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その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

i City Lab（株）

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

〒 792-0025 新居浜市一宮町1丁目8-15

TEL 0897-47-4647
FAX 0897-47-4651
E-mail sana@t4u.co.jp
（代） 大久保 眞樹

（株）アイサイト
I SITE, CO., LTD.
（代） 仙波 克彦

（株）IJC
IJC
（代） 岸田 幸二

アイティエス（株）
ITS INC.
（代） 岡本 陽二

（株）アイムービック
EYE MOVIC INC.
（代） 森本 健一郎

（株）アイワ技研
AIWA GIKEN CO., LTD.
（代） 福留 政実

アトム総業（株）
ATOM SOGYO CO., LTD.
（代） 宇都宮 賢八

（資） 1,000
（従） 1
（事） インターネットを利用したマーケ
ティング及びコンサルティング
〒 790-0915 松山市松末1丁目7-44
TEL 089-970-3838
FAX 089-970-3839
URL http://www.i-site.co.jp
E-mail info@i-site.co.jp
（資） 2,000
（従） 70
（事） ソフトウェア開発・販売、機械・プ
ラントなどの設計







ソフトウェア関連サービス／香港、タ
イ、シンガポール

・香港（香港）/現地法人/2013
年4月/ソフトウェア関連サー
ビスの提供

・香港/代理店契約/ソフトウェ
ア関連サービスの代理販売
・タイ（バンコク）/代理店契
約/ソフトウェア関連サービ
スの代理販売









〒 794-0032 今治市天保山町2丁目5-1

TEL 0898-31-7543
FAX 0898-31-9545
URL http://www.ijc-imabari.co.jp
E-mail info@ijc-imabari.co.jp
（資） 4,000
（従） 120
（事） システムの開発・運用・保守
〒 794-0028 今治市北宝来町一丁目2番地2

TEL 0898-31-1086
FAX 0898-31-1114
URL http://www.ehime-its.co.jp
E-mail soumu@ehime-its.co.jp
（資） 1,500
（従） 7
（事） 労働者派遣業、有料職業紹介
〒 790-0011 松山市千舟町6-5-9

TEL 089-934-1939
FAX 089-943-9010
URL https://eyemovic.com
E-mail info@eyemovic.com



・台湾、アセアン/IT、通販、
物販

（資） 2,000
（従） 38
（事） ＩＴ関連サービス（ＨＰ制作、シス
テム構築、アプリ開発、出版、広告
代理店業、イベント企画・運営な
ど）
〒 792-0802 新居浜市新須賀町4-2-33

TEL 0897-33-7250
FAX 0897-32-4857
URL http://www.aiwaeng.co.jp
E-mail fukutome@aiwaeng.co.jp
（資） 1,200
（事） 機械設計


機械設計図面／韓国

（従） 54

〒 790-0951 松山市天山2-5-5
TEL 089-957-9888
FAX 089-957-2332
URL http://www.atomgroup.jp
（資） 10,000
（従） 30
（事） 総合コンサルティング業務
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漢方薬／中国

・中国（陝西省西安）/現地法
人/1995年10月/老人介護福祉
事業
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中国

愛媛県国際取引企業リスト2019

その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）アンカレッジ･マリーナ
ANCHORAGE MARINA CO., LTD.
（代） 﨑田 郷史

（株）伊予銀行
THE IYO BANK. LTD.
（代） 大塚 岩男

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-2463 松山市粟井河原336-6

TEL 089-994-1300
FAX 089-994-1313
URL http://www.ichimiya.co.jp/anc/
E-mail marina@anc.ichimiya.co.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

宇和島信用金庫
UWAJIMA SHINYOUKINKO
（代） 清家 義幸

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


ヨット、ボート／スペイン、フラン
ス、米国、カナダ

（資） 8,000
（従） 5
（事） 会員制マリーナ、免許教室の運営、
小型船舶の販売・保管・修理、レン
タル事業
〒 790-8514 松山市南堀端1

TEL 089-941-1141
FAX 089-946-9101
URL http://www.iyobank.co.jp
E-mail iyo0803a91@iyobank.co.jp
（資） 2,094,849
（事） 銀行業

（従） 3,122





・中国（上海）/駐在員事務所/
1994年10月/情報収集と提供
・香港（香港）/駐在員事務所/
2018年9月/情報収集と提供
・シンガポール（シンガポール
）/支店/2016年12月/銀行業
務

・中国/その他(外国銀行との銀
行業務コルレス契約及び業務
提携）
・台湾/その他(外国銀行との銀
行業務コルレス契約及び業務
提携）
・タイ/その他(外国銀行との銀
行業務コルレス契約及び業務
提携）
・フィリピン/その他(外国銀行
との銀行業務コルレス契約及
び業務提携）
・インドネシア/その他(外国銀
行との銀行業務コルレス契約
及び業務提携）
・インド/その他(外国銀行との
銀行業務コルレス契約及び業
務提携）
・ベトナム/その他(外国銀行と
の銀行業務コルレス契約及び
業務提携）
・シンガポール/その他(外国銀
行との銀行業務コルレス契約
及び業務提携）
・メキシコ/その他(メキシコ州
政府および地場金融機関）
・ハワイ/その他（外国銀行と
の業務提携）

中国

（資） 3,000
（従） 29
（事） 情報サービス業

〒 798-0041 宇和島市本町追手2丁目8番21号
TEL 0895-23-7000
FAX 0895-25-8632
URL http://www.uwashin.jp
E-mail uwajima-shinkin@kind.ocn.ne.jp
（資） 34,900
（従） 122
（事） 金融業
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中国



（株）いよぎん地域経済研究セ 〒 790-0003 松山市三番町5丁目10番地1
TEL 089-931-9705
FAX 089-931-0201
ンター
http://www.iyoirc.jp/
URL
IYOGIN REGIONAL ECONOMY
E-mail irc-ar3f@iyoirc.co.jp
RESEARCH CENTER,INC.
（代） 重松 栄治

出
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その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）エイトワン
EIGHTONE CO., LTD.
（代） 大籔 崇

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

EHIME ASAHI TELEVISION
CO., LTD.

（資） 400,000
（事） 放送通信業

〒 791-8057 松山市大可賀2-1-28

EHIME FOREIGN ACCESS ZONE
CO., LTD.

TEL 089-951-1211
FAX 089-951-2955
URL http://www.itemehime.com
E-mail info@itemehime.com

（株）愛媛新聞社
THE EHIME SHIMBUN CO., LTD.
（代） 土居 英雄

愛媛信用金庫
THE EHIME SHINKIN BANK
（代） 弓山 慎也

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



（資） 342,700
（従） 24
（事） アイテムえひめ、I-LOTの管理運営、
見本市・展示会・セミナー・商談
会・イベント等の企画実施、貿易、
貿易代行、貿易相談、情報提供、翻
訳業務
〒 790-8580 松山市勝山町2-1

TEL 089-933-1111
FAX 089-947-6099
URL https://www.himegin.co.jp
E-mail intl@himegin.co.jp
（資） 2,135,900
（事） 銀行業



（従） 84

愛媛エフ･エー・ゼット（株）

（代） 西川 義教

品目／国・地域

海

（従） 90

〒 790-8525 松山市和泉北1丁目14-11

THE EHIME BANK, LTD.

品目／国・地域

入

zaimu@eightone.jp

TEL 089-946-4600
FAX 089-946-4711
URL http://eat.jp/
E-mail soumu@eat.jp

（株）愛媛銀行

輸

〒 790-0862 松山市湯渡町10番25号

（株）愛媛朝日テレビ

（代） 一宮 捷宏

出

TEL 089-997-7181
FAX 089-997-7802
URL http://www.eightone.jp
E-mail zaimu@eightone.jp
（資） 8,100
（事） 宿泊業

（代） 松田 安啓

輸





食品全般、水産加工品／シンガポー
ル、マレーシア
食品全般／米国、スイス、ベトナム、
英国
酒類／マレーシア

園芸用資材／中国






・タイ、インドネシア、ベトナ
ム、インド、フィリピン、メ
キシコ
・その他(銀行業務提携）
・地元銀行との業務提携（お客
様の海外進出支援、ビジネス
マッチング、お客様の相互紹
介、シンジケートローン、プ
ロジェクトファイナンス等）

（従） 1,383

〒 790-8511 松山市大手町1-12-1
TEL 089-935-2111
FAX 089-947-7076
URL http://www.ehime-np.co.jp
E-mail keiki@ehime-np.co.jp
（資） 15,000
（従） 300
（事） 日刊新聞発行業
〒 790-0002 松山市二番町4丁目2番地11

TEL 089-946-1111
FAX 089-946-1134
URL http://www.shinkin.co.jp/ehime/
E-mail suishin@ehime-shinkin.com
（資） 165,000
（事） 金融業

（従） 603

245

246

愛媛県国際取引企業リスト2019

その他サービス業
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

愛媛綜合警備保障（株）

〒 790-0054 松山市空港通2丁目6番27号

EHIME SOHGO SECURITY
SERVICES CO., LTD.

TEL 089-971-2010
FAX 089-974-0551
URL http://www.alsok-ehime.co.jp
E-mail soumu@alsok-ehime.co.jp

（代） 二宮 義晴

（資） 9,000
（事） 警備請負業

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

（従） 800

えひめファッション産業協同組 〒 791-8043 松山市東垣生町841-1
TEL 089-972-8822
FAX 089-972-8815
合
e-fashion@tau.e-catv.ne.jp
E-mail
EHIME FASHION SANGOU
KYODOKUMIAI

輸








・中国（江蘇省泰州）/技術提
携/縫製、技術訓練
・ベトナム(ヴィンフック省)/
技術提携/縫製、技術訓練

（資） 500
（従） 4
（事） 技能実習職業紹介事業


ﾍﾞﾄﾅﾑ
中国

（代） 野田 實
（株）えむぼま
EMBOMA CORPORATION
（代） 森 正彦

（有）オートニクス
AUTONICS CO., LTD.
（代） 大野 創士

オオノ開發（株）
OHNO DEVELOPMENT CO., LTD.
（代） 大野 剛嗣
（株）カネシロ
KANESHIRO CO., LTD.
（代） 小池 正照

〒 790-0045 松山市余戸中四丁目5番43号

TEL 089-974-2297
FAX 089-974-2452
URL http://www.emboma.jp
E-mail kanri@emboma.jp























・インドネシア/産業廃棄物処
理/（環境アセスメント手続
中）

・インドネシア/技術提携

（資） 2,400
（従） 20
（事） 情報通信サービス業
〒 790-0011
松山市千舟町1丁目1-17 大野湊町ﾋﾞﾙ2F
TEL 089-931-3830
FAX 089-931-8705
URL http://autonics-ltd.com
E-mail biz@autonics-ltd.com
（資） 300
（従） 4
（事） システム開発／構築、ハードウェア
開発、Web開発、スマートフォンアプ
リ開発



〒 791-0242 松山市北梅本町甲184番地
TEL 089-976-1234
FAX 089-976-8700
URL http://ohno-as.jp/
（資） 7,000
（従） 407
（事） 産業廃棄物処理、解体、土木工事



〒 791-0054 松山市空港通五丁目7番2号
TEL 089-973-2480
FAX 089-973-9700
URL http://www.kaneshiro.info
E-mail eco-pori@kaneshiro.info
（資） 1,000
（従） 47
（事） 製紙原料卸売業
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ソフトウェア／中国、ベトナム、タイ
精密機器／中国


ﾍﾞﾄﾅﾑ



古紙／中国、韓国、インドネシア
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その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

学校法人 河原学園
KAWAHARA GAKUEN CORPORATION
（代） 河原 次瞭

（株）かんなぎ
KANNAGI
（代） 岡崎 正
クロスローズ（有）
CROSSROADS LTD.
（代） Battain Joshua
Lionel

苔古園
KOKEKOEN

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

輸

出

品目／国・地域

輸

入

品目／国・地域

海

外

進

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



〒 790-0001 松山市一番町1-1-1

TEL 089-943-5333
FAX 089-934-3444
URL http://www.kawahara.ac.jp/
E-mail inquire@kawahara.ac.jp
（資） 1,289,689
（事） 教育事業

出

・中国/その他(友好学校）/留
学生交流
・ベトナム/その他(友好学校）
/留学生交流
・ネパール/その他(友好学校）
/留学生交流
・スリランカ/その他(友好学校
）/留学生交流
・モンゴル/その他(友好学校）
/留学生交流
・コンゴ/その他(友好学校）/
留学生交流
・インド/その他(友好学校）/
留学生交流

（従） 460

〒 795-0051 大洲市五郎甲2419番地
TEL 0893-57-9001
FAX 0893-57-9011
E-mail dsrakusuke@gmail.com
（資） 200
（従） 14
（事） 介護保険事業





・ASEAN/外国人材紹介

・ASEAN/外国人材紹介

の採用


ドイツ
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ





〒 790-0001 松山市一番町4丁目1番地5 5階
TEL 089-921-7595
FAX 050-3791-7083
URL http://www.crossroadsco.com
E-mail info@crossroadsco.com
（資） 300
（従） 8
（事） 通学語学教育プログラム、企業内語
学教育プログラム、ジェネラル・ビ
ジネス及びＥＳＰ：業種別語学教育
プログラム（英語、フランス語、ド
イツ語、ロシア語、スペイン語、イ
タリア語、中国語、韓国語、ベトナ
ム語、インドネシア語、タイ語）通
訳・翻訳・校正
企業の海外取引に関するコミュニ
ケーション業務
海外取引・ビジネスリエゾン業務：
商取引の交渉サポート・翻訳/通訳・
メール通信速訳と記録管理・英文書
の校正・海外からの英語の電話取次
他
〒 799-0721 四国中央市土居町上野2198-1
TEL 0896-74-2874
FAX
（資） 0
（従） 1
（事） 五葉松盆栽

外国人

英国
カナダ
オース
トリア
フラン
ス
イタリ
ア
ロシア
中国
韓国
タイ


五葉松／ドイツ、フランス

（代） 森髙 孝一
（株）コモテック
COMOTEC CO., LTD.
（代） 薦田 拓哉

〒 790-0012 松山市湊町8-111-1
TEL 089-921-0002
FAX 089-921-0004
URL https://www.comotec.ne.jp
E-mail info@comotec.ne.jp
（資） 1,000
（従） 9
（事） WEBソフト開発
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・米国/IT

・米国/IT
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その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）西条産業情報支援セン
ター
SAIJO INDUSTRY &
INFORMATION CENTER FOR
SUPPORT CO., LTD.

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

輸

輸

品目／国・地域

〒 793-0041 西条市神拝甲150-1
FAX 0897-53-0011
（資） 1,500
（従） 20
（事） 情報収集提供事業、研修事業、相
談・指導事業他



〒 791-0301 東温市南方2215-1



TEL 0897-53-0010

出

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

食品／台湾、香港、タイ、ベトナム

（代） 玉井 敏久
（株）サカワ
SAKAWA CO., LTD.
（代） 坂和 寿忠

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

〒 792-0872 新居浜市垣生3丁目9-20

SASAKI TAKESHI

TEL 0897-45-2595
FAX 0897-45-2775
E-mail sasaki2595@live.jp

（株）サプライズ
SURPRISE INC.
（代） 長尾 正博

（有）サントレード
SUN TRADE CO., LTD.
（代） 江口 昭博





電子機器／台湾、中国

・カナダ/代理店契約

（資） （事） 不動産業





アセアン（ベトナム、ミャンマー）

・アセアン（ベトナム、ミャン
マー）

（従） 1



〒 791-8004
松山市鴨川1丁目2-26 ﾌｧｲﾝﾋﾞﾙ2階
TEL 089-924-7055
FAX 089-924-7055
URL http://www.sedoraku.com/
E-mail surprise@mbr.nifty.com
（資） 300
（従） 8
（事） インターネットビジネス中心の事業
展開
自分の力で稼ぐノウハウおよびツー
ルの提供
〒 790-0924 松山市南久米町974番地14

TEL 089-970-0085
FAX 089-970-0032
URL https://www.s-trade.co.jp
E-mail info@s-trade.co.jp
（資） 300
（事） 中古車輸出





・中国、タイ/アパレル、雑貨





中古車／アフリカ、欧州、オセアニ
ア、その他

・アフリカ、欧州/現地輸入代
理店

（従） 1



（公社）サンフィールド国際人 〒 799-1101 西条市小松町新屋敷甲1852-1
TEL 0898-76-9191
FAX 0898-76-9192
材育成協会
http://sunfield.or.jp/
URL
SUNFIELD CO., LTD.
E-mail koeki@sunfield.or.jp
（代） 日野 勝仁


ﾌﾗﾝｽ

（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

ササキタケシ

（代） 佐々木 健



・ベトナム（ハノイ）/その他/
送出し機関との協定
・ベトナム（ホーチミン）/そ
の他/送出し機関との協定
・/インドネシア（ジャカルタ
）/その他/送出し機関との協
定

（資） （従） 11
（事） 技能実習生事業
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その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

四国電力（株）愛媛支店
SHIKOKU ELECTRIC POWER
CO., INC., EHIME BRANCH
OFFICE
（代） 宮崎 誠司
（株）ジョイ・アート
LTD. JOY ART
（代） 越智 陽一

セーバー（株）
SAVER CORPORATION
（代） 二宮 宏

瀬戸中央テック（協）
SETOCHUO-TECH COOPERATIVE
（代） 佐伯 潔志

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

輸

出

品目／国・地域

〒 790-8540 松山市湊町6-6-2

TEL 089-946-9707
FAX 089-946-9711
URL http://www.yonden.co.jp
（資） 14,555,192
（事） 電気事業

輸

入

品目／国・地域

海

外

進

〒 791-0211 東温市見奈良1125

TEL 089-955-1174
FAX 089-955-5830
URL http://www.botchan.co.jp
E-mail info@botchan.co.jp







［本社所管］

［本社所管］

［本社所管］







・ロシア、欧州、米国、アジア
/文化交流

・アジア、ロシア、欧州、米国
/舞台芸術

〒 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







〒 799-0431 四国中央市寒川町1220-1
TEL 0896-28-1716
FAX 0896-28-1786
URL http://www.misugakaiun.co.jp/setochuo-tech/

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ
中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ

E-mail n-goda@misuga-kaiun.co.jp

〒 791-8042 松山市南吉田町2442-1

SOUGOU PIANOSERVICE CO.,
LTD

（代） 後藤 光伸

の採用

（資） 2,800
（従） 8
（事） 坊ちゃん劇場の経営

TEL 089-971-9275
FAX 089-971-9207
URL http://www.genepis.jp/
E-mail piamatsu@bronze.ocn.ne.jp

SORATOMORI CO., LTD.

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人

（従） 4,594

（株）総合ピアノサービス

そらともり（株）

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

（資） 1,560
（従） 21
（事） 外国人技能実習生事業、共同購買事
業

（代） 洲之内 孝造

出





アップライトピアノ／米国

アップライトピアノ／米国
グランドピアノ／米国

（資） 1,000
（従） 15
（事） ピアノ関連の修理事業
ピアノ関連の商品販売事業
楽器運搬・移動事業
〒 790-0924 松山市南久米町265番地1

TEL 089-976-3151
FAX 089-975-8842
URL http://www.soratomori.jp/
E-mail info@soratomori.jp
（資） 300
（事） 温浴事業


家具、洋服、雑貨、食器、化粧品／中
国、ベトナム、タイ、インドネシア、
インド、オーストラリア、米国

（従） 200
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その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

第一港運（株）松山支店
DAIICHI
TRANSPORTATION&TERMINAL
CO., LTD.
（代） 篠﨑 芳德

（株）タイワ
TAIWA CORP.
（代） 近藤 健司

（株）髙藤印照堂
TAKAFUJI INSHODO
（代） 髙藤 善典

高松石油(株)
TAKAMATSUSEKIYU
（代） 高松 秀光

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-2651 松山市堀江町甲527番1

TEL 089-979-4490
FAX 089-979-6594
URL http://www.daiichi-

〒 792-0805 新居浜市八雲町4-7

TEL 0897-32-9200
FAX 0897-32-6699
URL http://www.taiwa.co.jp
E-mail webmaster@taiwa.co.jp

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









梱包用資材、機器関係／インドネシア

インドネシア、ベトナム、韓国

・ベトナム(ダナン)/駐在員事
務所/2008年6月/フォワーデ
ィング業務、物流業務
・韓国（釜山）/駐在員事務所/
2010年10月/商品保管、フォ
ワーディング業務、物流業務
・インドネシア（スラバヤ）/
現地法人/2013年8月/梱包枠
の製作、梱包業務、商品保管
、フォワーディング業務

・インドネシア（スラバヤ）/
その他（業務提携）/フォワ
ーディング業務、倉庫業（合
弁会社）






パソコンのパッケージソフト／中国、
米国、オランダ

外国人
の採用


ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

・中国、米国、オランダ/販売
代理店/コンピュータソフト
ウェアの販売、技術援助

〒 790-0821 松山市木屋町1丁目4-10
TEL 089-925-8476
FAX 089-925-8631

URL http://takafujinshodo.hp.gogo.jp/pc/
E-mail oono1810@shirt.ocn.ne.jp
（資） 300
（事） 印章製造販売

（従） 6

〒 791-8005 松山市東長戸4丁目1-33

TEL 089-925-6228
FAX 089-924-3790
URL https://takamatsu-sekiyu.com
E-mail takamatu@camel.plala.or.jp









・アフリカ等/中古車販売等

・アフリカ等/中古車販売



（資） 1,000
（従） 6
（事） ガソリンスタンド

TAKARA LEBEN WEST JAPAN
CO., LTD.

（代） 冨田 佳成

品目／国・地域

入

（資） 5,000
（従） 13
（事） ソフトウェアの開発・販売

〒 790-0003 松山市三番町4丁目9-6

TOEBISU CORPORATION

輸

E-mail y-shinozaki@daiichi-koun.com
（資） 9,800
（従） 146
（事） 梱包業務、輸出入業務、通関業務

TEL 089-946-2566
FAX 089-909-9017
URL http://www.leben-w.co.jp
E-mail info@leben-w.co.jp

トエビス(株)

出

koun.com/company.html

（株）タカラレーベン西日本

（代） 清水 一孝

輸

（資） 9,800
（事） 不動産業

（従） 60

〒 790-0807 松山市平和通3丁目2-9

TEL 089-909-8255
FAX 089-909-8256
URL http://www.toebisu.jp
E-mail info@toebisu.jp









医療器具/台湾、インドネシア、マレー
シア、ベトナム、シンガポール、米
国、カナダ、中国

シンガポール、台湾、中国、ベトナ
ム、タイ

・シンガポール、台湾、ベトナ
ム/輸出入、Ｗｅｂ制作

・シンガポール、台湾、中国、
ベトナム/輸出入、Ｗｅｂ制
作

（資） 1,000
（従） 14
（事） Ｗｅｂサイト制作
ＥＣサイト制作
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その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

南海放送（株）
NANKAI BROADCASTING CO., LTD.

（代） 田中 和彦

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-8510 松山市本町1-1-1

TEL 089-915-3333
FAX 089-915-2370
URL http://www.rnb.co.jp
E-mail nankai@rnb.co.jp
（資） 36,000
（事） 放送業

〒 791-2115 伊予郡砥部町三角299-1

JAPAN PUTT GOLF LIMITED
COMPANY

TEL 089-962-6269
FAX 089-962-6269
URL http://pattgolf.jp
E-mail yano@ehimehodoo.com

（株）ハート
HEART CORPORATION
（代） 堀内 章

〒 791-8057 松山市大可賀3-150-8

TEL 089-952-8114
FAX 089-952-8109
URL http://heart-ltd.jp/
E-mail k-murakami@ikawa.co.jp

〒 791-2101 伊予郡砥部町高尾田1093-8

HAISABU

FINDEX INC.
（代） 相原 輝夫

(株)プライサー
PRICER K.K
（代） 石津 知転

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





番組・PR動画のVTR

・米国(ハワイ州ホノルル)/そ
の他（テレビ番組定期放送）
/ハワイのCATV・NGN(ニッポ
ン・ゴールデン・ネットワー
ク)とテレビ番組「もぎたて
テレビ」の定期放送を平成24
年7月より実施









北米

雑貨商品等／北米

・北米

・北米/スポーツ用品、雑貨





玩具菓子／東アジア、東南アジア

玩具／中国、香港、台湾

外国人
の採用





（資） 9,300
（従） 137
（事） 催事菓子の企画販売

TEL 089-958-2310
FAX 089-958-6692
E-mail haisabu@bronze.ocn.ne.jp

（株）ファインデックス

輸

（資） 5,000
（従） 6
（事） ゴルフ遊技場の運営

ハイサブ

（代） 木本 三郎

出

（従） 115

日本パットゴルフ（株）

（代） 小林 哲之

輸





船舶用ソフト／台湾、中国、ベトナ
ム、タイ、シンガポール、米国

韓国

（資） （従） 1
（事） ソフト開発と販売、造船設計
〒 790-0003 松山市三番町4丁目9番地6

TEL 089-947-3388
FAX 089-947-1133
URL http://www.findex.co.jp
E-mail kanri@findex.co.jp
（資） 24,930
（事） システム開発





システム／アジア

・アジア/代理店契約

（従） 240

〒 791-1101 松山市久米窪田町487-2
TEL 089-993-5913
FAX 089-993-5923
URL https://www.pricer.co.jp
E-mail all@pricer.co.jp
（資） 200
（従） 32
（事） スマートフォンアプリ開発、保守、/
Ｗｅｂサイト、システムの開発/サー
バ設計、構築
広告企画/インターネットビジネスに
おけるコンサルティング
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Ｗｅｂシステム、スマートフォンアプ
リ

・アジア、中央アジア/海外の
官公庁のＷｅｂサービス開発
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その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）プログレード
PROGRADE CO., LTD.
（代） 松本 環

星企画（株）
HOSHIKIKAKU
（代） 薬師神 権祐

（有）マーベラス不動産
MARVELOUS REAL ESTATES
（代） 佐伯 澄男

マルタカ産業（株）
MARUTAKA SANGYO CO., LTD.
（代） 曽根 高一

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-1123 松山市東方町甲1778-1

TEL 089-963-5900
FAX 089-963-5901
URL http://honumi-logi.com
E-mail Prograde.co@gmail.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









柑橘類全般／アラブ首長国連邦

海水熱帯魚及びその他生体／フィリピ
ン

・全世界各国/水槽及び水の浄
化システムの特許権売却や販
売提携先

・全世界各国/水槽及び水の浄
化システムの特許権売却や販
売提携先





・台湾/広告業

・台湾/広告業

〒 790-0932 松山市東石井6-12-36

TEL 089-956-3555
FAX 089-956-3556
URL http://hoshi-ad.co.jp
E-mail info@hoshi-ad.co.jp
（資） 1,000
（事） 総合広告業

〒 792-0812 新居浜市坂井町2－2－23

TEL 0897-31-3505
FAX 0897-31-3522
URL http://www.marvelous-f.com
E-mail marvelous@oboe.ocn.ne.jp
（資） 300
（事） 不動産業









不動産／フィリピン

不動産／フィリピン

・フィリピン（ダバオ）/現地
法人/2015年9月/不動産業

・フィリピン（ダバオ）/代理
店契約/コンドミニアムの販
売

〒 798-0036 宇和島市天神町2番地18

（資） 1,000
（事） 総合不動産業

（従） 1

〒 790-0964 松山市中村2-8-15









MURATA JEWELRY TRADING
CO., LTD.

国産宝飾品／中国、台湾

ダイヤモンドジュエリー／インド
ファッションジュエリー／香港、タ
イ、イタリア

・米国、アラブ首長国連邦/宝
飾品販売拠点

・米国、アラブ首長国連邦/宝
飾品製造及び販売









ソフトウェア、アプリケーションサー
ビス／アジア全域、米国、カナダ、主
要国

最先端技術／アジア全域、米国、カナ
ダ、主要国

・米国/最先端技術
・カナダ/最先端技術
・インド/最先端技術

・米国、中国、台湾/コンピュ
ータのハード、モバイル、ソ
フトなどの最先端技術による
製品

YUI SYSTEM STUDIO CO., LTD.
（代） 中谷 恭治



TEL 0895-24-6600
FAX 0895-24-6636
URL http://marutaka-i.com
E-mail info@marutaka-i.com

TEL 089-941-4135
FAX 089-946-1971
URL http://www.murata-jewelry.co.jp
E-mail info@murata-jewelry.co.jp

（株）ユイ・システム工房



（従） 8

村田宝飾（株）

（代） 村田 康一郎



（従） 54



（代） 松下 真也

の採用

（資） 300
（従） 15
（事） 貨物軽自動車運送事業、労働者派遣
事業、データ管理事業、アクアリウ
ム事業

〒 790-0054 松山市空港通1丁目13番17号
TEL 089-968-6840
FAX 089-968-6850
URL https://www.milim.jp
E-mail info@milim.jp
（資） 800
（従） 4
（事） 文教向けソフトウェアの開発・導
入・サポート

(株)ミライム

外国人

（資） 3,000
（事） 宝飾品製造卸



ソフトウェア


インド
中国

（従） 25

〒 791-1102 松山市来住町1239番地

TEL 089-906-8000
FAX 089-970-8080
URL http://www.yui-system.jp
E-mail info@yui-system.jp
（資） 1,000
（従） 36
（事） 情報処理サービス
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米国
カナダ
インド

愛媛県国際取引企業リスト2019

その他サービス業
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

（株）ラック・カンパニー

〒 790-0036 松山市小栗3-2-16

LUCK COMPANY CO., LTD.

TEL 089-946-0304
FAX 089-948-9304
E-mail ito@next1016.co.jp

（代） 伊藤 正太

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







中古自動車、中古電化製品／カンボジ
ア

農作物／カンボジア

・カンボジア/建設、建築
・マレーシア/サービス業

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用



（資） 10
（従） 3
（事） 設備設置、メンテナンス業

（株）レスパスコーポレーショ 〒 791-0211 東温市見奈良1110
TEL 089-955-1216
FAX 089-955-1270
ン
URL http://www.lesp.co.jp
E-mail y_kobayashi@lesp.co.jp
（代） 越智 陽一

輸







柑橘類／ロシア
柑橘加工品／ロシア

・ロシア/愛媛県産品の輸出

・ロシア/愛媛県産品の輸出

（資） 1,000
（従） 198
（事） 不動産管理運営、温浴・宿泊施設の
運営
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