愛媛県国際取引企業リスト2019

製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

アイム（株）
I'M CORP.
（代） 石川 健太郎

（株）有高扇山堂
ARITAKA SENZANDO CO., LTD.
（代） 有高 秀三

（株）五十崎社中
IKAZAKI SHACHU. INC.
（代） 齋藤 宏之

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

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容





不織布製品／中国
パルプ／米国

・中国（江蘇省蘇州）/現地法
人/2005年3月/不織布製品の
製造





金封／中国

・中国（浙江省杭州）/現地法
人/2000年6月/金封・ペーパ
ーバッグの製造







和紙壁紙／英国、フランス
和紙手帳／イタリア、米国

金属箔／フランス

〒 799-0704 四国中央市土居町津根2304

TEL 0896-74-7555
FAX 0896-74-4501
URL http://www.imx.co.jp
E-mail info@imx.co.jp

海外企業との提携
国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



（資） 4,000
（従） 100
（事） 不織布製品、機能フィルム製造販売
〒 799-0401 四国中央市村松町719

TEL 0896-24-3603
FAX 0896-24-0970
URL http://aritaka.jp
E-mail info@aritaka.co.jp
（資） 1,000
（従） 7
（事） 金封・ペーパーバッグの製造・販売
（BtoB 、BtoC）
〒 795-0301 喜多郡内子町五十崎1620-3

TEL 0893-44-4403
FAX 0893-44-4403
URL http://www.ikazaki.jp
E-mail ikazakishachu@space.ocn.ne.jp


・フランス/技術提携(技術協力
）
・英国/代理店契約

（資） 300
（従） 3
（事） 手すき和紙商品の製造販売





家庭紙・ギフト・紙製品／アジア、
欧州、北米

・アジア、欧州、北米/ギフト
・家庭紙の販売

〒 799-0413 四国中央市中曽根町216-5
TEL 0896-23-5453
FAX 0896-24-1577
URL http://www.imamurashiko.co.jp
E-mail info@imamurashiko.co.jp
（資） 5,000
（従） 60
（事） 日用品紙製品製造業









紙製品資材／中国、ベトナム

紙製品／中国、ベトナム

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/1991年4月/紙製品製造業

・ベトナム（ハノイ）/委託契
約/紙製品製造業

宇摩製紙(株)

〒 799-0121 四国中央市上分町488番地







UMA PAPER MFG.CO.,LTD

TEL 0896-58-3027
FAX 0896-58-4725
URL http://www.toyo-

［本社所管］
グループ会社（（株）トーヨ）で行っ
ている

［本社所管］
グループ会社（（株）トーヨ）で行っ
ている
原材料（パルプ等）

・台湾/不織布製品の販売





ITOMAN
（代） 伊藤 俊一郎

（株）今村紙工
IMAMURASHIKO CO., LTD.
（代） 今村 定生

paper.co.jp/uma_index.htm

（代） 長野 雄二

宇和特紙（株）
UWATOKSHI CO., LTD.
（代） 大西 和人

の採用

中国

〒 799-0111 四国中央市金生町下分681番地
TEL 0896-58-1010
FAX 0896-58-1014
URL http://www.e-itoman.jp
E-mail info-itoman@e-itoman.jp
（資） 24,000
（従） 150
（事） 製紙、家庭紙およびギフト用紙製品
の製造販売

イトマン（株）

外国人

E-mail uma_info@toyo-paper.co.jp
（資） 5,000
（従） 90
（事） 機械すき和紙・不織布製造
〒 797-0012 西予市宇和町皆田1506
TEL 0894-62-2125
FAX 0894-62-5177
E-mail uwatokushi04@nifty.com
（資） 1,000
（従） 52
（事） ウェットティッシュ製造販売業
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ﾍﾞﾄﾅﾑ


中国



不織布、パルプ／中国
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製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

エヒメ紙工（株）
EHIME SHIKO CO., LTD.
（代） 星川 謙吾

えひめ洋紙（株）
EHIME PAPER CO., LTD.
（代） 山本 恒久

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-0112 四国中央市妻鳥町3048-12

TEL 0896-58-3365
FAX 0896-58-1097
URL http://ehimeshiko.com
E-mail aiai@ehimeshiko.com

カナエ紙工（株）
KANAE SHIKO CO., LTD.
（代） 三木 史郎

（株）カネシロ
KANESHIRO CO., LTD.
（代） 小池 正照

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





紙製品／中国、カンボジア

紙製品／中国、カンボジア

・中国（浙江省杭州）/現地法
人/2001年5月/紙加工
・カンボジア（プノンペン）/
現地法人/2013年12月/紙加工







ＰＰＣ用紙／インドネシア
コート紙／韓国、中国、インドネシア
上質紙／中国
感熱ロール紙／中国
板紙／韓国

・中国、シンガポール、台湾/
紙製品の製造

・中国、シンガポール、台湾/
委託契約/紙製品の製造、知
育玩具「KUMEL」

（資） 1,000
（従） 24
（事） 紙加工品製造販売、知育玩具
「KUMEL」販売

M. PACK CO., LTD.

（代） 井原 博史

入



〒 791-8036 松山市高岡町455-1

〒 799-0113 四国中央市妻鳥町2192

KAKUKEI CO., LTD.

輸

品目／国・地域

TEL 089-973-9200
FAX 089-973-9324
URL http://www.ehime-p.co.jp
E-mail t-yamamoto@ehime-p.co.jp

TEL 0896-58-6404
FAX 0896-58-6093
URL http://www.m-pack.jp

カクケイ（株）

出

（資） 1,000
（従） 48
（事） 紙製品、折紙、紙袋、包装紙、紙箱
製造

（株）エム・パック

（代） 南 公典

輸

外国人
の採用


ﾍﾞﾄﾅﾑ





文具類、雑貨等／中国、香港、台湾

・中国、香港、台湾/委託契約/
文具・雑貨の製造、輸入業務

（資） 2,500
（従） 40
（事） パッケージ、ステーショナリー他紙
加工品の企画、製作、販売
〒 799-0404 四国中央市三島宮川4-9-53

TEL 0896-23-2570
FAX 0896-24-6183
URL http://www.kakukei.co.jp
E-mail info1@kakukei.co.jp





紙製品／台湾、中国、オーストリア

PVC加工品／台湾、中国
紙加工品／韓国、中国
不織布加工品他／インドネシア








・中国（上海)/委託契約


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 6,500
（従） 125
（事） 紙製品製造（opp印刷、製袋）、和洋
紙卸売
〒 799-0121 四国中央市上分町346

TEL 0896-58-5611
FAX 0896-58-5073
URL http://www.kanaeshiko.co.jp
E-mail info@kanaeshiko.co.jp
（資） 1,600
（事） 紙加工業





コーヒーフィルター／台湾、中国等

（従） 65

〒 791-0054 松山市空港通五丁目7番2号

TEL 089-973-2480
FAX 089-973-9700
URL http://www.kaneshiro.info
E-mail eco-pori@kaneshiro.info





古紙／中国、韓国、インドネシア

（資） 1,000
（従） 47
（事） 製紙原料卸売業
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製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

カミ商事（株）
KAMI SHOJI CO., LTD.
（代） 井川 博明

協和紙工（株）
KYOWA
（代） 篠原 聡一

（株）クリンペットジャパン
CLINPET JAPAN CO., LTD.
（代） 井川 真一

（株）グローカル
GLOCAL CORP.
（代） 髙畠 修一郎

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









ティッシュペーパー／ロシア、中国、
米国、フィリピン、アラブ首長国連邦
トイレットロール／ロシア、中国
大人用紙オムツ／中国、タイ、トル
コ、台湾、オーストラリア、フィリピ
ン、インドネシア
段ボール原紙／中国、タイ、台湾、
フィリピン、マレーシア

パルプ／インドネシア、カナダ、チ
リ、ブラジル、ロシア
不織布／中国、マレーシア
コートボール／韓国

・中国（山東省烟台）/現地法
人/2005年11月/紙加工品（パ
ルプモールド）製造

・東南アジア/紙オムツの生産
、販売







日用品雑貨／中国

文具／中国

・台湾（台北）/委託契約

〒 799-1322 西条市国安136-1
TEL 0898-66-5070
FAX 0898-66-0235
URL http://www.clinpet.co.jp
E-mail info@clinpet.co.jp
（資） 4,000
（従） 7
（事） 業務用ペーパータオル、トイレット
ペーパー、シートペーパー等の製造
販売







原紙ロール/中国

紙製品／中国

・中国（上海）/現地法人/2010
年8月/貿易

〒 799-0705 四国中央市土居町野田1391
TEL 0896-74-0770
FAX 0896-74-0771
URL http://www.glocal-corp.co.jp
E-mail taka-san@watch.ocn.ne.jp
（資） 800
（従） 2
（事） 紙製品・衛生用品・化粧品の輸出販
売
工業薬品・各種製紙用資材の輸入・
国内販売





紙製品、紙加工品/シンガポール、カン
ボジア、タイ、ブルネイ、ベトナム、
香港、モンゴル
衛生用品、日用品/シンガポール、カン
ボジア、バングラデシュ、ベトナム、
香港、フィリピン、グアム
化粧品、雑品/シンガポール 、タイ、
台湾、ブルネイ、ベトナム、香港、英
国、ミャンマー

工業薬品／中国
紙製品/台湾


ウェットシート/中国

〒 799-0404 四国中央市三島宮川1-2-27

TEL 0896-23-5400
FAX 0896-23-5476
URL http://www.kamisyoji.co.jp/
E-mail minoru.yoshida@ellemoi.co.jp
（資） 4,800
（従） 220
（事） 和洋紙、板紙、家庭紙の製造

〒 799-0422 四国中央市中之庄町1694-2

TEL 0896-23-3533
FAX 0896-24-5906
URL http://www.kyowa-shiko.co.jp
E-mail master@kyowa-shiko.co.jp

外国人
の採用




中国
ベトナ
ム

（資） 2,250
（従） 92
（事） 紙製品製造販売











・ベトナム/常設ショールーム
への出店（BtoB用）

・シンガポール/代理店契約/日
本製品の販売







日用品雑貨多数／中国

・中国

・中国（上海）/代理店契約/当
社ブランドの販売委託

（計画）
愛媛産品、四国産品/東南アジア諸国

薦田紙工業（株）
KOMODA KAMI KOGYO CO., LTD.
（代） 薦田 拓大

〒 799-0431 四国中央市寒川町4789
TEL 0896-28-1136
FAX 0896-28-1130
URL komoda.in
komoda.in
E-mail komodapc@rapid.ocn.ne.jp
Tsujimoto.KPC@gmail.com
（資） 1,000
（従） 110
（事） 紙文具、日用品雑貨製造卸
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中国
ベトナ
ム

愛媛県国際取引企業リスト2019

製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

佐川印刷（株）
SAKAWA PRINTING CO., LTD.
（代） 佐川 正純

（株）さん・おいけ 四国事業
所
SUN-OIKE CO., LTD.
（代） 尾池 幸治
（株）スギウラ
SUGIURA CO., LTD.
（代） 杉浦 兼吾

（株）世界地図
SEKAICHIZU CO., LTD.
（代） 松岡 功

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-8018 松山市問屋町6－21

TEL 089-925-7471
FAX 089-925-7464
URL http://sakawa.co.jp/
E-mail info@sakawa.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



紙製品／韓国

（資） 1,000
（従） 90
（事） 印刷、情報サービス業
〒 799-0101 四国中央市川之江町4105-31

TEL 0896-58-0022
FAX 0896-58-0026
URL http://www.sun-oike.co.jp/
E-mail info@sun-oike.co.jp
（資） 4,000
（事） 紙加工業







原紙、水引材料／中国

水引加工品、水引金封製品、紙加工品
／中国

［本社所管］
・中国（江蘇省南京）/2002年3
月/現地法人/水引加工、紙加
工







紙製品／カンボジア

紙製品／タイ、台湾、中国、カンボジ
ア
書道用品/中国、カンボジア

・カンボジア（バッタンバン州
）/現地法人/2011年3月/紙加
工、うちわ

（従） 40

〒 799-0111 四国中央市金生町下分1057-1

TEL 0896-58-2002
FAX 0896-58-2007
URL http://www.sugiura-kami.co.jp
E-mail supane.9@extra.ocn.ne.jp


中国



（資） 1,000
（従） 49
（事） 書道用紙、加工紙、料紙、用品全般
の製造・卸業
〒 790-0011 松山市千舟町5丁目7-2
TEL 089-915-7272
FAX 089-998-8822
URL http://sekaichizu.net
E-mail map@sekaichizu.net
（資） 1,000
（従） 3
（事） オリジナル世界地図の製作・販売
（プロモーションツール、商材、オ
リジナルグッズ）。世界地図の販売
収益による井戸掘り活動。
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オリジナル世界地図

・代理店契約（販売）／委託契
約（印刷販売）
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中国
カンボ
ジア
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製紙・紙製品
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

大王製紙（株）

〒 799-0492 四国中央市三島紙屋町2-60

DAIO PAPER CORP.

TEL 0896-23-9001
FAX 0896-23-5694
URL http://www.daio-paper.co.jp

（代） 佐光 正義

（資） 42,658
（従） 2,709
（事） 紙類・パルプ類及びその副産物の製
造加工並びに売買他

117

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







塗工紙／インド、台湾、インドネシ
ア、パキスタン、ベトナム、中国、香
港、フィリピン他
包装用紙／韓国、台湾、中国、ベトナ
ム、フィリピン、マレーシア他
家庭紙（加工品）／中国、台湾、韓
国、ロシア、タイ、ベトナム他

木材チップ／米国、チリ、ベトナム、
オーストラリア
石炭／オーストラリア、インドネシア
抄紙用薬品／中国、韓国、タイ、米
国、ドイツ他
塗工用薬品／米国、ブラジル、中国、
韓国、マレーシア他
家庭紙製品(紙・加工品)資材／韓国、
中国、台湾、タイ、インドネシア他

・米国（オレゴン州ノースベン
ト）/現地法人/1983年12月/
木材チップの集荷・船積み
・チリ（ロスラゴス州オソルノ
）/現地法人/1989年6月/植林
、木材販売
・タイ（ラヨーン県)/現地法人
/2011年1月/ベビー用紙おむ
つの製造・販売
・韓国（ソウル）/現地法人/20
12年2月/紙製品・紙加工品・
衛生用品の製品及び資材の輸
出入販売
・中国（江蘇省南通）/現地法
人/2012年12月/ベビー用紙お
むつの製造・販売
・インドネシア（ジャカルタ）
/現地法人/2013年3月/ベビー
用紙おむつの販売
・インドネシア（ブカシ）/現
地法人/2014年11月/ベビー用
紙おむつの製造
・マレーシア（クアラルンプー
ル）/海外法人の駐在員事務
所/2016年1月/現地情報収集･
市場調査
・ベトナム（ホーチミン）/海
外法人の駐在員事務所/2016
年1月/現地情報収集･市場調
査
・台湾（台北）/駐在員事務所
（出張所）/2016年4月/現地
情報収集･市場調査
・ベトナム（ハノイ）/駐在員
事務所/2011年7月/現地情報
収集・市場調査
・トルコ（イスタンブール）/
駐在員事務所/2017年9月/現
地情報収集・市場調査
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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

愛媛県国際取引企業リスト2019

製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

大黒工業（株）
DAIKOKU INDUSTRY CO., LTD.
（代） 石川 忠彦

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-0413 四国中央市中曽根1593

TEL 0896-24-2140
FAX 0896-23-1216
URL http://daikoku-com.jp
E-mail jinji@daikoku-com.jp
（資） 10,000
（従） 180
（事） 紙ナプキン、紙おしぼり、箸袋、重
箱、折箱、保冷剤、プラスチック製
スプーン・フォークなど食品関連資
材の製造販売

大富士製紙（株）

〒 799-0401 四国中央市村松町510

DAIFUJI PAPER MFG. CO.,
LTD.

TEL 0896-24-3385
FAX 0896-24-7824
URL http://www.daifuji.co.jp
E-mail daifuji@daifuji.co.jp

（代） 服部 正

（有）司紙業
TSUKASA SHIGYO LTD.

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







包装資材モールド、調味料他／韓国、
オーストラリア、ニュージーランド、
米国、カナダ
原材料、副資材／中国

包装資材／韓国、中国、タイ

・中国（山東省烟台）/現地法
人/1990年8月/プラスチック
製スプーン・フォーク等の製
造
・中国（山東省烟台）/現地法
人/2000年5月/紙オシボリ・
キッチンペーパー、モールド
の製造
・中国（上海）/現地法人/2005
年6月/プラスチック製スプー
ン・フォーク等の製造、紙オ
シボリ、キッチンペーパー、
モールドの製造
・中国（山東省烟台）/現地法
人/2005年9月/紙オシボリ・
キッチンペーパー、モールド
の製造
・中国（上海）/現地法人/2008
年5月/原反の製造
・中国（山東省乳山）/現地法
人/2010年4月/紙オシボリ、
キッチンペーパー、モールド
の製造
・韓国（ソウル）/現地法人/20
12年1月/包装資材の販売
・中国（山東省烟台）/駐在員
事務所
・中国（上海）/駐在員事務所
・中国（江蘇省淮安）/現地法
人/2014年11月/原反の製造







医療・介護向け紙製品/アジア

医療・介護向け紙製品

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


中国

（資） 4,650
（従） 67
（事） Medical care product 医療・介護
製品製造
食と医療・介護の現場へ安全安心な
紙製品を提供



〒 799-0431 四国中央市寒川町1853
FAX 0896-25-1862
（資） 500
（従） 10
（事） 紙卸売、紙加工

TEL 0896-25-1283

和紙、紙加工品、書道用紙／韓国、中
国

（代） 安倍 司
手すき和紙 森田屋
TESUKIWASHI MORITAYA
（代） 森田 高昌

〒 799-1364 西条市石田770-1
TEL 0898-76-1120
FAX 0898-76-1128
URL http://washi-moritaya.net/
E-mail info@washi-moritaya.net
（資） （従） 2
（事） 和紙製造
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製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）トキワ工業
TOKIWAKOUGYOU
（代） 北野 輝美

日本興運（株）
NIPPON KOUN KAISHA, LTD.
（代） 井川 正

（株）プレミアム
PREMIUM CO., LTD.
（代） 宮内 俊治

（株）本田洋行
HONDA YOKO CO., LTD.
（代） 田邊 龍夫

（株）真鍋商店
MANABE CORPORATION
（代） 真鍋 烈

丸住製紙（株）
MARUSUMI PAPER CO., LTD.
（代） 星川 一冶

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-0704 四国中央市土居町津根2663-1

TEL 0896-74-6115
FAX 0896-74-8021
URL http://www.ochapack.com
E-mail tokiwa@ochapack.com

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


お茶パック／台湾、スイス、フラン
ス、米国

（資） 1,200
（従） 46
（事） お茶パックの製造、販売



〒 799-0402 四国中央市三島紙屋町6番45号

TEL 0896-24-2550
FAX 0896-24-2559
URL http://www.nikko-line.co.jp
E-mail hiro-ishikawa@nikko-line.co.jp
（資） 3,000
（事） 物流業


・アセアン/代理店契約等

（従） 120







［本社所管］
関連会社にて実施

シール、文具／中国

・中国（江蘇省蘇州）/現地法
人/2014年5月/シールの販売

〒 799-0111 四国中央市金生町下分928
TEL 0896-58-2412
FAX 0896-58-3962
URL http://www.hondayoko.co.jp
E-mail daihyou@hondayoko.co.jp
（資） 1,000
（従） 50
（事） 工業薬品、パルプ、レーヨン卸売、
ウェットティッシュ用ボトルキャッ
プ、透湿バックシート製造、ムルチ
加工







スパンレース不織布・繊維／中国
製品／韓国

スパンレース不織布・スパンボンド・
パルプ不織布・サーマルボンド／中国

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2014年11月/スパンレース
・繊維の輸出

〒 799-0121 四国中央市上分町749-12





和紙製品／イタリア、英国、オラン
ダ、スペイン、ドイツ、フランス、米
国、カナダ

ホットメルト製品／台湾、中国、香
港、英国、ドイツ、米国
和紙原料／中国、パラグアイ、タイ、
フィリピン、韓国







印刷用紙／マレーシア、韓国、台湾、
中国、タイ、インドネシア、ベトナ
ム、フィリピン、イラン、ミャン
マー、メキシコ、エチオピア
包装用紙／マレーシア、韓国、台湾、
中国、タイ、インドネシア、ベトナ
ム、インド、トルコ、シンガポール、
フィリピン、ヨルダン、オーストラリ
ア
晒/マレーシア、韓国、台湾、中国、タ
イ、インドネシア、ベトナム、イン
ド、フィリピン、シンガポール

木材チップ／米国、ロシア、ニュー
ジーランド、オーストラリア、チリ
石炭／オーストラリア
製紙用薬品／米国、中国、韓国、タ
イ、マレーシア、オーストラリア

・ニュージーランド（ワンガレ
イ）/現地法人/1995年7月/木
材チップ製造・集荷・販売

〒 799-0113 四国中央市妻鳥町2815-1

TEL 0896-57-0600
FAX 0896-57-0601
URL http://www.premium.co.jp
E-mail yamauchi@premium.co.jp


ベトナ
ム

（資） 5,000
（従） 81
（事） シールの製造及び倉庫業

TEL 0896-58-3748
FAX 0896-22-3050
URL http://www.manabe-shouten.com
E-mail info@manabe-shouten.com
（資） 300
（従） 3
（事） 和紙原料、工業用接着剤（ホットメ
ルト）の卸売販売
〒 799-0101 四国中央市川之江町826
TEL 0896-57-2222
FAX 0896-57-2290
URL http://www.marusumi.co.jp
E-mail soumuka@marusumi.co.jp
（資） 120,000
（従） 718
（事） 紙・パルプ製造販売
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製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

丸善商事（株）
MARUZEN AND CO., LTD.

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-0101 四国中央市川之江町2529-199

TEL 0896-56-4232
FAX 0896-58-3120
URL www.maruz.jp
E-mail maruzen@f5.dion.ne.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





古紙、リサイクルプラスチック／ベト
ナム、韓国、中国

・アセアン、インド/故紙・巻
取（Bグレード）、その他中
古機械の販売/各国の販売先
模索

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



（資） 2,200
（従） 30
（事） 各種紙製品・プラスティックリサイ
クル・金属類のリサイクル、製紙原
料加工販売、全国運送、産業廃棄物
収集運搬、貿易事業

三木特種製紙（株）

〒 799-0101 四国中央市川之江町156番地
TEL 0896-58-3373
FAX 0896-58-2105
URL http://www.mikitoku.co.jp
E-mail info@mikitoku.co.jp
（資） 5,000
（従） 186
（事） 特殊紙･機能紙・不織布製造販売







特殊紙／韓国、台湾、中国、香港、ベ
トナム、インドネシア、マレーシア、
インド、ドイツ、米国、ロシア

特殊紙、パルプ、合成繊維／中国、香
港、スペイン、米国、韓国、フィリピ
ン、ニュージーランド

・中国（安徽省安慶）/現地法
人/1993年12月/電気絶縁紙製
造販売
・香港（香港）/現地法人/1994
年6月/特殊紙販売
・中国（安徽省安慶）/現地法
人/2013年4月/電気絶縁紙・
各種紙製品の加工販売

〒 799-0121 四国中央市上分町131-1









紙製品／中国、ミャンマー

紙製品／中国、ミャンマー

・中国（江蘇省太倉)/現地法人
/2001年2月/紙製品、水引製
品、正月飾り(しめ縄）の製
造販売

・ミャンマー（ヤンゴン）/委
託契約/紙製品の加工

〒 799-0422 四国中央市中之庄町532
TEL 0896-24-2881
FAX 0896-24-1171
URL http://www.morioto.co.jp
E-mail morioto@morioto.co.jp
（資） 2,000
（従） 32
（事） 製紙原料および紙の加工販売









・アセアン全域、EU/紙加工品
全般

・技術提携/紙製品全般

〒 799-0101
四国中央市川之江町2529番地の222
TEL 0896-58-2053
FAX 0896-58-2750
URL http://www.ty-print.co.jp
E-mail sumi@ty-print.co.jp
（資） 1,200
（従） 95
（事） 印刷・加工







紙材料／カンボジア

紙製品／カンボジア

・カンボジア（バッタンバン州
）/現地法人/2011年12月/紙
製品加工
・カンボジア（プノンペン）/
現地法人/2018年1月/紙製品
加工







大人用紙おむつ／米国、スウェーデ
ン、デンマーク、中国、韓国、台湾、
香港、タイ、フィリピン
止血パット／インド

不織布製品等／タイ
機材カバー等／米国、パキスタン、中
国
大人用おむつ／ドイツ、インドネシア

・米国（ノースカロライナ州）
/現地法人/2004年6月/大人用
紙おむつ製造・販売

（代） 三木 雅人

（株）むすび倶楽部
MUSUBI CLUB CO.,LTD
（代） 星川 陽司

（株）モリオト
MORIOTO CO., LTD.
（代） 森実 泰三

やまと印刷（株）
YAMATO PRINTING CO., LTD.
（代） 石川 慎一郎

TEL 0896-58-3026
FAX 0896-56-3038
URL http://www.musubi-club.com
E-mail mail@musubi-club.com
（資） 1,600
（従） 11
（事） 紙製品の製造販売、水引加工品の製
造販売

（株）リブドゥコーポレーショ 〒 799-0122 四国中央市金田町半田乙45-2
TEL 0896-58-3019
FAX 0896-58-2570
ン
http://www.livedo.jp/
URL
LIVE DO CORPORATION
E-mail takahashi689@livedo.jp
（代） 宇田 正

（資） 77,324
（従） 992
（事） 大人用紙おむつ、介護用品・用具、
メディカルディスポーザブル用品
（医療用不織布、キット製品）

123

の採用


中国

（代） 石川 義浩

MIKI TOKUSHU PAPER MFG.
CO., LTD.

外国人


中国


ﾐｬﾝﾏｰ




ﾍﾞﾄﾅﾑ
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製紙・紙製品
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

リンテック（株）三島工場

〒 799-0402 四国中央市三島紙屋町2-46

LINTEC CORPORATION MISHIMA
PLANT

TEL 0896-23-4400
FAX 0896-24-4400
URL http://www.lintec.co.jp/

（代） 大西 徹

ワールドパック（株）
WORLD PACK CO., LTD.
（代） 永井 豊彦

（資） 2,320,100
（従） 289
（事） 特殊紙、剥離紙、剥離フィルムの生
産
〒 799-1504 今治市拝志14番22号
TEL 0898-47-1123
FAX 0898-47-1133
URL http://www.worldpack.co.jp
（資） 3,400
（従） 35
（事） 包装資材卸売業
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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









［本社所管］
粘着紙、粘着フィルムなど／東アジ
ア、アセアン、欧州、北米

［本社所管］
パルプ他／米国

［本社所管］
・東アジア、アセアン、欧州、
北米/粘着紙、粘着フィルム
などの生産・販売

［本社所管］







包装資材／中国、ベトナム

包装資材／中国、ベトナム

・中国（上海）/現地法人/2001
年1月/包装資材製造業
・ベトナム（LongAn省）/現地
法人/2014年１０月/包装資材
卸売業・検品加工業

外国人
の採用


［本社
所管］
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