール

（資） 300
（従） 4
（事） 清酒の製造・販売
〒 790-0011 松山市井門町1331-1

TEL 089-958-3355
FAX 089-958-3939
URL http://www.usuzumi.co.jp
E-mail info@usuzumi.co.jp



（資） 1,000
（従） 35
（事） 和菓子製造販売

（株）南予ビージョイ 本社水 〒 798-0087 宇和島市坂下津甲381-91
TEL 0895-22-7300
FAX 0895-25-2877
産事業部
http://www.nanyo-bejoy.co.jp
URL
NANYO BEJOY CO., LTD.,
E-mail info@nanyo-bejoy.co.jp
HEAD OFFICE FISHERIES
DIVISION

輸









活タイ／韓国

養殖用稚魚／中国

・インド他アジア、米国/活魚
取引および水産物加工事業

・インド、インド他アジア、米
国/取引全般についての提携
、サポート


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 1,000
（従） 140
（事） 飼料卸販売、畜産物加工販売、水産
物販売



〒 793-0005 西条市船屋乙110-1
FAX 0897-53-3351
（資） 9,900
（従） 20
（事） 青果物および花卉市場の卸売業

TEL 0897-53-3322



バナナ、アスパラガス／フィリピン
オレンジ、レモン／米国
ブロッコリー／米国、中国

（代） 小野 明
日墨貿易(株)
JAPON MEXICO TRADE CO.,LTD
（代） 和田 博文

〒 791-0211 東温市見奈良619番地8

TEL 089-990-1172
FAX 089-990-1173
URL http://jpnmex.web.fc2.com
E-mail jpnmex@crest.ocn.ne.jp







コーヒー豆/メキシコ（オアハカ州）

・メキシコ（オアハカ）/駐在
員事務所/2018年5月/コーヒ
ー豆の仕入れ、輸送アレンジ



（資） 100
（従） 3
（事） メキシコ国内産地よりコーヒー（生
豆）他の輸入
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

日本食研ホールディングス
（株）
NIHON SHOKKEN HOLDINGS
CO., LTD.
（代） 大沢 一彦

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1582 今治市富田新港1丁目3番地

TEL 0898-24-1881
FAX 0898-24-1631
URL http://www.nihonshokken.co.jp
（資） 38,800
（従） 724
（事） ブレンド調味料及び加工調理食品の
販売・研究開発、持株会社としての
グループ戦略立案及び各種事業会社
の統括管理

73

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容









食品（調味料）／韓国、台湾、中国、
香港、タイ、シンガポール、ドイツ、
米国、オーストラリア

食品（冷凍食品）／中国、タイ、ベト
ナム

・ドイツ（デュッセルドルフ）
/支店/1989年6月/複合調味料
、その他食品の販売
・香港（香港）/支店/1991年6
月/複合調味料・その他食品
の販売
・タイ（バンコク）/駐在員事
務所/2003年7月/販売促進、
情報収集
・米国（カリフォルニア州トー
レンス）/現地法人/1988年2
月/複合調味料・その他食品
の販売
・米国（カリフォルニア州サン
フランシスコ）/現地法人/20
11年4月/複合調味料・その他
食品の製造販売
・米国（カリフォルニア州ウエ
ストサクラメント）/現地法
人/2006年9月/複合調味料・
その他食品の製造販売
・米国（ニュージャージー州）
/現地法人/2006年10月/複合
調味料・その他食品の製造販
売
・米国（テキサス州）/現地法
人/2013年2月/複合調味料・
その他食品の製造販売
・米国（イリノイ州）/現地法
人/2012年10月/複合調味料・
その他食品の製造販売
・中国（江蘇省蘇州）/現地法
人/2007年1月/複合調味料・
その他食品の製造販売
・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2001年9月/複合調味料・
その他食品の製造販売
・中国（上海）/現地法人/2002
年10月/複合調味料・その他
食品の製造販売
・中国（北京）/現地法人/2009
年4月/複合調味料・その他食
品の製造販売
・中国(広東省広州)/現地法人/
2014年8月/複合調味料・その
他食品の製造販売
・台湾（台北）/現地法人/1986
年2月/複合調味料・その他食
品の販売
・台湾（高雄）/現地法人/2008
年9月/複合調味料・その他食
品の販売
・台湾（台中）/現地法人/2013
年9月/複合調味料・その他食
品の販売
・英国（ロンドン）/支店/2008
年5月/複合調味料・その他食
品の販売
・韓国（ソウル）/支店/2009年

・タイ（バンコク）/委託契約/
食品（粉体調味料）製造

74

外国人
の採用


中国
韓国
台湾
ﾏﾚｰｼｱ
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
タイ

愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ニュウズ
NEWS LTD.
（代） 土居 裕子

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容

〒 796-0305 西宇和郡伊方町河内1448-1
TEL 0894-38-2165
FAX 0894-38-2150
URL http://www.news-mikan.com
E-mail news-co@crest.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 20
（事） 柑橘類の生産販売（農業生産法人）

（株）野村町地域振興センター 〒 797-1212 西予市野村町野村12-619
TEL 0894-72-3351
FAX 0894-72-3382
URL http://whitefarm.fan-site.net/
E-mail white.f@jeans.ocn.ne.jp
（代） 兵頭 仁志
（資） 36,925
（従） 15

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容
4月/複合調味料・その他食品
の販売
・シンガポール（シンガポール
）/支店/2009年8月/複合調味
料・その他食品の販売
・中国（江蘇省南通）/現地法
人/2016年6月/複合調味料・
その他食品の製造販売





温州みかん、清見タンゴール、不知
火、甘平、せとか、温州みかんジュー
ス／台湾

・台湾（台北）/現地法人/2013
年9月/営業拠点、情報収集



海外企業との提携
国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


ﾍﾞﾄﾅﾑ





アイスクリーム

（事） 乳製品製造・販売、飲食店経営

伯方塩業（株）
HAKATA SALT CO., LTD.
（代） 石丸 一三

(株)ハタダ
HATADA LTD.
（代） 畑田 康裕

八水蒲鉾（株）
HASSUIKAMABOKO CO.,LTD
（代） 富久保 仁志

ピーコックフーズ（株）
PEACOK FOODS CO., LTD.
（代） 近藤 正典

〒 790-0067 松山市大手町2丁目3番地4

TEL 089-943-4140
FAX 089-943-9671
URL http://www.hakatanoshio.co.jp
E-mail info@hakatanoshio.co.jp
（資） 9,448
（従） 160
（事） 『伯方の塩』の製造・販売

〒 792-0856 新居浜市船木甲2131番地

TEL 0897-41-4141
FAX 0897-41-4142
URL http://www.hatada.co.jp
E-mail hatada-matsuyama089@nifty.com





塩／中国、香港、タイ、シンガポー
ル、フィリピン、インドネシア、マ
レーシア、インド、台湾、オーストラ
リア、ニュージーランド、米国、カナ
ダ、英国、オランダ、ドイツ、フラン
ス、ロシア、アラブ首長国連邦

天日海塩／メキシコ、オーストラリア









行っているが実績がまだない
菓子（焼菓子）/香港、台湾

・中国、タイ、ベトナム/フラ
ンチャイズシステム

・香港、台湾、タイ/代理店契
約


ベトナ
ム

（資） 9,600
（従） 325
（事） 菓子の製造販売
〒 796-0201 八幡浜市保内町川之石1-242-4
TEL 0894-36-3500
FAX 0894-36-3155
URL http://www.hassui.jp/
E-mail s-suehiro@hassui.jp
（資） 3,069
（従） 130
（事） 魚肉練り製品・惣菜・水産加工品・
冷凍食品の製造販売





かまぼこ／シンガポール、韓国、台
湾、香港
じゃこ天/シンガポール、台湾、香港
ちくわ/アラブ首長国連邦、シンガポー
ル、台湾、香港

スケソウダラすり身／米国
イトヨリダイすり身/インド、ベトナ
ム、タイ

〒 793-0003 西条市ひうち3-52
TEL 0897-55-4334
FAX 0897-55-4329
URL http://www.peacock-f.co.jp
（資） 1,000
（従） 65
（事） 食鳥加工業





75





・香港、台湾、ベトナム/食鳥
加工品
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中国

愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ビージョイ
BEJOY
（代） 宮内 圭三

秀長水産（株）
HIDECHO SUISAN CO., LTD.
（代） 近藤 秀夫

（株）フジ・アグリフーズ

（代） 河野 俊之

（株）藤田精麦
FUJITA SEIBAKU CO., LTD.
（代） 藤田 貴美恵

（株）プログレス
PROGRESS CO., LTD.
（代） 川端 康隆

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0962 松山市枝松5-8-12

TEL 089-945-3312
FAX 089-947-1470
URL http://bejoy.jp/
E-mail hyoudou@bejoy.jp

出

輸

品目／国・地域



入

品目／国・地域



海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容



国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



外国人
の採用


中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 3,000
（従） 374
（事） 食肉処理業、食肉製品製造業、惣菜
製造業
〒 798-0005 宇和島市築地町2-6-24

TEL 0895-25-3305
FAX 0895-22-1808
URL http://www.hidecho.co.jp
E-mail takeaki.k@hidecho.co.jp
（資） 1,000
（従） 94
（事） 天然魚、養殖魚、水産物加工品等の
販売
養殖魚に必要な餌、飼料、資材、
薬、その他色々









養殖魚、天然鮮魚、水産物加工品/北
米、香港、ロシア、アラブ首長国連
邦、他
水産物加工原料/中国、台湾、他

冷凍餌/中国、他

・米国、香港、他/支店、駐在
員事務所

・米国、中国、その他/現地営
業、他/販売、営業、他

〒 793-0053 西条市洲之内甲638

TEL 0897-56-2095
FAX 0897-56-2097
URL http://mugi-shikoku.co.jp
E-mail info@mugi-shikoku.co.jp


ベトナ
ム



〒 791-8016 松山市久万ﾉ台384-1
TEL 089-924-2152
FAX 089-923-2436
URL http://www.fuji-agri.com
E-mail 91300@fuji-agri.com
（資） 1,000
（従） 110
（事） 青果物の仲卸売業

オレンジ/米国
グレープフルーツ/米国、南アフリカ共
和国
バナナ/フィリピン、エクアドル
アボカド/メキシコ





はだか麦製品／香港
麦菓子、麦味噌、はだか麦茶／タイ

とうもろこし／米国、ブラジル
大麦／オーストラリア、米国、カナダ

（資） 1,000
（従） 12
（事） 精麦、飼料製造販売、食品・菓子販
売
〒 791-0054
松山市空港通3-6-34 ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ松山2F
TEL 089-972-7033
FAX 089-972-7022
URL http://www.activewater-shop.com/
E-mail pro-kawa@mbn.nifty.com
（資） 1,000
（従） 3
（事） 清涼飲料水製造販売業、宅配水・
ウォーターサーバー事業

ベストプラネット（株）愛媛工 〒 799-3105 伊予市下三谷241-1
TEL 089-982-0200
FAX 089-983-4384
場
URL http://www.bestplanet.co.jp
BESTPLANET CO., LTD.,
EHIME FACTORY

輸


PCボトル（ガロンボトル）／台湾
ウォーターサーバー（温冷水サー
バー）／韓国





乾椎茸／中国

中国

（資） 3,000
（従） 90
（事） 削り節・乾物製造卸販売

（代） 木村 誠

77

78

愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）別子飴本舗
BESSHI AME HOMPO CO., LTD.
（代） 越智 秀司

ベルグアース（株）
BERGEARTH
（代） 山口 一彦

（株）母恵夢本舗
POEME HONPO CO., LTD.
（代） 岡田 俊三

（株）程野商店
HODONO SHOTEN CO., LTD.
（代） 程野 裕貴

（株）マエダ
MAEDA CO., LTD.
（代） 前田 耕作

増永食品（株）
MASUNAGA SHOKUHIN CO., LTD.
（代） 増永 善裕

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 792-0886 新居浜市郷2-6-5

TEL 0897-45-1080
FAX 0897-45-0040
URL http://www.be-ame.co.jp
E-mail sales@be-ame.co.jp
（資） 1,000
（事） 菓子製造業

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



外国人
の採用



菓子／米国、シンガポール

（従） 24

〒 798-3361 宇和島市津島町北灘甲88-1

TEL 0895-20-8231
FAX 0895-32-6183
URL http://www.bergearth.co.jp
E-mail info-berg@bergearth.co.jp







園芸資/中国、韓国

園芸資材／ドイツ

・中国（山東省青島即墨市）/
現地法人/2014年11月（子会
社化）/野菜苗及び花苗の生
産









和菓子（ポエム、純生入り大福）／シ
ンガポール

食品原料／中国他

・アジア/和洋菓子製造販売

・シンガポール/代理店契約

（資） 33,149
（従） 265
（事） 野菜苗の生産・販売、農業資材等の
仕入販売
〒 794-0037 今治市黄金町5-2-10

TEL 0898-32-5661
FAX 0898-31-5366
URL http://www.poemehonpo.co.jp
E-mail poemehonpo_web@poemehonpo.co.jp



〒 791-8036 松山市高岡町285-1
TEL 089-971-3233
FAX 089-971-0564
URL https://www.matsuyamaage.co.jp/
E-mail soumu@matsuyamaage.co.jp
（資） 3,000
（従） 39
（事） 油あげ製造販売業
（松山あげ）



〒 798-0027 宇和島市柿原甲1059
TEL 0895-22-2211
FAX 0895-20-1125
URL http://www.an-maeda.co.jp
E-mail info@an-maeda.co.jp
（資） 2,500
（従） 30
（事） 食品製造業





片栗粉、黒大豆、きなこ、パンケー
キ、雑穀ごはんの素、十穀めん／米国
ギャバ、きなこ、十六穀めん／中国

加工澱粉／フランス
大豆／カナダ

〒 791-3131 伊予郡松前町大字北川原2028-1







アーモンド小魚、クルミ味付加工品／
香港

キス骨／タイ

・アセアン、欧州、米国／委託
加工





TEL 089-984-1527
FAX 089-984-1526
URL http://www.masunaga-s.com
E-mail yokumitene@quartz.ocn.ne.jp



松山あげ キザミ／米国、シンガポー
ル、タイ、中国(上海）、台湾
松山あげ 小判/タイ

（資） 1,500
（従） 70
（事） 農水産物の一次処理した乾燥材料
を、素材の持ち味を生かした加工
（味付・乾燥等)をして出荷
〒 796-0301 西宇和郡伊方町湊浦1003-2

MATSUDA SHUZOU CO., LTD.

TEL 0894-38-1111
FAX 0894-38-1110
E-mail shinzo@etude.ocn.ne.jp

焼酎／タイ

（資） 1,000
（従） 3
（事） 清酒・焼酎（粕取、栗、芋、麦、そ
ば、清酒取）製造販売

79

80


中国
韓国
ベトナ
ム

（資） 1,000
（従） 150
（事） 和洋菓子製造販売

松田酒造（株）

（代） 松田 眞造

輸



愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

松山青果（株）
MATSUYAMA SEIKA CO., LTD.
（代） 西原 洋

（株）マルウ水産
MARUU SUISAN CO., LTD.
（代） 宇都宮 一彦

マルトモ（株）
MARUTOMO CO., LTD.
（代） 明関 和雄

（株）ミーティン・クラフト
MEETING CRAFT CO., LTD.
（代） 黒田 広美

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-8686 松山市久万ﾉ台348-1

TEL 089-924-1118
FAX 089-924-1141
URL http://www.matsuyamaseika.co.jp
E-mail kanri@matsuyamaseika.co.jp

輸

出

輸

品目／国・地域



入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


リンゴ/チリ
イチゴ、ブドウ/韓国、中国

（資） 6,500
（従） 60
（事） 青果物および青果物加工品の受託・
買付販売（卸売）
〒 796-0907 西予市三瓶町朝立2-125-1

TEL 0894-33-0391
FAX 0894-33-3632
URL http://www.maru-u.jp
E-mail red@maru-u.jp





水産加工品／シンガポール

（資） 300
（従） 3
（事） 鮮魚卸、小売、仕出し、加工品製
造・販売
〒 799-3192 伊予市米湊1696

TEL 089-982-1151
FAX 089-983-5480
URL http://www.marutomo.co.jp
E-mail info@marutomo.co.jp
（資） 10,000
（従） 311
（事） 食料品製造業、削り節、粉末だし、
液体だし、生珍味製造
〒 793-0010
西条市飯岡２２７２－２農事組合法人飯
盛会生産組合内

TEL 0897-55-2270
FAX 0897-47-6700
URL http://www.meetingcraft.jp/
E-mail info@meetingcraft.jp









花かつお、削りぶし、だしの素他／韓
国、中国、米国、タイ、マレーシア、
シンガポール、インドネシア、ベトナ
ム、台湾、ブラジル

冷凍鰹、節、冷凍水産物／インドネシ
ア、マレーシア、タイ、ベトナム、
フィリピン、欧州、米国、カナダ、チ
リ

・中国（上海）/現地法人/2010
年11月/OEM生産・販売

・東南アジア、欧州/花かつお
、削り節、だしの素、水産加
工品






ﾍﾞﾄﾅﾑ

里芋（V２）、太天柿、絹かわなす／マ
カオ
だし醤油、ゆずポン酢/フランス

（資） 150
（従） 5
（事） 農産物及び加工食品の販売・流通・
PR等とそれに関するコーディネート
業
〒 790-0848 松山市道後喜多町3－23
TEL 089-924-6616
FAX 089-924-3707
URL http://www.dogobeer.co.jp/
E-mail nikitatsu@dogobeer.co.jp
（資） 20,000
（従） 66
（事） 酒類製造業



(有)南四国ファーム

〒 799-3751 宇和島市吉田町沖村甲612-1



MINAMISHIKOKU FARM CO.,
LTD.

TEL 0895-52-0330
FAX 0895-52-1595
URL http://www.kinahaiya.jp
E-mail t.seike@kinahaiya.jp

水口酒造（株）
MINAKUCHI SHUZO CORPORATION
（代） 水口 義継

（代） 清家 寿章

清酒／香港、スイス
リキュール／台湾



柑橘ストレートジュース／米国（ハワ
イ）、タイ

（資） 820
（従） 30
（事） 柑橘類の生産、加工、販売

81
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容

（株）ミヤモトオレンジガーデ 〒 796-8050 八幡浜市川上町川名津甲388
TEL 089-989-3605
FAX 0894-22-3904
ン
http://www.orange-garden-inc.jp
URL
MIYAMOTO ORANGE GARDEN INC.
E-mail yasukuni.miyamoto@orange-garden-

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

（株）名水アイス

（代） 柴 誠治

〒 793-0030 西条市大町100-2

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容


・香港、台湾、シンガポール、
マレーシア、カナダ/みかん
、柑橘類の販売



外国人
の採用





アイスクリーム／シンガポール、イン
ドネシア

（資） 1,000
（従） （事） アイスクリームの製造・販売



秘蔵しょうゆ／中国、スイス、英国、
台湾、フランス
秘蔵米酢／中国、スイス、台湾、フラ
ンス
えひめ果汁たっぷりぽんず／スイス、
台湾、フランス
麺つゆ／台湾、英国、フランス
ゆずジャム／オーストラリア、シンガ
ポール、フランス
麦みそ、ゆずみそ、ひしを、ドレッシ
ング、しゃぶだれ／台湾、マレーシ
ア、フランス
秘蔵米酢、えひめ果汁たっぷりポン酢
／英国
秘蔵みそ／中国、英国、マレーシア、
フランス
ゆず源(ドリンク)／台湾、マレーシア
ゆずドレッシング、和風ソース／シン
ガポール

大豆／カナダ、米国、ブラジル

森松水産冷凍（株）

〒 794-0032 今治市天保山町5-2-20





MORIMATSU SUISAN REITO
CO., LTD.

TEL 0898-33-1772
FAX 0898-31-6527
URL http://www.rumijapan.co.jp
E-mail sales@rumijapan.co.jp

ハマチ、マダイ、カンパチ、スズキ、
シマアジ、ヒラメ等の養殖魚、近海
魚、水産物冷凍品／米国、カナダ、オ
ランダ、スペイン、スイス、英国、ド
イツ、デンマーク、スウェーデン、ノ
ルウェー、ポルトガル、イタリア、
ポーランド、フィンランド、ロシア、
オーストラリア、中国、韓国、香港、
バーレーン、シンガポール、タイ、イ
スラエル、マレーシア、ドバイ、ヨル
ダン、ミャンマー

アトランティックサーモン／ノル
ウェー

（代） 森松 敏

海外企業との提携

・香港、台湾、シンガポール、
マレーシア、カナダ/みかん
、柑橘類の販売
・米国、欧州/みかん、柑橘類
加工品の販売



（代） 森 秀夫

出



〒 791-3301 喜多郡内子町内子2240-1
TEL 0893-44-3057
FAX 0893-44-4267
URL http://www.sutamago.net/
E-mail mori-sutamago@deluxe.ocn.ne.jp
（資） 2,776
（従） 12
（事） みそ、しょうゆ、食酢、飲料の製造
販売

森文醸造（株）

進

みかんジュース／中国、韓国、米国
調味料 塩みかん／フランス、スイ
ス、オーストラリア

（資） 999
（従） 10
（事） みかん・柑橘類の生産、加工、販売
GLOBAL GAP ASIA GAP 認証取得

TEL 0897-53-7630
FAX 0897-53-7631
URL http://meisui-ice.com/
E-mail meisui100@nifty.com

外



inc.jp

（代） 宮本 泰邦

海

（資） 9,500
（従） 90
（事） 魚類および水産品の加工、卸売、輸
出業
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）八木酒造部
YAGI-SHUZOBU CO., LTD.
（代） 八木 伸樹

(有)安岡蒲鉾店
YASUOKA KAMABOKO
（代） 安岡 一

安高水産（有）
YASUTAKA

CO., LTD.

（代） 安岡 高身

ヤマキ（株）
YAMAKI
（代） 城戸 善浩

（株）山口園芸
YAMAGUCHI ENGEI CO., LTD.
（代） 栗本 浩

（有）ゆうぼく
YUBOKU. INC
（代） 岡崎 晋也

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0042 今治市旭町3-3-8

TEL 0898-22-6700
FAX 0898-33-0276
URL http://www.yamatan.jp
E-mail info@yamatan.jp
（資） 1,575
（事） 日本酒製造業

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


日本酒／中国、香港、シンガポール、
台湾、カナダ、フランス、スイス等

（従） 12

〒 798-1133 宇和島市三間町中野中293

TEL 0895-58-2155
FAX 0895-58-2706
URL http://www.rpm.or.jp/yasuoka
E-mail yasuoka@rpm.or.jp





じゃこ天/タイ
ゴボ天、じゃこカツ/米国ハワイ

・タイ、ベトナム、米国、香港
、台湾/販路開拓



（資） 1,000
（従） 45
（事） 魚肉ねり製品製造業
〒 798-4342 南宇和郡愛南町深浦1888番地

TEL 0895-72-1310
FAX 0895-73-0377
URL http://www.yasutaka-suisan.co.jp
E-mail takami@yasutaka-suisan.co.jp
（資） 600
（事） 養殖業







（従） 30

〒 799-3194 伊予市米湊1698-6
TEL 089-982-1231
FAX 089-983-3212
URL http://www.yamaki.co.jp
（資） 10,000
（従） 721
（事） めんつゆ、だしの素、花かつおなど
の製造・販売









花かつお、だしの素、めんつゆ 等／
韓国、台湾、中国、米国

鰹節／中国、インドネシア、モルディ
ブ

・中国（上海）/現地法人/2008
年5月/当社商品の販売
・中国（上海）/現地法人/2014
年5月/液体製品生産
・韓国（仁川）/現地法人/2017
年4月/水産食料品生産
・米国（オレゴン州）/現地法
人/2018年3月/水産食料品生
産

・台湾/代理店契約
・中国（上海)/委託契約（生産
）





〒 798-3312 宇和島市津島町山財4925

TEL 0895-32-2116
FAX 0895-32-3165
http://www.e-nae.co.jp
URL
E-mail info-earth@e-nae.co.jp

・中国（山東省青島）/現地法
人/2013年4月/野菜、花苗、
青果物の販売


中国


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 2,500
（従） 84
（事） 堆肥・培養土の生産販売、野菜・花
苗の生産販売
〒 797-0045 西予市宇和町坂戸553-1

TEL 0894-62-5877
FAX 0894-62-5899
URL http://yuboku.jp
E-mail info@yuboku.jp







加工品／香港
精肉／シンガポール、香港、欧州

・東南アジア、米国、カナダ/
肉用牛の現地生産、現地加工
、販売、飲食

・東南アジア、米国、カナダ/
肉用牛の現地生産、現地加工
、販売、飲食

（資） 500
（従） 37
（事） 肉用牛の生産、精肉・加工品の卸・
小売販売、レストラン
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

雪雀酒造（株）
YUKISUZUME SHUZO CO., LTD.
（代） 猪野 敏朗

遊子漁業協同組合
YUSU FISHERIES COOPERATIVE
（代） 松岡 真喜男

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-2434 松山市柳原123

TEL 089-992-0025
FAX 089-993-0052
URL http://www.yukisuzume.com
E-mail info@yukisuzume.com
（資） 1,000
（事） 酒類製造業

〒 798-0103 宇和島市遊子2548番地

TEL 0895-62-0211
FAX 0895-62-0874
URL http://www.yusu.jp
E-mail info@yusu.jp

〒 797-1504 大洲市肱川町山鳥坂49

YORO CORPORATION

（資） 1,000
（事） 清酒製造業

〒 798-0006 宇和島市弁天町1-1-15

YOKOI CO., LTD.

TEL 0895-25-5700
FAX 0895-24-1130
E-mail wharf4510@gmail.com

YOSHUKOGYO CO., LTD.
（代） 三好 正忠

（株）ヨンキュウ
THE YONKYU CO., LTD.
（代） 笠岡 恒三

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容







清酒／米国、オーストラリア、ニュー
ジーランド、香港、スイス、シンガ
ポール、台湾、中国

・米国、中国

・米国、中国

外国人
の採用







マダイフィーレ、ヒラメフィーレ／米
国







清酒／中国

・東南アジア、中国/代理店契
約/日本酒販売

（従） 2

ヨコイ（株）

（株）予州興業

輸

（資） 42,952
（従） 25
（事） 販売 購買 加工 利用 共済

TEL 0893-34-2352
FAX 0893-34-2390
E-mail yorosake@quolia.ne.jp

（代） 横井 俊哉

出

（従） 10

養老酒造（株）

（代） 山内 光郎

輸


スリミ／中国、タイ、インドネシア、
ミャンマー、米国、インド、アルゼン
チン、ニュージーランド、パキスタン
エビ／中国、ベトナム、タイ、インド
ネシア、インド、ニューカレドニア、
アルゼンチン
冷凍食品／中国、ベトナム、タイ、韓
国
沖アミ／韓国
赤アミ／中国、韓国

（資） 1,000
（従） 5
（事） 冷凍魚・冷凍食品卸売

〒 799-0101 四国中央市川之江町2529－34
TEL 0896-58-4002
FAX 0896-58-2479
URL http://www.yosyu.co.jp/
E-mail miyoshi@yosyu.co.jp
（資） 4,500
（従） 70
（事） 水産加工









水産加工品／シンガポール、米国、中
国、台湾

水産物／ノルウェー、中国、ベトナム

・米国/支店

・米国/レストラン等

〒 798-8691 宇和島市築地町2丁目318-235





鮮魚加工品／米国

生エサ、稚魚／中国

TEL 0895-24-4901
FAX 0895-24-0823
URL http://www.yonkyu.co.jp
E-mail soumu@yonkyu.co.jp
（資） 221,356
（従） 124
（事） 鮮魚販売、餌料・飼料販売、養殖用
稚魚の生産・販売
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ﾍﾞﾄﾅﾑ

愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）りーべる
LIBEL, INC.
（代） 藤岡 恵美子

（株）龍宮堂
RYUGUDO CO., LTD.
（代） 三好 正次郎

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1371 西条市周布1758-6

TEL 0898-68-7239
FAX 0898-68-7454
URL http://www.libel.jp/
E-mail horibata.fkk@ba.wakwak.com
（資） 50
（従） 2
（事） ブルーベリー生産販売及び加工品等
〒 791-3132 伊予郡松前町西高柳237-1

TEL 089-984-2621
FAX 089-984-2607
URL http://www.ryugudo.co.jp
E-mail sho@ryugudo.co.jp

（代） 林 全南

（有）ロンガ・フーズ
RONGA FOODS INC.
（代） 梅木 栄三郎

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域



海

外

進

出

海外企業との提携

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容





外国人
の採用

ブルーベリージュース／台湾
ブルーベリージャム／中国
ブルーベリー寒天ゼリー／シンガポー
ル









ほたて貝ひも、あなご／台湾

えいひれ／ベトナム
あなご／中国
あじ/タイ

・シンガポール/現地販売
・ベトナム/従業員雇用

・シンガポール/現地販売









日本産お菓子、健康食品、日常生活用
品、酒類、飲料／中国
日本産日用雑貨/ニュージーランド
鮮魚/米国

生鮮菌茸類、青果物、生鮮・冷凍水産
物の輸入及び卸売／中国、ノル
ウェー、米国、カナダ、トルコ、韓
国、台湾、オーストラリア、メキシ
コ、香港

・中国（福建省厦門）/駐在員
事務所/鮮魚・青果物の出荷
に関する手続き・情報提供
・中国（上海）/駐在員事務所/
鮮魚・青果物の出荷に関する
手続き・情報提供
・中国（雲南省昆明）/駐在員
事務所/鮮魚・青果物の出荷
に関する手続き・情報提供
・オーストラリア（メルボルン
）/駐在員事務所/鮮魚・青果
物の出荷に関する手続き・情
報提供
・米国（ワシントン州）/駐在
員事務所/鮮魚・青果物の出
荷に関する手続き・情報提供


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 4,000
（従） 23
（事） 水産加工物の製造・販売

（株）林氏国際／（株）ニュー 〒 791-8023 松山市朝美1-6-25
TEL 089-911-2912
FAX 089-911-2922
スタンダード
URL http://newstandard.jp
LIN'S INTERNATIONAL
E-mail info@newstandard.jp
CORP./NEW STANDARD CO.,
LTD.

輸

（資） 1,000
（従） 13
（事） 農水産品、国際貿易、国際物流

〒 790-0952 松山市朝生田町2-2-25

TEL 089-931-4566
FAX 089-931-3061
URL http://www.rongafoods.co.jp
E-mail info@rongafoods.co.jp


中国


冷凍クレープ／香港

（資） 500
（従） 38
（事） 冷凍菓子（クレープ）製造・販売

（有）ワールド・ファーマーズ 〒 799-3752 宇和島市吉田町河内甲1471
TEL 0895-52-1937
FAX 0895-20-2721
WORLD FARMERS INC.
URL http://world-farmers.com
E-mail aguri@world-farmers.com
（代） 森崎 正
aguri@world-farmers.com







米（玄米）/全農に委託

チベッ
ト
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

（資） 1,300
（従） 8
（事） 米・柑橘生産販売
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