愛媛県国際取引企業リスト2019

その他品目
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（有）アイエムジー
IMG INC.
（代） 岡田 章

（株）あいさと
AISATO
（代） 山下 大介

（有）アドコム
ADCOM
（代） 川﨑 敬子

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



〒 799-2115 今治市中堀4-7-7

TEL 0898-41-3167
FAX 0898-41-3168
URL http://www.e-img.co.jp
E-mail imgi@e-img.co.jp

ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 300
（従） 9
（事） 鉄骨構造物生産設計
〒 791-8036 松山市高岡町438-1

TEL 089-973-6616
FAX 089-971-7559
URL http://www.aisato.info
E-mail aisato-123@aisato-yuuyuu.com







愛媛加工食品／タイ、台湾

（資） 300
（従） 45
（事） 四国物産卸売業
〒 794-0058 今治市蒼社町2-2-47

TEL 0898-22-0717
FAX 0898-22-4905
URL http://www.e-adcom.co.jp/
E-mail info@e-adcom.co.jp





・ベトナム/広告全般

・ベトナム/広告デザイン制作
全般







医療機器／欧州、中国、シンガポー
ル、米国

医療機器の部品／欧州、中国、米国

・欧州、中国、シンガポール、
米国/医療機器の販売

・欧州、中国、シンガポール/
医療機器の販売

（有）池内商店

〒 791-8026 松山市山西町860-1





IKEUCHI SHOUTEN

TEL 089-951-1735
FAX 089-952-6984
E-mail tokun@ik-shouten.jp

（代） 古川 登志夫

（代） 池内 大介

ウイングス ラ トランス
ネット インク
WINGS-LA-TRANSNET INC.
（代） 和田 博文
（株）エコアシスト
ECO ASSIST CO., LTD.
（代） 大森 大地


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 300
（従） 4
（事） 広告制作デザイン全般



ADMETECH LTD.

の採用



・ベトナム（ハイフォン）/駐
在員事務所/2010年8月/鉄骨
構造物生産設計

〒 790-0054 松山市空港通1丁目8番16号
TEL 089-989-5917
FAX 089-989-5927
URL http://admetech.co.jp/
E-mail info.admetech@gmail.com
（資） 15,647
（従） 3
（事） 医療機器製造販売業

（株）アドメテック

外国人

パーライト（土の原料）／中国
ピートモス（土の原料）／欧州

（資） 500
（従） 9
（事） 園芸用品、主に用土、肥料、陶器の
卸売、小売、培養土製造
〒 791-0211 東温市見奈良619-5

TEL 089-990-1172
FAX 089-990-1173
URL http://wingsrv709.web.fc2.com/
E-mail wings@vega.ocn.ne.jp
（資） 300
（事） 物品輸入販売







コーヒー／全世界

キャンピングトレーラー／米国、カナ
ダ
コーヒー、バニラ／メキシコ

・全世界/コーヒー







シリコンスクラップ／中国、台湾、韓
国

シリコンスクラップ/米国、台湾

・中国、韓国/シリコンウェハ
ー

（従） 2

〒 799-1522 今治市桜井3丁目9番5号

TEL 0898-35-2377
FAX 0898-35-2378
URL http://eco-a.co.jp
E-mail d-oomori@eco-a.co.jp
（資） 500
（従） 6
（事） 非鉄金属の仕入れ及び販売
基板の仕入れ及び販売
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愛媛県国際取引企業リスト2019

その他品目
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

(株)エス・ピー・シー

（代） 岡田 克志

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-8586 松山市湊町7丁目3-5

TEL 089-931-4422
FAX 089-934-7612
URL http://www.kk-spc.co.jp
E-mail ben@kk-spc.co.jp
（資） 2,000
（事） 出版・印刷

輸

出

輸

品目／国・地域

品目／国・地域

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

（従） 100



きくち革店

〒 790-0025 松山市泉町22-3 菊弘ﾋﾞﾙ1F



LEATHER SHOP KIKUCHI

TEL 089-947-2901
FAX 089-947-2901
E-mail yumekoubou@libe-catv.ne.jp

GIGATECH SYSTEMS

海



〒 794-0831 今治市八町東5-8-25
FAX 0898-36-6248
（資） 300
（従） 2
（事） 小売・卸業

（有）ギガテックシステムズ

入

TEL 0898-25-7316

プリンター用インクカートリッジ／中
国

（代） 越智 康久

（代） 菊池 弘美

熊谷園
KUMAGAIEN
（代） 深川 厚

（株）クリイジャパン
CLYJAPAN CORPORATION
（代） 乃万 匡

（株）サカワ
SAKAWA CO., LTD.
（代） 坂和 寿忠

皮革／米国
バックル他の金具類／米国
タイシルク、布地／タイ
牛ヌメ皮革／イタリア

（資） 1,000
（従） 2
（事） 革・革製品販売、染料・工具類の販
売、着物のリメイク、原材料の販
売、日本の伝統食である発酵食品(甘
酒、しょうゆ麹、塩麹、味噌)を使っ
ての認知症予防食の啓蒙及び講演活
動
〒 799-0721 四国中央市土居町上野3845

TEL 0896-74-3535
FAX 0896-74-3977
URL http://kumagaien00.web.fc2.com
E-mail kumagai@cosmostv.jp


盆栽／欧州

（資） 100
（従） 2
（事） 盆栽の育成・販売・手入れ管理等
〒 790-0925 松山市鷹子町794-2
TEL 089-970-0610
FAX 089-970-0621
URL https://raku2osouji.jp/
E-mail cly@clybio.co.jp
（資） 1,000
（従） 10
（事） 環境浄化用酵素原料の製造・販売
（輸出）





環境浄化酵素原料／タイ、中国、フィ
リピン、韓国

・タイ（バンコク）/技術提携/
生産、販売、使用法等につい
て指導

〒 791-0301 東温市南方2215-1



TEL 089-966-5566
FAX 089-966-4455
URL http://www.sakawa.net
E-mail info@sakawa.net







電子機器／台湾、中国

・カナダ/代理店契約

（資） 3,000
（従） 30
（事） 電子黒板、黒板、集成林、大規模木
質構造、不燃・特殊建材などの製造
施工販売

203
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ﾌﾗﾝｽ

愛媛県国際取引企業リスト2019

その他品目
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）JIT
JIT
（代） 河端 千明

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0864
松山市築山町12番30号

ｶｻｸﾞﾗﾝﾃﾞ築山107号

TEL 089-948-9733
FAX 089-948-9744
URL http://jit-ehime.jp
E-mail info@jit-ehime.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







製鉄の原材料の製造販売／インドネシ
ア

・インドネシア（スラバヤ）/
現地法人/2017年7月/鉱山開
発、製鉄、銑鉄製造販売

・インドネシア（スラバヤ）/2
018年11月/PT.HANILJAYASTEE
Lと仮契約締結

外国人
の採用


インド
ネシア

（資） 300
（従） 5
（事） 鉄鋼業 チタン・ジルコニア等の鉱
物資源の研究開発及び製造

（株）ジオジャパン

〒 799-0113 四国中央市妻鳥町2192

GEO JAPAN CO., LTD.

TEL 0896-57-1278
FAX 0896-58-6093
URL http://www.geojapan.jp

（代） 南 公典

四国ケージ（株）
SHIKOKU-CAGE CO., LTD.
（代） 井川 茂樹

（株）ジャパンギャルズ
JAPAN GALS CO., LTD.
（代） 松村 拓也

セーバー（株）
SAVER CORPORATION
（代） 二宮 宏

セキ（株）
SEKI CO., LTD.
（代） 関 宏孝

（資） 1,500
（従） 15
（事） 知育玩具・雑貨販売





知育玩具／オーストラリア(GEO FIX)、
ドイツ(MIC-O-MIC）、スイス
（Xyloba）
その他玩具雑貨／米国、中国

・オーストラリア/代理店契約/
知育玩具輸入販売
・ドイツ/代理店契約/知育玩具
輸入販売
・スイス/代理店契約/知育玩具
輸入販売
・米国/代理店契約/玩具、雑貨
輸入販売
・香港/代理店契約/雑貨輸入
・中国/代理店契約/雑貨輸入

〒 799-0705 四国中央市土居町野田1548
TEL 0896-74-2856
FAX 0896-74-2950
URL http://shikoku-cage.jp/
E-mail skkucage@ninus.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 10
（事） 畜産器具・資材の製造（捕虫器、清
浄剤）









捕虫器／韓国

畜産器具・資材／ドイツ、イタリア、
スペイン、トルコ、米国、ブラジル、
インド、タイ、韓国

・畜産器具・資材の輸出入

・米国、ブラジル、トルコ、フ
ランス、ドイツ、イタリア、
スイス、スペイン、英国、オ
ーストラリア、カナダ、韓国
/畜産器具・資材の輸出入

〒 799-0405
四国中央市三島中央2丁目12番10号
TEL 0896-28-1835
FAX 0896-28-1836
URL http://japangals.jp/
（資） 2,000
（従） 60
（事） 美容全般企画開発・各種商品企画
OEM(オリジナル)・化粧品製造販売







雑貨、化粧品／香港、ロシア、中国、
台湾、ベトナム、マレーシア、タイ、
モンゴル、インドネシア

美容雑貨／中国、マレーシア

・香港（香港）/現地法人/2014
年12月/化粧品、美容機器、
美容雑貨、健康食品販売

〒 791-8021
松山市六軒屋町3番24号 丸五ﾋﾞﾙ6F
TEL 089-906-0337
FAX 089-906-0338
URL http://www.saver.jp/
E-mail h.ninomiya@saver.jp
（資） 5,000
（従） 10
（事） ソフトウェア業









ソフトウェア／ベトナム

ソフトウェア／ベトナム

・ベトナム（ダナン）/現地法
人/2012年4月/ソフトウェア
業

・チェコ、ナビビア/ソフトウ
ェア

〒 790-8686 松山市湊町７丁目７番地１

TEL 089-945-0111
FAX 089-932-0860
URL http://www.seki.co.jp
E-mail info@seki.co.jp
（資） 120,170
（事） 総合印刷業





中国
韓国



板紙／韓国

（従） 294

205


ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
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愛媛県国際取引企業リスト2019

その他品目
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）セルフリーサイエンス
松山本社
CELLFREE SCIENCES CO.,
LTD. MATSUYAMA HEAD OFFICE
（代） 森下 了

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-8577
松山市文京町3 愛媛大学学術支援ｾﾝﾀｰ応
用ﾀﾝﾊﾟｸ質研究部門4階

TEL 089-925-1088
FAX 089-925-1099
URL http://www.cfsciences.com
E-mail rmorishita@cfsciences.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







小麦胚芽無細胞タンパク質合成試薬、
全自動タンパク質合成装置／米国、欧
州、台湾

・米国、欧州、中国/無細胞タ
ンパク質に関する合成技術の
研究開発

・米国、中国/代理店契約/販売
提携および代理店

外国人
の採用


ドイツ

（資） 9,500
（従） 20
（事） 小麦胚芽無細胞タンパク質合成試
薬、全自動タンパク質合成装置の製
造販売

第一印刷（株）
DAIICHI PRINTING CO., LTD.
（代） 西原 孝太郎

（株）ダイキアクシス
DAIKI AXIS CO., LTD.
（代） 大亀 裕

（株）タケチ
TAKECHI CO., LTD.
（代） 重松 康弘

辰美産業(株)
TATSUMI CO., LTD.
（代） 伊川 辰茂

ディーコーポレーション
D. CORP.
（代） 近藤 正俊

〒 799-1581 今治市喜田村1丁目6-40

TEL 0898-48-8333
FAX 0898-48-8330
http://www.dp-g.jp
URL
E-mail info@daiichiinsatu.co.jp


キャラクターグッズ(日用品、雑貨類)
／香港、台湾

（資） 3,000
（従） 67
（事） 総合印刷、紙製品
〒 791-8022 松山市美沢1-9-1
TEL 089-927-2222
FAX 089-927-3335
URL http://www.daiki-axis.com
E-mail hpadmin@daiki-axis.com
（資） 198,329
（従） 715
（事） 各種排水処理装置の製造販売および
設計・施工
各種建設材料・住宅設備機器の販
売・施工









浄化槽/中国、インドネシア

ＦＲＰ部品/ベトナム
樹脂/中国

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/1991年4月/汚水処理装置
、浄化装置の設計施工
・インドネシア（ジャカルタ）
/現地法人/1998年4月/排水処
理装置の製造販売

［本社所管］

〒 791-1121 松山市中野町甲936







TEL 089-963-1323
FAX 089-963-4485
URL http://www.takechi.co.jp
E-mail info@takechi.co.jp

ゴム生地原料／マレーシア
ゴム部品（建築用)／中国


インド
ネシア
ミャン
マー

・マレーシア（ジョホール州）
/現地法人/1995年2月/建築用
ゴム部品の製造

（資） 10,000
（従） 301
（事） 各種ゴム、プラスチック精密機能部
品、ガスケット等の製造販売
〒 793-0030 西条市大町604-7
TEL 0897-56-0826
FAX 0897-53-3122
URL http://tatsumis.co.jp
E-mail tatsumis@tatsumis.co.jp
（資） 3,000
（従） 35
（事） 塗装工事業



〒 790-0056 松山市土居田町98-5

TEL 089-915-1809
FAX 089-915-1810
URL http://www.d-corporation.co.jp
E-mail finalcut@d-corporation.co.jp
（資） 380
（従） 3
（事） 美容器具・化粧品製造販売

207







・特殊ガラスビーズ、原料／全
世界

・特殊ビーズ精製工場／全世界







美容ハサミ／イタリア、カナダ、英
国、米国
ヘアトリートメント／台湾、韓国、シ
ンガポール

・台湾、韓国/美容材料・美容
ハサミ販売

・イタリア、台湾/販売代理店
契約/美容器具販売
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愛媛県国際取引企業リスト2019

その他品目
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ハラプレックス
HARAPLEX CO., LTD.
（代） 原 竜也

ふくい真珠(有)
FUKUI PEARL CO., LTD.
（代） 福井 路子

（株）フジカ
FUJIKA CO., LTD.
（代） 金子 恭大

藤田産業（株）
FUJITA INDUSTRY CO., LTD.
（代） 藤田 宏幸

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

（株）別府養魚場
BEPPU FISH FARM CO., LTD.
（代） 井上 信広

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









副資材／中国

雑貨、化粧箱、合成樹脂袋等／中国
玩具／中国、台湾
合成樹脂袋／タイ

・中国（上海）/現地法人/2006
年1月/包装資材・雑貨の仕入
れ、販売、輸出
・中国（山東省青島)/現地法人
/2006年1月/包装資材・雑貨
の仕入れ、販売、輸出
・中国（遼寧省大連)/現地法人
/2006年1月/包装資材・雑貨
の仕入れ、販売、輸出

・中国/代理店契約/国内仕入販
売





真珠製品

真珠製品

〒 798-1367 北宇和郡鬼北町沢松823-2
TEL 0895-45-2468
FAX 0895-45-1411
URL http://www.f-fujika.co.jp
E-mail info@f-fujika.co.jp
（資） 1,000
（従） 20
（事） パーティーグッズ製造販売





玩具類／北米、欧州

玩具類／韓国、台湾、中国

〒 792-0016 新居浜市港町4-32







ネオン、看板、資材／シンガポール

・シンガポール（シンガポール
）/支店/2014年1月/ネオン、
看板、資材の販売

・中国(上海）/販売等代理店契
約/ネオン、看板、資材の開
発・製造

〒 799-1502 今治市喜田村1丁目2番1号

TEL 0898-48-5515
FAX 0898-47-2718
URL http://www.haraplex.co.jp
E-mail contactus@haraplex.co.jp
（資） 3,000
（従） 140
（事） 包装資材、事務用機器販売、印刷業

〒 798-0031 宇和島市栄町港1丁目5-15

TEL 0895-22-1215
FAX 0895-22-1376
URL http://www.iyo.ne.jp/fukui-pearl
E-mail fukui-pearl@iyo.ne.jp

外国人
の採用


中国



（資） 1,200
（従） 3
（事） 真珠を主とする卸・小売

TEL 0897-37-2816
FAX 0897-37-2826
URL http://www.soleita.jp
E-mail head-office@fujita-net.co.jp



（資） 1,000
（従） 65
（事） 合成樹脂（プラスチック)製品の販売
並びに加工

（株）ブルーム・クラッシック 〒 790-0062 松山市南江戸3-4-7
TEL 089-996-8820
FAX 089-996-8182
BLOOM CLASSIC CO., LTD.
URL http://www.bloomclassic.jp
（代） 田部 早巳

輸









化粧品／韓国、中国、香港、ロシア、
タイ、マレーシア、シンガポール

紙袋、美容器、健康食品／韓国
化粧品の資材（容器・箱）／中国

・中国（上海）/現地法人/2005
年3月/化粧品卸、輸入
・韓国（ソウル）/現地法人/20
05年5月/化粧品販売等
・フランス（パリ）/現地法人/
2014年5月/化粧品卸等
・シンガポール（シンガポール
）/現地法人/2014年3月/化粧
品卸等
・マレーシア/現地法人/2015年
3月/化粧品卸等

・アジア、欧州/美容関連事業

（資） 10,000
（従） 454
（事） 化粧品・医薬部外品の製造・販売、
美容サロンおよび美容関連商品販売

〒 790-0011 松山市千舟町8-67-16

TEL 089-935-5155
FAX 089-935-5355
URL http://beppu-ff.com
E-mail info@beppu-ff.com
（資） 1,000
（事） 錦鯉生産販売


錦鯉／タイ、インドネシア、ベル
ギー、英国、米国

（従） 6
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韓国
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その他品目
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

松田薬品工業（株）

〒 799-2438 松山市河野中須賀318

MATSUDA CHEMICAL
INDUSTRIES.LTD

TEL 089-994-1333
FAX 089-994-1391
URL http://www.hiramin.co.jp

（代） 仲本 俊二
（株）松本真珠
MATSUMOTO PEARL CO., LTD.
（代） 松本 愼二

〒 799-0721 四国中央市土居町上野2598

MISHOU EN

TEL 0896-74-2533
FAX 0896-74-2533
E-mail emilygonta-329@docomo.ne.jp

ヤマト（株）
YAMATO CO., LTD.
（代） 所谷 保

（有）山本商店
YAMAMOTO SHOTEN CO., LTD.

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







医薬品原末（ヨヒンビン）／インド
医薬品原末(牛黄）/オーストラリア
医薬品原末（ローズオイル）/ブルガリ
ア

・国内販売価格に見合う所得を
有する国・地域/当社が製造
・販売する医薬品の輸出・販
売

・特定しないが、経済的互恵関
係が成立する国を望む/当社
が製造・販売する医薬品の卸
売









船舶用潤滑油／中国、シンガポール、
フィリピン

船舶用潤滑油／ｗｏｒｌｄ ｗｉｄｅ

・シンガポール（シンガポール
）/現地法人/2012年6月/船舶
用潤滑油販売

・シンガポール、中国、フィリ
ピン/販売提携、物流提携





サンダルの資材／中国、韓国、ベトナ
ム

・ベトナム（ロンアン省ドゥッ
クホア県）/現地法人/2012年
2月/履物製造

外国人
の採用

（資） 100
（従） 1
（事） 医療機器販売、医療用消耗品販売、
電子カルテシステム販売、介護施設
消耗品販売、防災用品販売

美松園

（代） 村上 博典



品目／国・地域

海

（資） 300
（従） 5
（事） 真珠全般とそれに関わる貴金属・宝
石など

MATIS

MURAKAMI SEKIYU CO., LTD.

品目／国・地域

入

〒 798-0094 宇和島市蕨作網代912-3

〒 791-8075 松山市ひばりケ丘12番8号

村上石油（株）

輸

TEL 0895-30-2373
FAX 0895-30-2374
URL http://matsumotopearl.com
E-mail info@matsumotopearl.com

TEL 089-904-7881
FAX 089-904-5072
E-mail matiscop@nifty.com

（代） 真鍋 和夫

出

（資） 4,680
（従） 23
（事） ＯＴＣ医薬品・健康食品 製造販売

（株)マティス

（代） 中矢 洋一

輸

（資） （事） 五葉松の販売


五葉松／ベルギー、フランス、ドイ
ツ、オランダ

（従） 1

〒 794-2305 今治市伯方町大字木浦甲3496-1

TEL 0897-72-1221
FAX 0897-72-2585
URL http://www.muraseki.com
E-mail info@muraseki.com
（資） 8,750
（従） 47
（事） 船舶用石油販売、海運業、ボンドバ
ンカー
〒 799-2425 松山市中西外1035-1

TEL 089-993-1253
FAX 089-993-0652
URL http://www.yamato-jp.com
E-mail sandals@yamato-jp.com
（資） 1,000
（従） 20
（事） サンダル製造販売
〒 799-2118 今治市波止浜6-97
FAX 0898-43-0219
（資） 1,000
（従） 3
（事） 船用品販売

TEL 0898-41-6271


船用品／中国

（代） 山本 佳三
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その他品目
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（有）リッチモンド
RICHMOND LTD.

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

外国人
の採用



〒 790-0925 松山市鷹子町511-7
FAX 089-975-5633
（資） 900
（従） 6
（事） 西洋アンティーク販売

TEL 089-975-2266

アンティーク家具、照明、焼物、置物
他／英国

（代） 松木 厚巳
渡部物産（株）
WATANABE BUSSAN CO., LTD.
（代） 渡部 譲

〒 792-0892 新居浜市黒島1丁目5-30
TEL 0897-45-3401
FAX 0897-45-3432
URL http://raregem.net/
E-mail akiyama@wbcom.co.jp
（資） 3,000
（従） 90
（事） 倉庫運送業、産業廃棄物収集運搬中
間処理業
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その他品目（Synthetic Stones)／韓
国、台湾、中国、香港

その他品目・サービス（宝石加工に類
するもの）／韓国、台湾、中国、香港

・中国/SyntheticStones製造事
業

・香港/代理店契約、委託契約
・韓国/代理店契約、委託契約
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