愛媛県国際取引企業リスト2019

化学製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）アイテック
AITEC CO., LTD.
（代） 久保 登

（株）猪川商店
INOKAWA-SHOUTEN CO., LTD.
（代） 猪川 亮

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 795-0071 大洲市新谷乙1382

TEL 0893-25-0640
FAX 0893-25-5764
URL http://www.aitec-dc.com
E-mail j_yoshimura@aitec-dc.com

〒 799-0101 四国中央市川之江町1211-4

TEL 0896-58-2666
FAX 0896-58-4689
URL http://www.inokawa.co.jp/
E-mail ino@inokawa.co.jp
（資） 3,000
（事） 工業薬品販売

〒 791-8525 松山市北吉田町77番地

OSAKA SODA CO., LTD.
MATSUYAMA PLANT

（資） 1,397,000
（従） 152
（事） 化学工業薬品製造

岡本化成（株）

〒 794-0804 今治市祇園町3-4-15

OKAMOTO KASEI CO., LTD.

TEL 0898-23-2300
FAX 0898-23-5337
URL http://www.okamoto-kasei.co.jp

（株）カネコ
KANEKO CO., LTD.
（代） 金子 泰久

木村商事（株）
KIMURA SHOJI CO., LTD.
（代） 木村 匡

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





ハミガキ／中国、ロシア、韓国

ラミネートフィルム／ドイツ







工業薬品／韓国、中国

工業薬品／韓国、中国

・アジア/紙、紙加工関連







［本社所管］
ジアリルフタレートプレポリマー、ジ
アリルフタレートモノマー／韓国、台
湾、中国、ドイツ、米国
アリルグリシジルエーテル／中国、イ
タリア、米国
トリメチロールプロパンジアリルエー
テル／韓国、台湾、中国
ペンタエリスリトールトリアリルエー
テル／中国、ドイツ、米国
ジアリルジメチルアンモニウムクロラ
イド／韓国、台湾

［本社所管］
工業塩／インド、カナダ、メキシコ

［本社所管］
・ドイツ（デュッセルドルフ）
/現地法人/2008年10月/化学
工業薬品販売
・中国（上海）/現地法人/2015
年2月/化学工業薬品販売
・タイ（バンコク）/現地法人/
2012年7月/化学工業薬品販売
・台湾/現地法人/2006年3月/化
学工業薬品販売

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



外国人
の採用



（従） 18

TEL 089-972-0131
FAX 089-973-9104
URL http://www.osaka-soda.co.jp
E-mail a-kimura@osaka-soda.co.jp

（代） 岡本 武賢

出

（資） 1,481
（従） 185
（事） 化粧品、医薬部外品製造業

（株）大阪ソーダ松山工場

（代） 増本 喜之

輸




［本社
所管］
ﾊﾝｶﾞﾘｰ
中国





軽包装用結束バンド／台湾

・米国、欧州/ラッピング用品

（資） 1,500
（従） 50
（事） 合成樹脂製品の製造販売
〒 798-0025 宇和島市伊吹町141-4

TEL 0895-25-1112
FAX 0895-24-6998
URL http://www.p-kaneko.co.jp
E-mail tyu-mon@p-kaneko.co.jp









パーティークラッカー／米国

煙火／中国

・中国／パーティーグッズ
・米国／パーティーグッズ

・中国／パーティーグッズ
・米国／パーティーグッズ









繊維加工剤／中国、スリランカ、バン
グラデシュ、ベトナム、パキスタン、
カンボジア、インド、ニカラグア、グ
アテマラ、米国、インドネシア
コンクリート用薬剤/ベトナム、マレー
シア

繊維加工剤、染料、工業薬品／中国

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/1996年3月/繊維加工剤製
造・販売

・インド、バングラデシュ、パ
キスタン/代理店契約

（資） 2,000
（従） 65
（事） パーティーグッズ、パーティーク
ラッカー
〒 794-0801 今治市東鳥生町5-19
TEL 0898-23-3341
FAX 0898-23-4468
URL http://www.yukenchemical.jp
E-mail customer@yukenchemical.jp
（資） 1,000
（従） 35
（事） 染料・工業薬品販売
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愛媛県国際取引企業リスト2019

化学製品
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

河野新素材開発（株）

〒 790-0833 松山市祝谷3丁目5-12

KONO SHINSOZAI KAIHATSU
CO., LTD.

TEL 089-908-9986
FAX 089-908-9987
URL http://www.kenaful.jp
E-mail kono@kenaful.jp

（代） 河野 剛

（有）サイセキ
SAISEKI CO., LTD.
（代） 二宮 勝

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









工業原料/東南アジア

植物系工業原料（リグニン）／中国

・中国、東南アジア/植物系接
着剤、合成樹脂の生産、販売

・中国/技術提携/技術供与













［本社所管］

［本社所管］

［本社所管］

［本社所管］







［本社所管］
飼料添加物／中国、タイ
有機化合物・プラスチック／アジア、
米国、欧州
無機化合物、化学肥料、軽金属／アジ
ア
偏光板／中国、韓国、台湾
耐熱セパレータ／中国

［本社所管］
鉱物原料／オーストラリア、メキシ
コ、インド
有機化合物／アジア、米国、欧州
無機化合物／アジア
石油製品／韓国
耐熱セパレータ／中国

［本社所管］
・タイ（バンコク）/現地法人/
1973年/繊維用加工樹脂等の
製造販売
・韓国（麗水）/現地法人/1996
年/MMAモノマー、MMAポリマ
ーの製造販売
・シンガポール(シンガポール)
/現地法人/1996年/MMAモノマ
ー、MMAポリマーの製造販売
・サウジアラビア（ラービグ）
/現地法人/2008年/石油製品
・石油化学製品の製造販売
・台湾（台南）/現地法人/2001
年/光学機能性フィルムの製
造販売
・中国（上海）/現地法人/2001
年/光学機能性フィルムの製
造販売
・韓国(平澤)/現地法人/1991年
/光学機能性フィルムの製造
販売
・中国（江蘇省無錫）/現地法
人/2004年/光学機能性フィル
ムの製造販売

外国人
の採用

（資） 1,000
（従） 0
（事） 植物系工業原料の研究開発
〒 791-8056 松山市別府町805-1

TEL 089-951-3929
FAX 089-989-4476
URL https://www.saiseki.biz/
E-mail saiseki@shirt.ocn.ne.jp
（資） 300
（従） 4
（事） 食品サンプルの製造・販売

住化ポリカーボネート（株）愛 〒 792-0801 新居浜市菊本町2-10-2
TEL 0897-37-5079
FAX 0897-37-6390
媛工場
URL http://www.scpc.jp
SUMIKA POLYCARBONATE
E-mail orihara@scpc.jp
LIMITED
（代） 折原 明

輸


［本社
所管］

orihara@scpc.jp
orihara@scpc.com

（資） 240,000
（従） 72
（事） ポリカーボネート樹脂及び同ブレン
ドの製造販売

住友化学（株）愛媛工場・大江 〒 792-8521 新居浜市惣開町5-1
TEL 0897-37-1711
FAX 0897-37-4161
工場
http://www.sumitomo-chem.co.jp
URL
SUMITOMO CHEMICAL CO.,
LTD., EHIME WORKS/OHE WORKS

（資） 8,969,900
（事） 総合化学工業

（従） 1,931

（代） 丹 一志

135



136

［本社
所管］
中国
インド
韓国
台湾

愛媛県国際取引企業リスト2019

化学製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）スリーエスコーポレー
ション
THREE S CORPORATION
（代） 佐伯 憲明

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

NEWPACK.SUMITOMO.LTD.
（代） 近藤 諭

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］
石油製品、石油化学製品／韓国、シン
ガポール

［本社所管］
原油／ベトナム、インドネシア、マ
レーシア、ブルネイ、サウジアラビア
石油製品／韓国、シンガポール

［本社所管］

［本社所管］







製紙、繊維、伸線工業用薬品／中国、
韓国

薬品原料／米国、ドイツ、フランス、
中国、韓国

・技術提携

〒 792-8584









新居浜市西原町2丁目4番34号 一宮ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5F

自動車関係樹脂成形品／タイ、米国
電子関係樹脂成形品／台湾、シンガ
ポール
金型／タイ、米国、インドネシア

金型／中国
自動車関係部品／タイ、米国
合成樹脂原料／シンガポール

・シンガポール(シンガポール)
/現地法人/1982年3月/合成樹
脂原料の精製・加工及び輸出
販売、半導体関連部材の製造
及び輸出販売
・米国（オハイオ州）/現地法
人/1988年6月/自動車用内外
装部品製造・販売
・米国（オハイオ州)/現地法人
/1988年11月/合成樹脂加工品
、金型、機械設備、付帯工具
器具等の輸入販売
・タイ（プラーチーンブリー県
）/現地法人/1994年11月/自
動車・家電用内外装部品等製
造・販売
・インドネシア（カラワン）/
現地法人/2012年5月/自動車
用内外装部品等製造・販売
・メキシコ（グアナフアト州）
/現地法人/2014年11月/自動
車用内外装部品等製造・販売

・中国/技術提携/金型技術供与
・自動車部品技術供与
・台湾/技術提携/自動車部品技
術供与
・メキシコ/技術提携/自動車部
品技術供与
・マレーシア/技術提携/自動車
部品技術供与
・インド/技術提携/自動車部品
技術供与
・英国/技術提携/自動車部品技
術供与
・ブラジル/技術提携/自動車部
品技術供与









（資） 560,000
（従） 424
（事） 石油精製および石油化学系基礎製品
製造

外国人
の採用


［本社
所管］
韓国

（資） 7,500
（従） 80
（事） 界面活性剤・油脂化学品を含む有機
化学品及び無機化学品の開発・製造
販売

TEL 0897-33-4171
FAX 0897-32-8978
URL http://www.nissen-chem.jp/
E-mail info@nissen.ichimiya.co.jp
（資） 45,000
（従） 320
（事） 合成樹脂加工、精製・販売

（株）ニューパック住友

外

（資） 1,000
（従） 9
（事） 廃プラスチック輸出販売、貨物ラッ
シング材輸入販売

（株）日新化学研究所 川之江 〒 799-0101 四国中央市川之江町1501
TEL 0896-58-3350
FAX 0896-58-3353
工場
http://www.nissin-kk.co.jp
URL
NISSIN KAGAKU KENKYUSHO
E-mail kawanoe@nissin-kk.co.jp
CO., LTD., KAWANOE FACTORY

（代） 園部 烈志

品目／国・地域

海

木材、／中国
貨物ラッシング材／中国、韓国

TAIYO OIL CO., LTD.,
SHIKOKU OPERATIONS

NISSEN CHEMITEC CORPORATION

品目／国・地域

入



〒 799-2393 今治市菊間町種4070-2

日泉化学（株）

輸

廃プラスチック／中国、台湾、韓国、
ベトナム、マレーシア

TEL 0898-54-2500
FAX 0898-54-4156
URL http://www.taiyooil.net/
E-mail ck-ikeda@mail.taiyooil.co.jp

（代） 加藤 晴雄

出



〒 799-1371 西条市周布2151-2

TEL 0898-68-0063
FAX 0898-68-4468
URL http://www.3scorp.co.jp/
E-mail info@3scorp.co.jp

太陽石油（株）四国事業所

（代） 小笠原 安幸

輸

〒 792-0802 新居浜市新須賀町4-4-1
TEL 0897-33-1189
FAX 0897-37-1878
E-mail new-pack@muse.ocn.ne.jp
（資） 8,500
（従） 178
（事） 石油化成品に依る包装資材商社
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ゴミ袋用ポリエチレン袋

・インドネシア（スラバヤ）/
委託契約/食品（養殖エビ）
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タイ
インド
ネシア
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化学製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

ノリトシ商事（株）
NORITOSHI SHOUJI CO., LTD.
（代） 辻井 修

福助工業（株）
FUKUSUKE KOGYO CO., LTD.
（代） 井上 治郎

松山酸素（株）
MATSUYAMA OXYGEN, INC.
（代） 岡本 治

(有)

松山整備用具センター

MATSUYAMA SEIBI YOUGU
CENTER
（代）

茶 武志

三ツ輪化学工業（株）
MITSUWA CHEMICAL CO., LTD.
（代） 猪川 亮

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

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出





松山市朝生田町7丁目5-19 ｻｰﾊﾟｽ朝生田402

繊維原材料／韓国
樹脂原材料及び製品／韓国

繊維（合成）製品／韓国







ポリエチレンフィルム製品／中国、イ
ンドネシア

・インドネシア（ブカシ）/現
地法人/1996年3月/ポリエチ
レンフィルム製品製造（合成
樹脂製品製造業）
・中国（上海）/現地法人/2004
年1月/ポリエチレンフィルム
製品製造（合成樹脂製品製造
業）
・インドネシア（ブカシ）/現
地法人/2010年2月/ポリエチ
レンフィルム製品製造（合成
樹脂製品製造業）

TEL 089-986-6881
FAX 089-986-6881
E-mail tsujii_o0320@hotmail.com

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

〒 790-0952

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用

（資） 100
（従） 2
（事） 繊維・樹脂原材料及び製品の輸出入
仲介業、繊維及び樹脂類のリサイク
ル業、食品（鮮魚類）の加工・販売
〒 799-0495 四国中央市村松町190番地

TEL 0896-24-1111
FAX 0896-23-8745
URL http://www.fukusuke-kogyo.co.jp
E-mail soumu@fukusuke-kogyo.co.jp
（資） 40,000
（従） 1,076
（事） 合成樹脂製品製造





〒 791-8044 松山市西垣生町2877

TEL 089-972-0170
FAX 089-974-1850
URL http://mazsan1957.com
E-mail info@mazsan1957.com

シリンダー／韓国、オーストラリア

（資） 1,000
（従） 44
（事） 医療用、工業用高圧ガス製造販売
〒 790-0963 松山市小坂5丁目13-7

TEL 089-933-7117
FAX 089-933-7118
URL http://www.m-seibi.jp
E-mail info@m-seibi.jp





（資） 500
（従） 10
（事） 自動車整備用具の販売、塗料及び溶
剤の販売
プロツール（工場用副資材）の販売
及び自社オリジナル商品の企画開発



〒 799-0101 四国中央市川之江町1211-4

TEL 0896-58-2666
FAX 0896-58-4689
URL http://mitsuwachemical.inokawa.co.jp/
E-mail mitsuwa-k@inokawa.co.jp





カレット／中国

（資） 1,000
（従） 9
（事） 珪酸ソーダ製造

村上産業（株）

〒 790-8526 松山市本町1-2-1

MURAKAMI & CO., LTD.

TEL 089-947-3111
FAX 089-933-6481
URL http://www.murakamisangyo.co.jp

（代） 清水 完二

輸

（資） 7,000
（従） 99
（事） 工業薬品、肥料、農業薬品、農業用
資材、飼料、日用品等卸売業
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繊維加工用染料、薬品／中国

PEBAGS／中国

・中国（上海）/現地法人/2003
年9月/工業薬品、染料、油脂
類、食品資材、諸機器類他販
売
・タイ（バンコク)/現地法人/2
013年１月/工業薬品、染料、
食品資材等販売
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化学製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ヤスハラ
YASUHARA CO., LTD.
（代） 安原 史紀

（株）山本塗料店
YAMAMOTO-TORYO CO., LTD.
（代） 山本 中二

養命研究所（株）
YOUMEI LABO
（代） 仙波 正志

リュウグウ（株）
RYUGU CO., LTD.
（代） 森川 絋太郎

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0038 今治市末広町1丁目3-13

TEL 0898-22-2824
FAX 0898-32-6026
URL http://www.e-yasuhara.co.jp
E-mail imabari@e-yasuhara.co.jp

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

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



染料、工業薬品／中国

（資） 2,400
（従） 19
（事） 染料・工業薬品・紙関連商品卸売
〒 799-1512 今治市高市甲666-2

TEL 0898-47-5777
FAX 0898-36-9111
URL https://www.yamamoto-toryo.co.jp
E-mail info@yamamoto-toryo.co.jp
（資） 1,000
（事） 塗料の販売







接着剤／英国

・塗料の販売／マレーシア



（従） 17

〒 792-0836 新居浜市篠場町6番25号

TEL 0897-47-8751
FAX 0897-47-8752
URL http://youmei-labo.jp/
E-mail youmeiinai@gmail.com


化粧品（リアルボーテ、ハーブデオフ
ロ）／タイ

（資） 300
（従） 2
（事） 天然素材の性質を活かした化粧品、
サプリメント、医薬部外品等の研
究・開発・製造・販売（卸）
〒 799-0496 四国中央市三島宮川4-9-64

TEL 0896-24-3340
FAX 0896-24-2955
URL http://www.ryugukk.co.jp
E-mail ryugu@ryugukk.co.jp


ポリ袋／インドネシア、マレーシア、
中国

（資） 5,000
（従） 80
（事） 紙製品、包装資材製造販売
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