愛媛県国際取引企業リスト2019

総合流通業（総合商社、百貨店、スーパーマーケット、ホームセンター等）
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ありがとうサービス
ARIGATOU SERVICES CO., LTD.
（代） 井本 雅之

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0832 今治市八町西3丁目6番30号

TEL 0898-23-2243
FAX 0898-23-2099
URL http://www.arigatou-s.com
E-mail r.hashida@arigatou-s.com

〒 794-0811 今治市南高下町1丁目4-3

IMABARI DEPARTMENT STORE
CO.,LTD

TEL 0898-31-9180
FAX 0898-31-9194
URL http://imadepa.net./
E-mail h.saiki@imadepa.com

〒 790-8587 松山市湊町5-1-1

IYOTETSU TAKASHIMAYA CO.,
LTD.

TEL 089-948-2111
FAX 089-948-2441
URL http://www.iyotetsu-takashimaya.co.jp
E-mail info@iyotetsu-takashimaya.co.jp

（株）サンヨーアメニティ
SANYO AMENITY INC.
（代） 白石 詔幸

（株）シンツ
SHINTSU CO., LTD.
（代） 村上 高志

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









中古衣料品／カンボジア、タイ
中古雑貨品／カンボジア、タイ

中古衣料品／カンボジア

・カンボジア（プノンペン）/
現地法人/2016年1月/中古衣
料品等の仕入れ・販売

・ドイツ、ロシア/リユースビ
ジネス





焼酎/カンボジア

［本社所管］
・グループ会社『ありがとうサ
ービス』/リユース事業でカ
ンボジア出店

（資） 1,000
（従） 178
（事） 食品スーパー事業

（株）伊予鉄髙島屋

（代） 林 巧

出

外国人
の採用


インド
カンボ
ジア

（資） 54,750
（従） 1,520
（事） リユースビジネス、飲食店経営、物
販店経営、温浴施設経営

（株）今治デパート

（代） 井本 郁子

輸

（資） 10,000
（事） 百貨店


嗜好品、菓子／米国、英国、フラン
ス、イタリア、ベルギー、スペイン
生活用品／イタリア、英国、ドイツ、
フランス、デンマーク
化粧品／米国、フランス
身の回り品／フランス、イタリア、英
国

（従） 521

〒 790-0063 松山市辻町14-6

TEL 089-926-9660
FAX 089-926-9639
URL http://www.sanyoamenity.co.jp
E-mail info@sanyoamenity.co.jp









ホテル用ヘアブラシ／韓国
ハブラシ／香港
化粧品／中国

使い捨てカミソリ／韓国
タオル、巾着袋、スリッパ、ブラシ、
ヘアバンド／中国
ホテルアメニティ／タイ、ベトナム

・タイ、インド/化粧品
・バングラデシュ、インドネシ
ア/繊維

・中国、インドネシア









酒、リキュール、農産物又は加工品／
タイ、シンガポール、フィリピン、ベ
トナム、米国、台湾、香港、ドイツ

乳、小麦、砂糖／オーストラリア、
ニュージーランド、タイ
ワイン／オーストラリア、ニュージー
ランド

・卸売業／タイ、シンガポール
、ベトナム、フィリピン他

・タイ、シンガポール、ベトナ
ム、フィリピン、オーストラ
リア、ニュージーランド、米
国他/オーガニック関連商品
の仕入に関する提携
・タイ、シンガポール、ベトナ
ム、フィリピン、オーストラ
リア、ニュージーランド、米
国他/市場リサーチに関する
提携









柑橘全般／シンガポール、マレーシア

大型車の安全パーツ／英国

・シンガポール/マレーシア（
クアラルンプール）

・英国（リバプール）/代理店
契約/輸入元

（資） 300
（従） 21
（事） ホテルアメニティの企画・製造販売
〒 790-0054 松山市空港通2丁目12番5号

TEL 089-974-8005
FAX 089-974-2290
URL http://www.shintsu-group.co.jp
E-mail j.tasaki@shintsu-group.co.jp
（資） 3,800
（事） 物品卸売業

（従） 64

（株）スマートツリーズ・アジ 〒 790-0004 愛媛県松山市大街道2丁目3-15
TEL 089-916-5576
FAX
ア
dustite@gmail.com
E-mail
SMART TREES ASIA
（資） 100
（事）



（従） 2

（代） 奥江 英記
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［本社
所管］
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愛媛県国際取引企業リスト2019

総合流通業（総合商社、百貨店、スーパーマーケット、ホームセンター等）
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）世良
SERA
（代） 世良 洋介

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0063 松山市辻町14-7

TEL 089-907-8188
FAX 089-925-0468
URL http://www.sera-1.co.jp
E-mail e-sera@sera-1.co.jp

〒 790-0062 松山市南江戸4丁目4-7

CHINA CHINA

TEL 089-997-8880
FAX 089-997-8883
E-mail taka888888@nifty.com

〒 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

芙蓉海運（株）
FUYOH KAIUN CO., LTD.
（代） 野間 省一

（代） 久保 良治

〒 792-0011 新居浜市西原町2-5-33

TEL 0897-34-6611
FAX 0897-32-7879
URL http://www.fuyoh.co.jp
E-mail headoffice@fuyoh.co.jp

松山市北斎院町791-1 ﾌｧｽﾀｰｼﾞｭ1-102
TEL 089-906-3594
FAX 089-906-3595
URL http://www.border-t.com
E-mail r-kubo@border-t.com
（資） 800
（従） 3
（事） プラスチック樹脂、フィラメント・
ラミネート原反、容器、各種アメニ
ティ中間資材
〒 797-0045 西予市宇和町坂戸668番地

MATSUMOTO CO., LTD.

TEL 0894-62-0363
FAX 0894-62-5229
URL http://gardenmate.co.jp/



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



鉄製品（加工部品)／ベトナム


お茶／中国







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





日本食品各種（麺類、加工食品、酒、
野菜、果物他）／タイ、香港、台湾

食品、酒類／タイ、香港、台湾









歯ブラシ、ヘアブラシ／韓国

各種ホテルアメニティ、フィラメン
ト、ラミネートフィルム、プラスチッ
ク盛型品・容器／中国
プラスチック樹脂／サウジアラビア、
台湾

・中国/現地調達事務所

・中国（寧波)/代理店契約/フ
ィラメントの日本国内販売
・中国（上海）/代理店契約/ラ
ミネートフィルムの国内販売
・中国(中山)/代理店契約/PET
容器の日本国内販売






中国



園芸資材、インテリア等／中国

中国

（資） 1,000
（従） 15
（事） 園芸資材・運搬具・インテリア等の
輸入、販売（卸売・ネット販売）

（株）松山三越

〒 790-8532 松山市一番町3-1-1

MATSUYAMA MITSUKOSHI
COMPANY

TEL 089-945-3111
FAX 089-934-8212
http://www.mitsukoshi.co.jp
URL

（代） 浅田 徹



品目／国・地域

海

（資） 1,100
（従） 11
（事） 輸出入貨物取扱い、通関、日本食品
輸出

（株）マツモト

（代） 松本 明弘

品目／国・地域

入

（資） 500
（従） 1
（事） 海外製品の輸入販売

（株）ボーダートレーディング 〒 791-8031
BORDER TRADING CO., LTD.

輸

（資） 300
（従） 6
（事） お茶、雑貨、食品

（同）NIRVANA

（代） 武田 勝幸

出

（資） 1,000
（従） 27
（事） 機械工具、一般鋼材、管工機材、空
圧機器卸業

（有）チャイナチャイナ

（代） 高岡 秀和

輸

（資） 50,000
（事） 百貨店

（従） 331
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［本社所管］
食料品、衣料、生活用品、貴金属、装
飾品等 ／フランス、イタリア、英
国、スペイン、米国、中国

［本社所管］
・イタリア(ローマ)/現地法人/
1973年10月/土産物他販売
・米国(フロリダ州)/現地法人/
1977年8月/土産物他販売
・台湾(台北)/現地法人/1989年
11月/百貨店経営
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総合流通業（総合商社、百貨店、スーパーマーケット、ホームセンター等）
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ロセアン
ROSEAN CO., LTD.
（代） 川野 輝明

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0056 松山市土居田町15-3
FAX 089-931-1703
（資） 1,000
（従） 8
（事） 陳列什器、金属・木・プラスチック
製品、その他各種商品の輸入・卸小
売

TEL 089-931-4147
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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







各種陳列什器、小売商品／中国、台
湾、マレーシア、タイ、ベトナム、イ
ンドネシア

・マレーシア(クアラルンプー
ル)/駐在員事務所/2003年/各
種陳列什器、小売商品の製作
に関する情報収集等
・中国（広東省深圳）/駐在員事
務所/2003年/各種陳列什器、
小売商品の製作に関する情報
収集等
・インドネシア（ジャカルタ）
/駐在員事務所/2006年5月/各
種陳列什器、小売商品の製作
に関する情報収集等
・中国（広東省深圳）/現地法人
/2010年1月/店舗備品・什器
の販売
・中国（広東省東莞）/現地法
人/2010年3月/現地向け店舗
・什器のリース
・香港(香港)/現地法人/2013年
4月/現地日本スーパー向け什
器のリース
・中国（広東省東莞）/現地法
人/2013年6月/現地日本スー
パー向け什器のリース

・マレーシア（クアラルンプー
ル）/委託契約/各種陳列什器
、小売商品の製造
・中国（広東省深圳）/委託契約
/各種陳列什器、小売商品の
製造
・台湾/委託契約/業務用椅子生
産
・インドネシア（ジャカルタ）
/委託契約/陳列什器用木製品
、ラタン製品の製造
・中国（全土）/代理店契約/店
舗備品のリースおよび販売
・香港/代理店契約/店舗催事用
什器のリース及び販売
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外国人
の採用

