愛媛県国際取引企業リスト2019

繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

(株)伊織
IORI CO.,LTD
（代） 村上 雄二

IKEUCHI ORGANIC（株）
IKEUCHI ORGANIC INC.
（代） 池内 計司

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0862 松山市湯渡町10番25号

TEL 089-997-7181
FAX 089-997-7802
URL http://www.i-ori.jp/
E-mail general.affairs.team@eightone.jp

〒 794-0084 今治市延喜甲762番地

TEL 0898-31-2255
FAX 0898-31-2274
URL http://ikeuchi.org
E-mail info@ikeuchi.org

〒 794-0832 今治市八町西4-1-6

ICHIHIRO CO., LTD.

ITO HIFUKU CO., LTD.
（代） 伊藤 彰
茨木縫製（株）
IBARAGI INC.
（代） 茨木

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





タオル/台湾、香港、中国

・台湾（台北）/代理店契約/今
治タオル販売店









タオル／香港、台湾、中国、英国、米
国、カナダ、オーストラリア、韓国、
フランス、デンマーク

原糸／インド、タンザニア

・米国（ニューヨーク州）/支
店(インストアショップ)/201
4年9月/タオル、寝具、ベビ
ー用品の販売、ニット製品/
（現在縮小）

・オーストラリア（シドニー）
/その他（ライセンス契約）/
OEM生産
・中国（北京）/その他（ライ
センス契約）/OEM生産







繊維製品とその原料／中国、ベトナ
ム、フランス

タオル等繊維製品／中国、ベトナム

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/1992年8月/繊維製品の製
造
・ベトナム（タイニン省チャン
バン県）/現地法人/2005年9
月/繊維製品の製造







作業服／中国、ベトナム

・ベトナム（ハノイ）/駐在員
事務所/2014年2月/現地事務
所

・中国（山東省乳山市）/委託
契約/OEM生産
・ベトナム（ナムディン）/委
託契約/OEM生産

〒 792-0842 新居浜市北内町3丁目12番25号
TEL 0897-41-7376
FAX 0897-41-3002
E-mail a-ito@ito-hifuku.co.jp
（資） 300
（従） 49
（事） 繊維製品

外国人
の採用




中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ


中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ



〒 793-0073 西条市氷見丙125番地1
TEL 0897-57-9881
FAX 0897-57-9966
URL http://www.anoe.jp/
（資） （従） （事） 縫製、裁断 無縫製ニット製造販売
靴下等小物

中国


タオル／台湾、中国

（資） 11,500
（従） 15
（事） 地場産業製品の販売

（有）ウィン・グロー

〒 796-0901 西予市三瓶町周木1-175-26

WING GROW CO., LTD.

TEL 0894-33-3005
FAX 0894-33-3478
E-mail katsumori@coral.ocn.ne.jp

（代） 勝盛 佐太郎

品目／国・地域

（資） 8,000
（従） 227
（事） 繊維製品の製造販売

（一財）今治地域地場産業振興 〒 794-0042 今治市旭町2丁目3-5
TEL 0898-32-3337
FAX 0898-32-8589
センター
URL http://izc.or.jp
IMABARI REGIONAL
INDUSTRIES PROMOTION CENTER E-mail info@izc.or.jp
（代） 菅 良二

輸

（資） 7,000
（従） 58
（事） タオル製造・販売

TEL 0898-23-6126
FAX 0898-23-6131
URL http://www.ichihiro.co.jp

（有）伊藤被服

出

（資） 5,000
（従） 172
（事） 今治タオル販売

一広（株）

（代） 越智 康行

輸

（資） 1,100
（事） 繊維製品加工







生地（縫製）／中国

雑貨製品／中国

・中国（山東省、威海）/委託
契約、技術提携

（従） 10
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繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）宇髙
UDAKA CORPORATION
（代） 宇髙 清

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0801 今治市東鳥生町5-25

TEL 0898-32-0235
FAX 0898-32-0847
URL http://www.udk.ne.jp/
E-mail info@udk.ne.jp

〒 794-0073 今治市矢田甲49-1

M-PLANNING CO., LTD.

TEL 0898-33-0160
FAX 0898-33-0613
E-mail manabe@kzh.biglobe.ne.jp

〒 797-1211 西予市野村町阿下7-152-1

OAK CO., LTD.

TEL 0894-72-0701
FAX 0894-72-0755
E-mail oak-01@mb.pikara.ne.jp

（株）大棟商事

（株）オリム
ORIM CO., LTD.
（代） 大西 寛

海野尾タオル（株）
KAINOO TOWEL CO., LTD.

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







原反 付属資材／インドネシア

帽子 衣料／インドネシア

・中国(上海）/現地法人/1993
年4月/帽子衣料製造
・インドネシア（ジョグジャカ
ルタ）/現地法人/2014年10月
/帽子衣料製造





国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

KAWAKAMI CO., LTD.
（代） 河上 浩
関西通商（株）
KANSAI TSUSHO CO., LTD.
（代） 村上 政嘉

の採用


中国









肌着、紳士服、婦人服、子供服、くつ
下、日常生活関連雑貨品／中国、ベト
ナム、台湾

・インド、インドシナ各国/雑
貨品の情報収集および輸入/
四国地区一次産品の輸出に関
する情報収集

・中国/その他（情報交換）
・ベトナム/その他（情報交換
）
・台湾/その他（情報交換）

〒 796-0003 八幡浜市大平1-787-1









衣類／中国

衣類／中国

・中国（山東省威海）/現地法
人/2005年8月/縫製工場

・中国（山東省威海）/委託契
約

（資） 3,000
（事） 衣類







タオル製品／中国、台湾、フランス

［本社所管］
・グループ会社/オランダ（ア
ムステルダム）/現地法人/２
０１７年１２月/グループ欧
州事業の推進

・中国/代理店契約/ECでの販売




中国

（従） 6

〒 794-0032 今治市天保山町5-3-1

TEL 0898-24-1121
FAX 0898-33-0339
URL http://www.orim.co.jp/
E-mail info@orim.co.jp
（資） 1,000
（従） 36
（事） タオル製品の企画・製造・販売
〒 799-1502 今治市喜田村2-3-20
TEL 0898-48-3310
FAX 0898-47-3229
（資） 1,000
（従） 30
（事） タオル製造





〒 794-0111 今治市玉川町中村甲493
TEL 0898-55-4136
FAX 0898-55-4028
E-mail h.kawakami@eh-kawakam.com
（資） 1,000
（従） 3
（事） 繊維製品加工









ワーキングウェア、ニット、カット
ソー、シャツ、スキーウェア（加工）
／ベトナム

ワーキングウェア、ニット、カット
ソー、シャツ、スキーウェア（加工）
／ベトナム

・ベトナム

・ベトナム（PHUTHOHalong)/委
託契約、技術提携

タオル製品／中国

中国

（代） 海野尾 亮介
（株）河上

外国人

タオル製品／中国

（資） 1,000
（従） 15
（事） 繊維製品、日用雑貨の卸販売

TEL 0894-22-1585
FAX 0894-24-7330
E-mail oomune@io.ocn.ne.jp
（代） 大棟 智司

輸

（資） 500
（従） 3
（事） タオル製品、生活雑貨

（株）OAK

（代） 今村 利隆

出

（資） 1,000
（従） 56
（事） 学童用帽子衣料製造販売

（有）エムプランニング

（代） 眞部 哲

輸

〒 799-2201 今治市大西町九王甲1881
TEL 0898-53-6300
FAX 0898-53-4618
E-mail ms-masa@m-pile.jp
（資） 1,000
（従） 6
（事） タオル製品卸売
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タオル製品／中国
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繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

楠橋紋織（株）
KUSUBASHI MONORI CO., LTD.
（代） 楠橋 功

５inch
5INCH
（代） 正岡 裕美

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0083 今治市宅間甲319

TEL 0898-32-4411
FAX 0898-32-4415
URL http://www.kusubashi.jp
E-mail dstar@kusubashi.jp
（資） 5,000
（事） タオル製造

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







タオル製品／台湾

タオル製品／中国

・中国（江蘇省南通）/現地法
人/1993年10月/タオル製造販
売









［本社所管］

［本社所管］

・中国（広東省中山）/現地法
人/1999年6月/縫製加工
・ベトナム（タインホア省）/
現地法人/2008年/縫製加工

・中国/その他（監査法人）
・ベトナム/その他（監査法人
）









外国人
の採用


中国

（従） 94

〒 790-0038
松山市和泉北2丁目7番30号
泉206号


ｴｽﾌﾟﾚﾝﾄﾞ和

バッグ／フランス

TEL 089-961-1149
FAX 089-961-1149
URL http://5inchbag.com
E-mail info@5inchbag.com
（資） 150
（従） 1
（事） バッグ、雑貨の製造、販売

（株）工房織座
KOBO ORIZA CO., LTD.
（代） 武田 正利

コンテックス（株）
KONTEX CO., LTD.
（代） 近藤 聖司

〒 794-0117 今治市玉川町鬼原甲55

TEL 0898-55-2564
FAX 0898-55-2584
URL http://www.oriza.jp
E-mail info@oriza.jp

〒 794-0083 今治市宅間甲854-1

TEL 0898-23-3921
FAX 0898-23-3922
URL http://www.kontex.co.jp
E-mail info@kontex.co.jp

〒 799-1522 今治市桜井1丁目2-48

SAKURAI COMPANY LIMITED.

SAKURA COTTON CO., LTD.
（代） 菊川 あずさ


タオル製品／欧州、アジア、オセアニ
ア地域

（資） 1,000
（従） 90
（事） 各種タオル製品、寝装品、インテリ
ア及びタオルウェアの製造販売

TEL 0898-48-0211
FAX 0898-47-2311
E-mail t.matsuura@bird.ocn.ne.jp

（株）さくらコットン

マフラー、ストール／台湾、米国、
オーストラリア、香港、シンガポー
ル、韓国

（資） 300
（従） 13
（事） 服飾雑貨（マフラー・ストール）の
企画・製造・販売
タオルの企画販売

（株）桜井

（代） 越智 均



（資） 2,000
（事） 縫製加工

（従） 26

〒 794-0058 今治市蒼社町1丁目3-47

TEL 0898-35-0175
FAX 0898-33-2608
URL http://www.sakura-cotton.com
E-mail sakuracotton.ehime@gmail.com

スタイ、ヒエトリパット、アイマスク
／フランス

（資） 100
（従） （事） タオル加工品の製造、販売

99
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繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

七福タオル（株）
SHICHIFUKU TOWEL CO., LTD.
（代） 河北 泰三

シンワ（株）
SHINWA CORP.
（代） 井上 和久

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1503 今治市富田新港1-2-2

TEL 0898-36-6020
FAX 0898-48-6066
URL http://www.shichifuku-towel.co.jp
E-mail taizo-k@shichifuku-towel.co.jp

〒 799-0113 四国中央市妻鳥町249-2

TEL 0896-58-1100
FAX 0896-58-1106
URL http://www.shinwacorp.co.jp
E-mail info@shinwacorp.jp

〒 794-0813 今治市衣干4-2-25

DAIWA SENKO CO., LTD.

〒 791-8043 松山市東垣生町841-1

KABUSIKIGAISHA TAKUTO NODA

TEL 089-973-7584
FAX 089-971-9518
E-mail t_noda@takutonoda.co.jp

TAKUBO & CO., LTD.
（代） 田窪 仁

田中産業（株）
TANAKA INDUSTRIES INC.
（代） 田中 良史

壷内タオル（株）
TSUBOUCHI TOWEL INC.
（代） 壷内 卓

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



タオル／台湾、タイ、中国、香港







不織布／中国、香港、シンガポール、
インドネシア

不織布製品、不織布加工品、フィルム
／中国、台湾、韓国、インドネシア

・中国（山東省費県）/現地法
人/1994年4月/不織布加工
・中国（山東省威海)/現地法人
/2009年9月/不織布生産･加工
・インドネシア（スラバヤ）/
現地法人/2014年10月/不織布
生産・加工







タオル等／中国

・中国（江蘇省南通）/現地法
人/1993年10月/染色整理業

中国


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 1,900
（従） 85
（事） 綿糸染晒加工、タオル・生地（綿布
等）染色、輸入タオル販売

（株）タクト野田

田窪（株）

輸

（資） 4,800
（従） 260
（事） 不織布製品の開発・製造・販売

TEL 0898-22-6180
FAX 0898-22-2243
URL http://www.daiwasenko.jp

（代） 野田 實

出

（資） 1,000
（従） 85
（事） タオル製造販売

大和染工（株）

（代） 青野 茂則

輸

（資） 2,000
（事） 下着製造


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（従） 13

〒 794-0015 今治市常盤町6丁目8-4

TEL 0898-32-5050
FAX 0898-31-9370
URL http://www.takubo-grp.co.jp
E-mail imabari@takubo-grp.co.jp







繊維商品／中国、ベトナム、フィリピ
ン

ミシン糸／中国

・中国（上海、中山）/現地法
人/199５年/工業用ミシン糸
販売
・ベトナム（ハノイ）/現地法
人/2011年11月/工業用ミシン
糸販売
・ベトナム（ホーチミン）/現
地法人/2014年8月/工業用ミ
シン糸販売

（資） 3,000
（従） 55
（事） 工業用ミシン糸及び縫製用副資材販
売

〒 799-1506 今治市東村5-1-35
TEL 0898-48-2225
FAX 0898-47-2882
URL http://www.goldpearl.co.jp/
E-mail info@goldpearl.co.jp
（資） 3,000
（従） 60
（事） タオル製品全般の企画･製造･販売



〒 794-0024 今治市共栄町4-6-11





タオル／台湾

綿糸／パキスタン

TEL 0898-22-5180
FAX 0898-22-5181
URL http://www.plantia.co.jp/
E-mail soumu@plantia.co.jp



タオル製品／韓国

（資） 1,000
（従） 7
（事） 綿糸卸、タオル製造卸
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繊維・繊維製品
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

帝人（株）松山事業所

〒 791-8530 松山市北吉田町77

TEIJIN LTD., MATSUYAMA
FACTORY

TEL 089-971-1000
FAX 089-971-6446
URL http://www.teijin.co.jp

（代） 村岡 剛

（資） 7,183,200
（従） 1,529
（事） 化学繊維及び樹脂の製造

東レ（株）愛媛工場

〒 791-3193 伊予郡松前町大字筒井1515

TORAY INDUSTRIES INC.,
EHIME PLANT

TEL 089-984-2121
FAX 089-984-7010
URL http://www.toray.co.jp

（代） 村地 敏

（株）トーヨ
TOYO CO., LTD.
（代） 渡邊 学

中忠（株）
NAKACHU.CO., LTD.
（代） 中村 仁

西染工（株）
NISHISENKOH CO.,LTD
（代） 山本 敏明

（株）ハートウエル
HARTWELL CORPORATION
（代） 木山 和也

（株）フィールドブルー
FIELD BLUE CO., LTD.
（代） 青野 映子

（資） 14,787,303
（事） 化学繊維製造

（従） 1,390

〒 799-1101 西条市小松町新屋敷甲2155-1

TEL 0898-72-5444
FAX 0898-72-5443
URL http://toyo-ltd.jp
E-mail toyo01@toyo-ltd.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

〒 794-0024 今治市別宮町4-5-18

〒 794-0027 今治市南大門町4-5-1

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





ポリエステルチップ／タイ
アラミド繊維／中国、オランダ、米国
ポリカーボネート樹脂／韓国、台湾、
中国、香港、米国
ポリカーボネートシート／台湾、米国

ポリエステルチップ／タイ
PPDA／中国、オランダ
MAP／インド
DMT／韓国
NDC／米国

［本社所管］
・アジア、北米、欧州等/各国
で繊維樹脂の製造・加工・販
売





ポリエステル短繊維／中国、インドネ
シア、マレーシア、タイ他
アクリル短繊維／中国、インドネシア
他
炭素繊維、逆浸透膜繊維／フランス、
米国他

アクリルニトリル、1.4-ブタンジオー
ル／米国
石炭／オーストラリア

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用




［本社
所管］







防護服、防炎服／台湾、中国、オース
トラリア

・中国/防護服の縫製・製造及
び販売
・ベトナム/防護服の縫製・製
造及び販売

・中国、台湾、オーストラリア
/販売等代理店契約、委託加
工契約/防護服製造、販売









タオル製品／中国、インドネシア、台
湾

タオル製品／中国、インドネシア

・中国（山東省青島）/現地法
人/2003年3月/タオル製品の
縫製・加工等
・インドネシア(スマラン)/現
地法人/2013年9月/貿易会社







生産設備（染色機械）／ドイツ、中国

・米国、ＥＵ/商品販売

（資） 1,000
（従） 21
（事） タオル製品の製造・卸

TEL 0898-22-2588
FAX 0898-23-8478
http://nishisenkoh.com
URL
E-mail info@nishisenko.jp

外



（資） 2,500
（従） 36
（事） 耐熱・耐切創作業用の身体防護を目
的とする保護具や防護服の製造販売

TEL 0898-32-7171
FAX 0898-32-7170
URL http://www.nakachu.co.jp
E-mail nakachu@nakachu.co.jp

海


ﾍﾞﾄﾅﾑ


中国


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 1,000
（従） 55
（事） 綿製品企画・製造・加工
〒 799-1607 今治市朝倉上1050番地1
TEL 0898-56-3888
FAX 0898-56-3833
URL http://hartwell.co.jp
E-mail info@hartwell.co.jp
（資） 10,000
（従） 76
（事） タオル・タオルを使用した縫製品の
製造販売
〒 794-0813 今治市衣干町3-3-29
TEL 0898-23-2881
FAX 0898-33-7236
E-mail field_blue@trust.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 3
（事） 繊維製品他の卸売販売
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タオル・タオルを使用した縫製品／ア
ジア

タオル、縫製品／アジア

・アジア/自社製品の販売


ミャン
マー





タオル製品／中国

・中国（江蘇省南通）/委託契
約/タオル他の生産縫製等
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愛媛県国際取引企業リスト2019

繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ふく紗
FUKUSA CO.,LTD
（代） 伊東 信二

（株）マック
CO., LTD. MAKKU
（代） 青野 壽

（株）マテラ
MATERRA INC.
（代） 大野 照旺

丸栄タオル（株）
MARUEI TOWEL CO., LTD.
（代） 村上 誠司

（株）丸鬼商店
MARUKI SHOTEN CO., LTD.
（代） 豊島 由裕

丸三産業（株）
MARUSAN INDUSTRY CO., LTD.
（代） 菊池 元宏

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-0054 松山市空港通3－8－20

TEL 089-971-3000
FAX 089-971-9977
URL http://www.fukusa.com
E-mail fukusa@proof.ocn.ne.jp

輸

出

輸

品目／国・地域



入

品目／国・地域



〒 791-0205 東温市西岡乙2-1

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



・インドネシア、マレーシア、
シンガポール、カナダ、中東
、サウジアラビア、アラブ首
長国連邦/ムスリムファッシ
ョンの販売

・インドネシア（ジャカルタ）
/代理店契約、委託契約/販売
と生産







タオル製品全般／中国、ベトナム
タオル製品フェイス/インドネシア

・ベトナム、ミャンマー/タオ
ル製造

・ベトナム、ミャンマー/アウ
トソーシング

（資） 1,000
（従） 23
（事） きものを使った婦人服製造、卸、小
売、オーダーリメイク、
ムスリムファッションの企画、製
造、販売

TEL 089-909-4600
FAX 089-909-4601
URL http://www.materra.jp/
E-mail masaoka.h@materra.jp

外



ムスリムファッション/インドネシア
ヒジャブ/インドネシア、シンガポール
和素材/インドネシア

〒 794-0035 今治市枝堀町3-1-12
TEL 0898-34-3750
FAX 0898-34-3751
URL http://www.towel-mac.com
E-mail info@towel-mac.com
（資） 1,000
（従） 1
（事） タオル製品販売

海

外国人
の採用




／中国、米国、ドイツ

（資） 1,000
（従） 4
（事） 化粧品原料製造、家畜飼料製造
〒 794-0811 今治市南高下町1-2-30

TEL 0898-22-4176
FAX 0898-23-4391
URL http://maruei-towel.com
E-mail murakami@maruei-towel.com







タオル製品／台湾、香港、米国、タ
イ、シンガポール

糸／パキスタン

・台湾知商流股份有限公司（台
中）＝パートナー/今治浴巾
台中店フランチャイズ契約/
丸栄タオルプライベートブラ
ンドタオル製品の直販店舗運
営並びに小売店への卸販売





ツナギ服/モンゴル

ツナギ服／中国、バングラデシュ







化粧綿／台湾、中国、香港、タイ、マ
レーシア、米国、ロシア、ベトナム、
南アフリカ共和国、モンゴル、プエル
トリコ、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド
晒綿／タイ、中国、韓国、イスラエ
ル、台湾、インドネシア
不織布／米国、韓国、台湾、中国、タ
イ

綿棒／中国
綿花／インド、オーストラリア、米国
不織布／韓国、台湾

・インド（ムンバイ）/技術提
携/晒綿の製造技術
・米国（ノースカロライナ州シ
ャーロット）/技術提携/晒綿
の製造技術

（資） 3,000
（従） 80
（事） タオル製造販売業
〒 794-0036 今治市通町1丁目6-8

TEL 0898-33-2800
FAX 0898-32-0507
URL http://www.roundoni.com
E-mail marukips@proof.ocn.ne.jp






中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ



（資） 1,000
（従） 25
（事） ユニフォーム製造・販売（ツナギ
服）
〒 795-8508 大洲市徳森1349
TEL 0893-25-5131
FAX 0893-59-4012
URL http://www.marusan-sangyo.co.jp
E-mail info@marusan-sangyo.co.jp
（資） 29,000
（従） 400
（事） 脱脂綿、化粧綿、洗浄綿、お茶パッ
ク、コットン不織布、衛生材料等製
造
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ﾍﾞﾄﾅﾑ

愛媛県国際取引企業リスト2019

繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

丸鷹産業（株）
MARUTAKA SANGYOU CO., LTD.
（代） 矢野 昭利

みやざきタオル（株）
MIYAZAKI TOWEL INC.
（代） 宮崎 百合子

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

（資） 1,000
（従） 40
（事） 学校体育衣料、介護介助衣料、各種
ニットユニフォームの企画・製造・
販売
〒 794-0840 今治市中寺632-1

TEL 0898-32-1776
FAX 0898-32-7086
URL http://www.miyazaki-towel.co.jp
E-mail info@miyazaki-towel.co.jp


タオルマフラー／韓国、台湾

（資） 1,000
（従） 5
（事） タオルマフラーの企画製造販売





タオル製品/ドイツ

タオル製品／中国

矢野縫製（有）

〒 799-2101 今治市波方町波方甲2481番地









YANO HOUSEI CO., LTD.

TEL 0898-41-8121
FAX 0898-41-8129
URL http://www.shokokai.or.jp/38/3820

衣料品／ベトナム、台湾

衣料品／ベトナム、中国
布地/中国、韓国

・ベトナム/衣料品の製造

・ベトナム/委託契約

〒 799-1514 今治市町谷50-1
TEL 0898-48-3677
FAX 0898-48-5529
URL http://www.yoshiitowel.co.jp
（資） 3,000
（従） 50
（事） タオル製造および縫製加工





タオル／米国、フィンランド、台湾、
香港、オーストラリア

綿糸／パキスタン、インド、米国

〒 799-1303 西条市河原津甲447
TEL 0898-66-5108
FAX 0898-66-5035
URL http://www.watanabe-pile.jp
E-mail info@watanabe-pile.jp
（資） 1,000
（従） 25
（事） タオル製品製造





生地（服地）／米国

・イタリア、フランス/タオル
、寝具、リラクシングウェア
等

MURAKAMI PILE CO., LTD.

の採用



〒 799-1522 今治市桜井2丁目6-45

TEL 0898-47-4440
FAX 0898-48-8622
URL http;//www.karderi.co.jp
E-mail info@karderi.co.jp

〒 799-2201 今治市大西町九王甲1881
FAX 0898-53-4618
（資） 1,000
（従） 40
（事） タオル製造業

村上パイル（株）

外国人

TEL 0898-53-3322


中国

（代） 村上 政嘉


ﾍﾞﾄﾅﾑ

21s0153/index.htm

（代） 矢野 孝志

吉井タオル（株）
YOSHII TOWEL CO., LTD.
（代） 吉井 智巳
渡辺パイル織物（株）
WATANABE PILE TEXTILE CO.,
LTD.
（代） 渡邊 利雄

E-mail studio_y@msn.com
（資） 500
（従） 5
（事） ニット製品製造

107



108



