愛媛県国際取引企業リスト2019

電気・電子機器
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

愛建電工（株）
AIKENDENKO.INC.
（代） 高橋 献樹

アカマツ（株）
AKAMATSU CO., LTD.
（代） 赤松 民康
アド・ロールス（株）
AD-ROLLS INC.
（代） 近藤 興

石鎚商事（株）
ISHIZUCHI CORPORATION
（代） 野間 省一

渦潮電機（株）
UZUSHIO ELECTRIC CO., LTD.
（代） 小田 雅人

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-8042 松山市南吉田町2798-65

TEL 089-972-2451
FAX 089-971-7967
URL http://www.aikendenko.jp
E-mail info@aikendenko.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









制御機器／ベトナム

制御盤／ベトナム

・ベトナム（ハノイ）/現地法
人(合併会社登記中）/技術協
力
・ベトナム（ハノイ）/現地法
人/商社機能及び海外統括業
務

・ベトナム（ハノイ）/資本・
技術提携





オフィスファニチャー
情報機器

・フィリピン、セブ

（資） 2,000
（従） 185
（事） 制御盤、筐体製作、制御装置の設
計、製作
〒 790-8533 松山市福音寺町235-1
FAX 089-976-6364
（資） （従） （事） 事務機器・情報機器の販売サービ
ス、オフィスの空間設計・施工

TEL 089-975-1234

の採用


ﾍﾞﾄﾅﾑ



〒 792-0856 新居浜市船木甲4344-1
TEL 0897-27-2080
FAX 0897-27-5579
URL http://ad-rolls.com
E-mail info@ad-rolls.com
（資） 16,740
（従） 3
（事） 介護用品及び介護機器の販売、輸出
入、リース、レンタル、保守及び修
理。
介護用品及び介護機器の企画、製造
及び開発







介護機器／中国

介護機器／中国

・中国、台湾/介護機器製造

〒 793-0030 西条市大町708番地3









電子部品／香港
鮮魚／香港、台湾、中国
機械／中国(上海)、ベトナム

衣料品、雑貨／香港

・タイ、ベトナム/食品輸出の
ための現地販売強化

・香港、中国/代理店、技術提
携









配電盤用電気品／ベトナム

舶用電機／韓国
舶用照明器具／韓国
配電盤／ベトナム

・ベトナム（ハノイ）/現地法
人/2004年4月/電気機器製造
・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2004年5月/ソフトウェア
作成（船舶電気儀装品の設計
）
・シンガポール（シンガポール
）/現地法人/2009年4月/アフ
ターサービス、修理
・中国(上海）/現地法人/2012
年7月/アフターサービス、修
理
・フィリピン（マニラ）/現地
法人/2013年6月/電動三輪事
業

・韓国/代理店契約
・台湾/代理店契約
・米国/代理店契約/アフターサ
ービス契約付
・ドイツ/代理店契約/アフター
サービス契約付
・ギリシャ/代理店契約/アフタ
ーサービス契約付
・中国/代理店契約/アフターサ
ービス契約付

TEL 0897-47-5181
FAX 0897-47-5182
URL http://ishizuchicorp.co.jp
E-mail s-noma@ishizuchicorp.co.jp

外国人



（資） 500
（従） 4
（事） 貿易商社（電子部品、機械、鮮魚
他）
行政企業の事業企画、美術品（陶磁
器）販売
〒 794-8582 今治市野間甲105

TEL 0898-25-8282
FAX 0898-25-3777
URL http://www.bemac-uzushio.com
E-mail info@bemac-uzushio.com
（資） 9,000
（従） 970
（事） 船舶およびビル、工場、施設等のプ
ラント制御・配電・通信機器の製
造、販売、工事
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ﾍﾞﾄﾅﾑ
中国
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
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電気・電子機器
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

エヌズエンタープライズ（株） 〒 799-1104 西条市小松町妙口甲666-2
TEL 0898-35-2900
FAX 0898-35-2903
N'S ENTERPRISE INC.
URL http://www.ns-ent.co.jp
E-mail eiji.nochi@ns-ent.co.jp
（代） 能智 栄司
（資） 600
（従） 0

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

NP SYSTEM DEVELOPMENT CO.,
LTD.
（代） 小田 勝也

〒 791-8015 松山市中央1丁目9-13
TEL 089-924-7817
FAX 089-924-7479
URL http://www.npsystem.co.jp
E-mail morimoto@npsystem.co.jp
morimoto@npsystem.co.jp



LED照明機器用材料／韓国

・韓国（ソウル）/委託契約/LE
D照明機器用部品及び半製品
の生産・加工
・韓国（光州）/委託契約/LED
照明機器用部品及び半製品の
生産・加工







電子機器システム商品／タイ、フィリ
ピン、インドネシア、マレーシア

電子機器／韓国

・韓国（城南）/現地法人/2011
年7月/電子機器の製造
・インドネシア（ジャカルタ）
/現地法人/2014年10月/運行
管理システムの販売









照明器具外装部材／中国、台湾、ベト
ナム
電子部品／韓国、台湾、中国

・アセアン、欧州/LED照明の販
売

・アセアン、欧州/照明器具の
製造・販売

（資） 30,000
（従） 70
（事） 電子機器製造とそのシステム商品の
販売

（株）OBU
OBU CO., LTD.
（代） 岡田 正志

岡田電機（株）
OKADA ELECTRIC CORPORATION
（代） 秋山 順

共立電気計器（株）愛媛工場
KYORITSU ELECTRICAL
INSTRUMENTS WORKS, LTD.
（代） 倉本 正道

〒 791-1123 松山市東方甲2070-1

TEL 089-963-5127
FAX 089-963-5128
URL http://www.obu-inc.co.jp
E-mail obu@if-n.ne.jp

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



（事） LED照明の開発企画、製造販売、販売
代理及び輸出入、各種機械器具・電
子部品の販売、卸売、販売代理及び
輸出入

（株）NPシステム開発

海外企業との提携

外国人
の採用




中国



（資） 1,000
（従） 50
（事） LED照明機器開発・製造・販売・施
工、プリント基板実装組立、電子機
器開発・設計・製造・販売
〒 799-0403
四国中央市三島朝日2丁目20番2号
TEL 0896-23-4188
FAX 0896-24-7578
URL http://www.okadadenki.com
E-mail info@okadadenki.com
（資） 9,600
（従） 51
（事） 自動制御盤設計・製作及び施工









制御盤／中国、タイ

制御盤／中国、アセアン、欧州

・中国・アセアンにおける制御
盤

・中国・アセアンにおける制御
盤

〒 797-0045 西予市宇和町坂戸480
TEL 0894-62-1171
FAX 0894-62-5531
URL http://www.kew-ltd.co.jp
E-mail info-eng@kew-ltd.co.jp
（資） 4,200
（従） 195
（事） 電気計測器等の製造及び販売









電子部品、電気計測器／タイ

電気計測器／中国
電子部品／香港、タイ

［本社所管］
・タイ（パトゥムターニー県）
/現地法人/1987年5月/電気計
測器製造販売
・英国（チェシャム）/現地法
人/2003年9月/電気計測器輸
出入他
・中国（上海）/現地法人/2008
年1月
・イタリア（ミラノ）/駐在員
事務所/2008年1月
・シンガポール（シンガポール
）/現地法人/2015年9月

［本社所管］
・英国（ロンドン）/代理店契
約/電気計測器の販売
・オーストラリア（シドニー）
/代理店契約/電気計測器の販
売

189

190




中国
ロシア
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電気・電子機器
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）サイバー
CYBER CO., LTD.
（代） 河端 和行

（株）サントータル愛媛
SUN TOTALEHIME CO., LTD.
（代） 藤井 真人

（株）シーライブ
SEALIVE INC.
（代） 鈴木 康士

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 792-0041 新居浜市中村松木1-8-21

TEL 0897-40-6633
FAX 0897-40-6641
URL http://www.aono.co.jp/cyber
E-mail kawabata@aono.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

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容







自動硬化時間測定装置／台湾、韓国

・自社製品の拡販/中国、米国

・台湾（台北）/代理店契約/販
売の営業活動及びメンテナン
ス
・韓国（ソウル）/代理店契約/
販売の営業活動及びメンテナ
ンス

（資） 5,000
（従） 44
（事） 制御ソフトウェア・電子回路の設
計・製作、自動硬化時間測定装置の
開発販売



〒 790-0943 松山市古川南1丁目21番4号

TEL 089-907-1021
FAX 089-961-1021
URL http://www.santotalehime.com/
E-mail santotal.ehime@hb,tp1,jp
（資） 300
（事） 電気工事

海外企業との提携

外国人
の採用





太陽光発電システム 架台／中国
風力発電システム一式／デンマーク

（従） 13

〒 792-0060 新居浜市大生院2151-10

TEL 0897-66-1085
FAX 0897-66-1082
URL http://www.sealive.co.jp/
E-mail suzuki@sealive.co.jp







核酸分解処理装置（DNA・RNAフリー）
／米国、ＥＵ、英国、インド、スイス

・米国、ＥＵ，英国、スイス、
インド/医療機器、理化学機
器、Ｂｉｏ（バイオ）関連分
野

・米国、フランス、ドイツ、英
国、スイス、インド、タイ/
業務提携

（資） 2,000
（従） 4
（事） 特殊電子機器開発支援、ライフサイ
エンス向け装置開発販売

（株）四国日立 愛媛支店

〒 791-8013 松山市山越4-13-10

SHIKOKU HITACHI CO., LTD.

TEL 089-922-2377
FAX 089-924-6153
URL http://www.hitachi-




クレーン機器、補修部品／中国

hansya.jp/shikoku-hitachi/

（代） 眞部 晃男

E-mail shikokuhitachi.ehime.ta@hitachi.com
（資） 10,000
（従） 44
（事） 産業用電気機器卸売業

システムエルエスアイ（株）

（代） 中浦 一浩

（代） 村上 純一

電子部品／台湾、米国

（資） 1,000
（従） 15
（事） FA装置、メカトロ装置、制御ボード
等の製造、ソフトウェア/ハードウェ
ア設計サービス

住友重機械イオンテクノロジー 〒 799-1362 西条市今在家1501番地
TEL 0898-64-1912
FAX 0898-64-4171
（株）
http://www.senova.co.jp/
URL
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
ION TECHNOLOGY CO., LTD.



〒 791-8057 松山市大可賀二丁目1番28号

TEL 089-968-3090
FAX 089-968-3099
URL http://www.syslsi.com/
E-mail info@syslsi.com

（資） 48,000
（従） 360
（事） 半導体製造装置（イオン注入装置）
の製造、販売、サービス

191









半導体製造装置（イオン注入装置）及
びその部品／台湾、中国、米国、韓
国、マレーシア

半導体製造装置（イオン注入装置）用
部品／台湾、米国、ベトナム

［本社所管］
・台湾（新竹）/現地法人/2010
年10月/イオン注入装置及び
部品販売並びにサービス
・韓国（ソウル）/現地法人/20
13年8月/イオン注入装置の部
品販売並びにサービス
・中国(上海）/現地法人/2017
年6月/イオン注入装置の部品
販売並びにサービス

［本社所管］
・台湾（新竹市）/代理店契約/
販売活動支援、サービス活動
・台湾（新竹市）/委託契約
・中国（上海）/代理店契約/サ
ービス活動
・韓国(革城市）/代理店契約/
販売活動支援
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中国
韓国
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電気・電子機器
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

CELCO JAPAN（株）
CELCO JAPAN CO., LTD.
（代） 日浅 正一

（株）デジタルピア
DIGITALPIA CORP.
（代） 髙橋 利至

（株）デンカシンキ
DENKA SINKI CO., LTD.
（代） 木村 賢太

（株）西日本常盤商行
TOKIWA WEST CO.,LTD
（代） 佐々木 隆

冨士電線（株）
FUJI ELECTRIC WIRE CO.,
LTD.
（代） 高橋 修三

リアラン（株）
REARUN CO., LTD.
（代） 宇野 一世

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

〒 795-0064 大洲市東大洲1220番地の1
FAX 0893-25-7333
TEL 0893-25-0033
URL http://www.celco.jp
E-mail m-sasaki@celco.co.jp
m-furuya@celco.co.jp
（資） 1,000
（従） 352
（事） 電気製品の部品加工及び組立、EMS事
業、派遣事業、生産技術事業





電子機器／中国、タイ、ベトナム

電子部品／中国

〒 790-0951 松山市天山一丁目14番23-1号









介護福祉向けITサービス
障害者向けITサービス
交通インフラ向け機器

クラウドサービス開発プラットホーム

・先進国/介護福祉・障害者向
けITサービス
・インド、ベトナム等/交通イ
ンフラ向け機器販売/顔認証
システム

・インド、ベトナム、ミャンマ
ー、フィリピン/委託契約、
技術提携/ソフトウェア開発
、ハードウェア開発









太陽光パネル

太陽光パネル シリコン/台湾

・太陽光パネルの販売

・太陽光発電関連









検査機具/韓国、マレーシア

電子部品/米国、アジア

・タイ、インドネシア、ベトナ
ム/電気、機械

・米国（ＮＭ）/代理店契約/電
子部品の購入

TEL 089-993-5050
FAX 089-993-5051
URL http://www.digitalpia.co.jp
E-mail t-takahashi@digitalpia.co.jp
（資） 2,000
（従） 49
（事） ソフトウェア設計・開発、ハード
ウェア設計・開発、ＩＴサービス全
般
〒 791-8013 松山市南吉田町30-1

TEL 089-905-6575
FAX 089-905-6576
URL http://sinki.jp/
E-mail info@shinki.jp



国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



外国人
の採用



・中国（上海）/委託契約/電子
機器加工



（資） 5,000
（従） 85
（事） 太陽光発電システム 販売・施工・
保守管理
〒 790-0044 松山市余戸東1丁目1番10号

TEL 089-971-4038
FAX 089-973-1092
URL http://www.tokiwa-west.co.jp
E-mail t-sasaki@tokiwa-west.co.jp
（資） 1,800
（従） 20
（事） 電子部品の卸売・販売



〒 791-8081 松山市高浜町1-2240-1
TEL 089-952-0052
FAX 089-952-0069
URL http://www.shikoku-fuji.co.jp
E-mail info@shikoku-fuji.co.jp
（資） 4,800
（従） 81
（事） ゴムキャブタイヤケーブル等電線・
電纜の製造加工
〒 794-0064 今治市小泉2丁目7番27号

TEL 0898-52-3811
FAX 089-903-1218
URL http://rearun.com
E-mail info1@rearun.com

・中国（広東省東莞）/委託契
約/電線・電纜製造加工
・中国（江蘇省蘇州）/委託契
約/電線・電纜製造加工





省エネ照明(LED等）／台湾

・台湾（新竹）/技術提携/製品
設計

（資） 2,500
（従） 12
（事） 照明製品の卸小売
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