愛媛県国際取引企業リスト2019

雑貨（日用雑貨、家庭・ギフト用品、身辺細貨等）
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

暁工房
AKATSUKI KOUBOU
（代） 橋本 暁

（有）アストニッシュソフト
ASTONISH SOFT CO., LTD.
（代） 村上 陽一

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 798-0088 宇和島市保手5丁目3－3

TEL 0895-22-3688
FAX 0895-22-3688
URL http://www.akatsukikoubou.com
E-mail info@akatsukikoubou.com

宇和島真珠会館
UWAJIMA SHINJUKAIKAN
（代） 森田 澄江

エース商事（株）
ACE SHOJI CO., LTD.
（代） 郷田 周二
（株）FJT
FJT CO., LTD.
（代） 藤川 進

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





あこや真珠アクセサリー／アジア

・アジア/あこや真珠のオリジ
ナルジュエリー・アクセサリ
ー販売

・アジア/商品の代理店契約







包丁/米国、シンガポール、タイ、台湾

・台湾、香港、シンガポール、
米国、オーストラリア、フラ
ンス/和包丁の販売、卸売、
メンテナンス

・台湾、香港、シンガポール、
米国、オーストラリア、フラ
ンス/代理店







真珠製品／シンガポール

・アジア/輸出販売

・シンガポール/代理店契約/真
珠製品の販売

外国人
の採用


クリスタル

（資） 300
（従） 4
（事） クリスタル製品の製作、販売、卸

ISHIZUCHIKANAMONO WORKS

（代） 川元 剛

入



〒 791-1113 松山市森松町418-2

〒 799-2303 今治市菊間町浜729番地

WEST CO., LTD.

輸

品目／国・地域

TEL 089-958-5968
FAX 089-958-5940
URL http://happy-forest.ocnk.net
E-mail info@merci-ai.jp

TEL 0898-54-5468
FAX 0898-54-2019
E-mail t-kajiura@nx-stage.jp

（株）ウエスト

出

（資） （従） 1
（事） パール、ジュエリー、アクセサリー
のデザイン・製作（宇和海産あこや
真珠）

石鎚金物製作所

（代） 梶浦 剛稔

輸

（資） （従） 2
（事） 農具・刃物の製造、販売、卸売業





〒 791-0054 松山市空港通3丁目12-16

TEL 089-968-6667
FAX 089-968-6668
URL http://www.west-msc.co.jp
E-mail info@west-msc.co.jp

ギター他／米国

（資） 1,500
（従） 10
（事） 楽器音響機器等販売
〒 798-0020 宇和島市高串3-58

TEL 0895-23-0818
FAX 0895-24-6818
URL http://shinjukaikan.com/
E-mail uwajima@athena.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 30
（事） 真珠製品の製造・販売
〒 791-8042 松山市南吉田町504-1
TEL 089-974-5007
FAX 089-946-6107
E-mail rains@crux.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 4
（事） 洋傘、服飾輸入卸
〒 790-0915 松山市松末2丁目1-61

TEL 089-975-0078
FAX 089-975-2780
URL http://woodland-shop.com
E-mail fit-co@wish.ocn.ne.jp
（資） 600
（従） （事） オートバイ・自動車の輸入、化学製
品・雑貨、衣料品等の輸入、飲食業
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洋傘／中国
洋品小物（手袋、帽子、マフラー等)／
中国

・中国（厦門、南通）/委託契
約/商品の生産を委託









自動車／カンボジア、パキスタン

オートバイ、自動車／米国
化学製品／米国、ノルウェー
雑貨、衣料／米国、英国、ドイツ、中
国

・カンボジア/宿泊観光施設/20
18年7月

・米国（カリフォルニア州）/
代理店契約
・米国（テキサス州）/輸入交
渉等の委託契約
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愛媛県国際取引企業リスト2019

雑貨（日用雑貨、家庭・ギフト用品、身辺細貨等）
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）MG
MG CORPORATION
（代） 日野 悟

（株）グロー
GROW
（代） 渡部 美穂

三洋興産（株）
SANYO KOUSAN CO.,LTD
（代） 飯尾 宝雄

山陽物産（株）
SANYO BUSSAN CO., LTD.
（代） 武内 英治

昭和刷子（株）
SHOWA BURASHI CO., LTD.
（代） 宮岡 圭介

（株）スナミヤ
SUNAMIYA
（代） 砂見 明

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0047 松山市余戸南4丁目9番40号

TEL 089-971-5786
FAX 089-973-5189
URL http://www.mginc.jp/
E-mail kohno@mginc.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





・中国、台湾、韓国、タイ、イ
ンドネシア、マレーシア/輸
出入

・中国、台湾、タイ、インドネ
シア、マレーシア/輸入

外国人
の採用

koh
no@mginc.jp
（資） 1,000
（従） 200
（事） 景品販売、ゲームセンター運営

〒 790-0951 松山市天山3丁目9番30号
TEL 089-933-1771
FAX 089-933-1772
URL http://www.negum-jp.com
E-mail eco@negum-jp.com
（資） 900
（従） 5
（事） 不用品回収・遺品整理





リユース品／フィリピン

・フィリピン/販売店

〒 791-8041 松山市北吉田町393-2









化粧品/台湾、香港

香料ビン/中国

・東アジア、EU/化粧品の輸出

・東アジア、EU/代理店業務







アメニティグッズ／台湾、ベトナム

カミソリ ヘアーブラシ／中国、ベト
ナム、イタリア、フランス、ポルトガ
ル

・インドネシア/シンガポール









歯磨き粉/中国
歯ブラシセット/台湾

歯ブラシセット、ホテルアメニティー
／中国

［本社所管］

・中国（青島）/委託契約/パッ
ケージ加工









コンクリート防食及び抗菌塗料／中
国、タイ、ベトナム、インド、インド
ネシア
防犯及び防災グッズ／中国

玩具／中国
プラスチック部品／中国

・中国/上下水道の水処理プラ
ント
・タイ/上下水道の水処理プラ
ント
・ベトナム/上下水道の水処理
プラント
・インド/上下水道の水処理プ
ラント
・インドネシア/上下水道の水
処理プラント
・中国/防犯及び防災

・中国、タイ、ベトナム、イン
ド、インドネシア/弊社のコ
ンクリート防食及び抗菌塗料
に関心のある上下水道の水処
理プランとメーカーとの提携
を希望している。

TEL 089-974-5553
FAX 089-974-5530
URL http://hime-kagura.com
E-mail contact@hime-kagura.com





（資） 1,000
（従） 9
（事） 精油の製造販売
〒 791-3102 伊予郡松前町北黒田176-1

TEL 089-961-6668
FAX 089-961-6568
URL http://www.sanyo-bussan.jp/
E-mail sanyou34@sanyo-bussan.jp
（資） 1,000
（従） 30
（事） ホテル用品販売
〒 795-0303 喜多郡内子町平岡甲400-1

TEL 0893-43-1123
FAX 0893-43-0206
URL http://www.showabrush.co.jp
E-mail showa@siren.ne.jp



（資） 1,000
（従） 130
（事） ホテル旅館向け歯ブラシ製造業
〒 799-1535 今治市登畑甲155-3
TEL 0898-47-3322
FAX 0898-47-1702
URL http://www.sunamiya.co.jp
E-mail info@sunamiya.co.jp
（資） 2,000
（従） 2
（事） 防犯及び防災グッズ、コンクリート
防食及び抗菌塗料
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中国
タイ
ﾍﾞﾄﾅﾑ

愛媛県国際取引企業リスト2019

雑貨（日用雑貨、家庭・ギフト用品、身辺細貨等）
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

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





家庭用品、石油ストーブ、プラスチッ
ク用品／台湾、中国、韓国

天津すだれ、カセットボンベ、梅酒ビ
ン／韓国、台湾、中国









鍋、フライパン／韓国

鍋、フライパン／韓国、中国、ベトナ
ム

・ベトナム（ロンアン省ドゥッ
クホア県）/現地法人/2011年
9月/アルミ鋳造器物（鍋、フ
ライパン）、福祉介護機器製
造

・中国









理美容商品／台湾

茶／台湾

・台湾/美容店舗

・台湾（桃園）/代理店契約/美
容商品販売営業





日用雑貨／中国

ポリ袋／中国







製紙のための化学薬品／中国

書道用紙／台湾
書道用品／中国

・中国/委託契約/手漉和紙、和
紙加工
・台湾/委託契約/手漉和紙、和
紙加工

〒 799-3111 伊予市下吾川949-3
TEL 089-983-5771
FAX 089-983-6128
URL https://www.nissho.ehime.jp
E-mail t-ochi@nissho.ehime.jp
（資） 1,000
（従） 50
（事） Ｅコマースによるインテリア販売









雑貨、家具/台湾（グループ会社）

照明器具/中国、台湾
家具/中国、シンガポール、べトナム

・台湾（新北市）/支店（現地
法人を支店へ変更）/2017年4
月/ＥＣ事業

・中国/物流事業

（同）NIRVANA

〒 799-1537 今治市宮ケ崎甲883番地45







NIRVANA. LLC.

TEL 050-5586-7814 FAX
E-mail hideaki.m@nirvana-llc.com

日本製の雑貨/ＥＵ、英国

掃除機のパーツ／オーストリア
ゲーム周辺機器／米国

・米国、欧州/海外のヘルスケ
ア機器の日本販売

（株）スリーキューブ愛媛支店 〒 791-8013 松山市山越5丁目5-8
TEL 089-994-6711
FAX 089-911-3822
THREE CUBE CO., LTD.
E-mail shinji.nakafuji@3cube.co.jp
（代） 中藤 信治
ダイヤアルミ（株）
DAIYA ALUMI CO., LTD.
（代） 金森 昭

（株）タロー
TARO CO., LTD.
（代） 岡本 和弘

〒 799-3111 伊予市下吾川1873番地

TEL 089-982-8810
FAX 089-982-8815
URL http://www.daiyaalumi.co.jp
E-mail info@daiyaalumi.co.jp
（資） 7,000
（従） 52
（事） アルミサッシ、アルミ家庭用品製造
販売、福祉介護機器製造
〒 790-0063 松山市辻町9-9

TEL 089-916-9218
FAX 089-916-9218
URL http://taropro.com
E-mail taropro.com@gmail.com

〒 794-0051 今治市高地町二丁目甲2062-7

CYUTEN TRADING CO., LTD.

CHOSHINSAI CO., LTD.
（代） 村上 和久

（株）日昇
NISSHO CO., LTD.
（代） 髙橋 秀典

（代） 武田 勝幸





（資） 200
（従） 1
（事） 理美容商材国内卸

TEL 0898-35-0828
FAX 0898-35-0838
cyuten@tune.ocn.ne.jp
E-mail

（株）澄心斎

の採用

（資） 3,000
（従） 70
（事） 家庭用品卸売り

チュウテン貿易（株）

（代） 何 其慶

外国人

（資） 800
（従） 1
（事） ポリ袋類商品の輸入販売
〒 799-1364 西条市石田572番地

TEL 0898-64-3068
FAX 0898-64-5099
URL http://choshinsai.com/
E-mail choshin@smile.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 12
（事） 書道用品卸売業

（資） 500
（従） 1
（事） 海外製品の輸入販売
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中国

愛媛県国際取引企業リスト2019

雑貨（日用雑貨、家庭・ギフト用品、身辺細貨等）
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）Ｎｏａｈ
NOAH INC.
（代） 山本 準也

（株）ノアファミリー
NOAFAMILY CO., LTD.
（代） 藤原 清文

バイオインターナショナル
（株）
BIO INTERNATIONAL CO., LTD.
（代） 東原 松秀

服部製紙（株）
HATTORI PAPER MFG.CO., LTD.
（代） 服部 正和

（株）ビジネスアシスト四国

（代） 植松 守

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0062 松山市南江戸4丁目8-1

TEL 089-950-5354
FAX 089-950-5354
URL http://noah-inc.jp
E-mail j.yamamoto@noah-inc.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







おもちゃ、文房具/米国、欧州

梱包資材/中国

・中国/販路を広げたい











バッグ・ポーチ等袋物類／台湾、香
港、タイ、シンガポール、インド、イ
タリア、英国、スイス、スペイン、ド
イツ、フランス、オーストラリア、
ニュージーランド、米国、カナダ

バッグ等袋物類／中国
服飾小物／中国
スリッパ／中国
ハンカチ／中国
マット／インド

・香港（香港）/現地法人/2010
年1月/委託生産の管理及び自
社製布小物等雑貨の輸入販売
/閉鎖手続き中

・中国/委託契約/自社製品の製
造、加工
・韓国/その他(卸販売）/自社
製品の販売
・台湾/その他(卸販売）/自社
製品の販売
・香港/その他(卸販売）/自社
製品の販売
・インド/委託契約/自社製品の
製造、加工

外国人
の採用



（資） 100
（従） 15
（事） インターネットを利用した通信販売
〒 791-8044 松山市西垣生町677-2

TEL 089-989-9800
FAX 089-972-7789
URL http://www.noafamily.com
E-mail fujiwara.yuta@noafamily.com
（資） 1,000
（従） 14
（事） 服飾雑貨の卸売り業 （海外生産）

〒 791-8022 松山市美沢1-8-57
TEL 089-927-0237
FAX 089-927-0239
URL http://bio-pit.com
E-mail on.bio@almond.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 5
（事） ノーズマスクピット等雑貨の商品開
発、製造卸



〒 799-0112 四国中央市金生町山田井171-1
TEL 0896-58-3005
FAX 0896-58-3306
URL http://hattoripaper.co.jp
E-mail yano@hattori.kami.ne.jp
（資） 8,350
（従） 151
（事） 製紙業・化粧品製造業









清掃用ウエットシート／中国、台湾、
香港、カナダ、米国、韓国、ベトナム
化粧用フェイスマスク／中国、台湾、
米国、韓国

不織布／台湾、中国

・中国(上海)/駐在員事務所/20
14年10月

・中国/販売会社の設立
・マレーシア/販売会社の設立
・ベトナム/販売会社の設立
・台湾/販売会社の設立

〒 790-0065
松山市宮西1丁目4－43 大智ビル4階
TEL 089-926-4510
FAX 089-926-4560
URL http://926-4510.jp
E-mail info@926-4510.jp
（資） 300
（従） 10
（事） 就業支援、レンタルオフィス、小売
業（生活雑貨）







タオル、砥部焼など愛媛県産品／シン
ガポール、香港、北米、インドネシ
ア、マレーシア
食品（ピール、柑橘他)／シンガポー
ル、フランス、米国、台湾

・シンガポール、マレーシア、
香港、台湾/タオル、砥部焼
など愛媛県産品
・シンガポール、フランス、米
国、スイス/食品（ピール、
柑橘、水産加工品）

・シンガポール、香港、北米、
インドネシア、マレーシア/
タオル、砥部焼など愛媛県産
品
・シンガポール、フランス、米
国、台湾/食品（ピール、柑
橘他）
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雑貨（鼻マスクピット）／韓国、中
国、マレーシア、台湾、ペルー、シン
ガポール、米国、ロシア、モンゴル
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愛媛県国際取引企業リスト2019

雑貨（日用雑貨、家庭・ギフト用品、身辺細貨等）
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ヒューネット
HUNET CORPORATION
（代） 兵頭 完治

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0941 松山市和泉南6-4-26

TEL 089-969-6710
FAX 089-969-6713
URL http://www.hunet-corp.jp
E-mail ykimira@hunet-corp.jp

〒 790-0952 松山市朝生田町6-3-13

FORWARD CO., LTD.

TEL 089-998-7222
FAX 089-998-7333
URL http://forward1992.com

ブリリアントアース（株）
BRILLIANT EARTH CO., LTD.
（代） 片岡 雅人

（株）ベルメナーズ
BELLE MENEURSE
（代） 冨田 弘

前谷紙工業（株）
MAETANI SHIKO CO., LTD.
（代） 前谷 龍司

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









雑貨／香港、米国、シンガポール

雑貨／中国、ベトナム
プロジェクター／フィンランド

・中国（江蘇省蘇州）/現地法
人/2003年11月/雑貨製造、輸
出
・中国（広東省東莞）/現地法
人/2003年11月/雑貨製造、輸
出、検品事業
・香港（香港）/現地法人/2007
年10月/貿易
・ベトナム（ホーチミン）/現
地法人/2014年６月/雑貨製造
、検品事業
・米国（カリフォルニア州）/
現地法人/2015年4月/雑貨卸

・フィンランド（ヘルシンキ）
/代理店契約/ボルダリング用
プロジェクター日本総代理店









リユース事業／アセアン

リユース事業／アセアン

・アセアン/リユース事業

・フィリピン/その他（業務提
携）/教育事業、IT事業

（資） 3,000
（従） 42
（事） 雑貨製造全般、ペット用品、ＡＲ事
業

フォワード（株）

（代） 渡部 清光

輸

外国人
の採用


中国


ｱｾｱﾝ

（資） 5,000
（従） 35
（事） リユース事業、システム事業、教育
事業
〒 790-0915 松山市松末1丁目5-23
TEL 089-945-5056
FAX 050-3737-9718
URL http://brilliant-earth.co.jp/
E-mail info@earth-sea.jp
（資） 1,000
（従） 5
（事） 化粧品・食品の輸入・販売





化粧品／オランダ
食品／オランダ、英国、米国、ドイ
ツ、クロアチア、トルコ、オーストリ
ア

・オランダ/代理店契約/日本で
の独占販売権契約
・英国/代理店契約/日本での独
占販売権契約
・米国/代理店契約/日本での独
占販売権契約
・ドイツ/代理店契約/日本での
独占販売権契約
・クロアチア/代理店契約/日本
での独占販売権契約
・トルコ/代理店契約/日本での
独占販売権契約
・オーストリア/代理店契約/日
本での独占販売権契約

〒 791-8043 松山市東垣生町396番地5
TEL 089-968-8855
FAX 089-968-8866
URL http://www.belleme.co.jp/
E-mail info@belleme.jp
（資） 1,000
（従） 5
（事） 真珠・宝石・貴金属卸・小売









真珠、宝石、貴金属／シンガポール

真珠、宝石、貴金属／タヒチ他

・シンガポール/真珠、宝石、
貴金属

・シンガポール/真珠、宝石、
貴金属

〒 799-0412 四国中央市上柏町5-2









紙製品資材／中国

紙製品／中国

TEL 0896-24-3907
FAX 0896-24-3612
URL http://www.maetanishikou.co.jp
E-mail info@maetanishikou.co.jp
（資） 2,000
（従） 20
（事） 祝儀用品、紙製品製造販売
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愛媛県国際取引企業リスト2019

雑貨（日用雑貨、家庭・ギフト用品、身辺細貨等）
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（有）もだ
MODA INC.
（代） 山本 富洋

（有）リバロック

（代） 石川いづみ

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0012 松山市湊町4-14-9

（資） 900
（事） 雑貨卸販売

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





木工品、革製品、食器／タイ

・タイ/現地法人/雑貨仕入れ、
製造

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

〒 791-3152 伊予郡松前町永田95-6







（従） 3

〒 791-2120 伊予郡砥部町宮内1401-1

WATANABE CO., LTD.

TEL 089-962-2074
FAX 089-962-6471
E-mail rryyr985@ybb.ne.jp


鍋

（資） 300
（従） 2
（事） 「くるくる鍋」の製造、販売

153

外国人
の採用



（従） 6

TEL 089-984-5176
FAX 089-984-5199
URL http://www.rivarock.com/
E-mail info@rivarock.com
（資） 800
（事） 卸売業

出

品目／国・地域

TEL 089-943-6685
FAX 089-943-2296
URL http://www.moda-inc.com
E-mail contact@moda-inc.com

（有）WATANABE

（代） 渡部 英樹

輸
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