愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）アール・シー・フード
パック
R.C. FOODPACK CO., LTD.
（代） 藤田 宣邦

愛興食品（株）
AIKO SHOKUHIN
（代） 高橋 学

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

〒 797-0015
西予市宇和町卯之町2丁目575番地
TEL 0894-62-1561
FAX 0894-62-1563
URL http://rc-foodpack.co.jp
E-mail edokko@rc-foodpack.co.jp
（資） 1,000
（従） 38
（事） レトルト・缶詰食品製造販売







いなり寿司の素／米国

冷凍にんじん、冷凍ポテト、トマト
ペースト／中国、米国
牛肉／オーストラリア

・中国、マレーシア、シンガポ
ール、欧州

〒 791-8015 松山市中央2丁目45番地







冷凍食品米飯関連/米国、台湾、香港、
中国

牛肉/オーストラリア、米国
豚肉/スペイン、デンマーク、カナダ

・冷凍米飯等の販売方法/米国
、台湾、香港、中国

TEL 089-925-6111
FAX 089-925-7728
URL http://aikofoods.co.jp
E-mail aiko.chuo@carol.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（事） 冷凍食品製造



〒 791-8067 松山市古三津6-13-18









有機青汁製品、有機栽培茶製品、蜂蜜
等／シンガポール、香港
梅製品、沖縄加工食品、酢、酒、スー
プ／香港
青果物／シンガポール

剥き栗、栗加工品／韓国、中国
苺加工品他／韓国
松の実／中国

・香港（香港）/現地法人/2015
年11月/卸、イベント企画

・シンガポール/代理店契約/青
汁製品、茶、馬油販売
・香港/代理店契約/青汁製品販
売
・中国（遼寧省大連）/委託契
約/栗加工
・中国（遼寧省丹東）/委託契
約/栗加工

〒 799-0721
四国中央市土居町上野甲1525番地
TEL 0896-74-2698
FAX 0896-74-5634
E-mail moritaka@ecomate.am
（資） 300
（従） 3
（事） 愛媛県産認定天然記念物、赤石五葉
松盆栽の生産販売・輸出事業









赤石五葉松盆栽／フランス

盆栽用育成鉢／中国

・EU(フランス、イタリア、ド
イツ）

阿川食品（株）

〒 799-3103 伊予市上野955番地







AGAWA SHOKUHIN CO., LTD.

TEL 089-982-5101
FAX 089-983-4605
E-mail info@agawa-foods.co.jp

珍味／韓国

干貝柱／中国
カットワカメ／中国
乾燥小魚／中国

・中国（遼寧省大連）/駐在員
事務所/1997年12月/情報収集

AIKOBO CO.,LTD
（代） 丁井 俊

アイワインターナショナル
（株）
AIWA INTERNATIONAL CO.,
LTD.
（代） 橘川 勝廣

（同）赤石の泉

（代） 佐藤 和洋

（代） 阿部 竜治

AKUBI Market（名）
AKUBI MARKET LLC.
（代） 木下 弘美

の採用


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（従） 70

〒 799-3730 宇和島市吉田町立間2-146
TEL 0895-52-1121
FAX 0895-52-4309
URL http://www.ikb.co.jp/
E-mail info@ikb.co.jp
（資） 9,500
（従） 64
（事） 柑橘加工・販売

愛工房（株）

外国人

TEL 089-967-6551
FAX 089-967-6554
URL http://www.aiwa-international.com
E-mail s.kitsukawa@aiwa-international.com
（資） 3,000
（従） 6
（事） 貿易事業、システム開発事業

（資） 3,000
（従） 50
（事） 海産物・農産物製造卸、農海産物輸
入販売
〒 790-0808 松山市若草町6－3
TEL 089-931-2048
FAX 089-931-2048
URL http://Akubi-market.com
E-mail akubigirl021@yahoo.co.jp
（資） 300
（従） 2
（事） 輸入販売

37


ﾍﾞﾄﾅﾑ


香港




中国





食品、雑貨／米国

・米国（カリフォルニア）/代
理店契約（販売店）/販売許
可
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（有）あぐり
AGURI CO., LTD.
（代） 西山 周

アザース（株）
AZ-EARTH CO.,LTD
（代） 中川 周平

朝日共販（株）
ASAHI KYOHAN CO., LTD.
（代） 福島 大朝

（株）味彩
AJISAI CO., LTD.
（代） 富永 誠司

（株）あわしま堂
AWASHIMADO
（代） 木綱 德勝

井伊商店
IISHOUTEN
（代） 井伊 梅雄

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-3131 伊予郡松前町北川原79-1

TEL 089-984-3617
FAX 089-984-3617
URL http://aguri.jp
E-mail info@aguri.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





米/台湾

［本社所管］





国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


［本社
所管］

（資） 310
（従） 5
（事） 無農薬・無化学肥料による資源循環
型精密農業を行う農業生産法人
〒 790-0925 松山市松前町2丁目6-11

TEL 089-989-3916
FAX 089-989-3915
URL http://www.az-earth.com/
E-mail soumu@az-earth.com
（資） 1,495
（従） （事） 飲食業(ラーメン・つけ麺）



元だれ、醤油、お酢、魚粉、貝柱粉
砕、海老粉砕、混合だしパック、かつ
おだし、こんぶだし／香港
元だれ、醤油、お酢/上海

タイ

スロバキアに商社経由で同じ商品を輸
出する予定

〒 796-0611 西宇和郡伊方町川之浜652-1
TEL 0894-53-0776
FAX 0894-53-0086
URL http://www.shirasu.jp/
E-mail shirasu@mail.netwave.or.jp
（資） 3,000
（従） 200
（事） 水産食品製造、加工、販売





乾燥ちりめん、釜あげしらす、いりこ
（煮干)／中国、米国

・中国、米国/販売代理店契約/
水産食品の販売等

〒 797-1716 西予市城川町魚成2419-3









ゆず果皮冷凍品

産業生産/インド

・農業生産／インド

・農業生産農場／インド

〒 796-0295
八幡浜市保内町川之石1番耕地237番地53
TEL 0894-36-2177
FAX 0894-36-3133
URL http://www.awashimado.co.jp/
（資） 10,000
（従） 930
（事） 菓子の製造並びに販売





バナナ菓子/米国（ロサンゼルス）
団子など/米国（ハワイ）

原材料等

〒 798-0033 宇和島市鶴島町3-23



TEL 0894-69-4330
FAX 0894-69-4331
URL http://www.ehime-ajisai.jp/
E-mail tominaga@ehime-ajisai.jp


ﾍﾞﾄﾅﾑ



（資） 400
（従） 28
（事） 農業生産法人 野菜、果実の栽培加
工・流通
食品加工製造業(ビン詰・しょう油・
みそ・飲料・冷凍食・ソース・菓
子・惣菜)

TEL 0895-22-2549
FAX 0895-22-2549
URL http://iimiso.com
E-mail info@iimiso.com



麦味噌／米国（ヒューストン）

（資） 100
（従） 3
（事） 味噌製造・販売
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

伊方サービス（株）
IKATA SERVICE COMPANY
（代） 公受 弘充

石鎚酒造（株）
ISHIZUCHI SHUZO CORPORATION
（代） 越智 英明

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



〒 793-0073 西条市氷見丙402-3



TEL 0897-57-8000
FAX 0897-57-8811
URL http://www.ishizuchi.co.jp
E-mail sake@ishizuchi.co.jp

〒 793-0030 西条市大町1211

FOREST OWNER'S ASSOCIATION
OF ISHIZUCHI
（代） 伊藤 康雄

（資） 27,311
（従） 41
（事） 林業（木材伐採搬出、造林保育、林
道開設）

（有）石丸弥蔵商店

〒 791-8018 松山市問屋町1-14
TEL 089-922-1171
FAX 089-922-0759
E-mail ishimaru@rondo.ocn.ne.jp
（資） 300
（従） 48
（事） 瀬戸内海の海産物・乾物・珍味販売

石本興産（株）
ISHIMOTO KOHSAN CO., LTD.

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

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用

但し常時は行っていない。過去に輸出
あり
FDミカンパウダー/フランス
みかん調味料／シンガポール

清酒／台湾 他

（資） 1,300
（従） 14
（事） 日本酒製造販売

TEL 0897-56-0180
FAX 0897-56-8818
URL http://www.ishi-mori.com
E-mail ishi-mori@wind.ocn.ne.jp

（代） 石丸 茂宏

出

品目／国・地域

〒 796-0421
西宇和郡伊方町九町字浦安1番耕地1349-1
TEL 0894-39-0880
FAX 0894-39-0883
URL http://www.ikata-s.co.jp
（資） 2,000
（従） 228
（事） 農産加工品の販売

いしづち森林組合

ISHIMARU YAZO CO., LTD.

輸











煮干佃煮／台湾、タイ
かま上しらす、煮干／台湾
ちりめん／タイ

・国名問わず/乾物事業に関す
ること





釣餌／韓国、中国
緑化用種子／中国

・中国/緑化用種子
・中国/釣餌









こんにゃくのベーグル、こんにゃくの
パスタ、こんにゃくのお漬物、こん
にゃくのケーキやクッキー/EC、ASEAN

こんにゃく芋及び芋加工品/ASEAN

・ベトナム/現地法人

・ベトナムやその周辺国/技術
提携（こんにゃく芋の植栽）

〒 796-0910 西予市三瓶町有網代377-8
TEL 0894-33-3288
FAX 0894-33-2785
（資） 1,000
（従） 5
（事） 種子、釣餌の卸販売、小売


イラン
ベトナ
ム

（代） 石本 義繁
（株）一柳
ICHIRYU CO., LTD.
（代） 一柳 美枝子

（株）一六本舗
ICHIROKU HONPO INC
（代） 玉置 泰

〒 799-0422 四国中央市中之庄町124

TEL 0896-23-2420
FAX 0896-23-6644
URL http://ichiryukonnyaku.co.jp/
E-mail ichiryu@crest.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 12
（事） こんにゃくの製造販売、こんにゃく
の入ったベーグル・菓子製造販売
〒 791-1123 松山市東方町甲1076番地1
TEL 089-963-5716
FAX 089-963-5823
URL http://www.itm-gr.co.jp/ichiroku
E-mail ichiroku@itm-gr.co.jp
（資） 3,000
（従） 360
（事） 菓子製造販売業

41


和菓子（一六タルト）／北米、台湾、
マレーシア、スイス

42



愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

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

英 文 社 名
代 表 者 名

伊予蒲鉾（株）
IYOKAMABOKO CO., LTD.
（代） 三好 一臣

〒 797-0042 西予市宇和町瀬戸390-1

TEL 0894-66-0334
FAX 0894-66-0660
URL http://www.iyokamaboko.co.jp/
E-mail miyoshi@iyokamaboko.co.jp

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



じゃこ天、白天、ミニ青さのり天、ミ
ニやさい天／中国、香港

（資） 3,800
（従） 30
（事） 魚肉練製品製造業

イヨスイ（株）

〒 798-0003 宇和島市住吉町3-1-8

IYOSUI CO., LTD.

TEL 0895-24-5665
FAX 0895-24-6287
URL http://www.iyosui.co.jp

（代） 荻原 達也

輸









活魚介、鮮魚介、冷凍加工品、酒類／
北米、アジア、EU、中東、ロシア

活・鮮・冷凍魚介類、養殖用稚魚、飼
料／アジア

・インド、南米

・中国/委託契約/フ化事業、養
殖、種苗の養成







［本社所管］

とうもろこし、大麦、小麦、マイロ／
オーストラリア、米国、欧州

・穀類（トウモロコシ、小麦、
大麦、マイロなど）


ﾍﾞﾄﾅﾑ
中国

（資） 1,000
（従） 76
（事） 水産物卸、加工、飼料製造、冷凍冷
蔵、輸出入、通関業、船舶代理店
業、酒類輸出

（株）植松食糧

〒 794-0041 今治市松本町5-1-20

UEMATSU SHOKURYO CO., LTD.

TEL 0898-32-5590
FAX 0898-32-0266
URL http://www.tomorrow.ne.jp/uematsu



/

（代） 植松 伸

E-mail uematu-ceba@nifty.com
（資） 5,000
（従） 24
（事） 精麦・飼料製造販売

宇都宮酒造（株）

〒 797-0015 西予市宇和町卯之町4丁目254-1

UTSUNOMIYA SAKE BREWERY
CO., LTD.

TEL 0894-62-0117
FAX 0894-62-0117
us615@maple.ocn.ne.jp
E-mail

（代） 宇都宮 繁明

（資） 1,000
（事） 清酒醸造

梅錦山川（株）
UMENISHIKI YAMAKAWA CO., LTD.

（代） 藤原 康展

梅美人酒造（株）
UMEBIJIN SHUZOU CO., LTD.
（代） 上田 英樹

（資） 600
（事） 製菓製パン



清酒／西欧、東欧、ベトナム、インド
ネシア

（従） 1

（株）うにまんじゅうの田村菓 〒 796-0813 西宇和郡伊方町二名津95
TEL 0894-54-0627
FAX 0894-54-0628
子舗
URL http://www.unimannya.com
E-mail sanndaime@unimannya.com
（代） 田村 義孝





（従） 3

〒 799-0194 四国中央市金田町金川14
TEL 0896-58-1211
FAX 0896-58-3171
URL http://www.umenishiki.com/
E-mail info@umenishiki.com
（資） 1,000
（従） 21
（事） 酒類の製造販売



〒 796-0051 八幡浜市1557-2



TEL 0894-22-0312
FAX 0894-22-0712
URL http://www.ume-bijin.co.jp
E-mail sales@ume-bijin.co.jp

清酒、焼酎、リキュール／ロシア（モ
スクワ）
清酒/米国（ロサンゼルス）
清酒、リキュール/シンガポール
リキュール/マレーシア



清酒、、リキュール、梅酒／シンガ
ポール、中国、英国、マレーシア

（資） 1,000
（従） 6
（事） 清酒・焼酎・リキュール製造販売
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農水産品・飲食料品
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

宇和島蒲鉾協同組合

〒 798-0005 宇和島市築地町2-6-1

UWAJIMA-KAMABOKO
COOPERATIVE

TEL 0895-22-6431
FAX 0895-22-6451
URL http://www.uwajima-kamaboko.com/
E-mail info@uwajima-kamaboko.com

（代） 薬師神 啓一

（株）宇和島プロジェクト
UWAJIMA PROJECT INC.
（代） 木和田 権一

（有）宇和島屋
UWAJIMAYA CO., LTD.
（代） 三浦 清貴

(有)永愛ヒューマンリソーシ
ズ
EIAI HUMAN RESOURCES LTD.
（代） 難波江 任

栄光酒造（株）
EIKOH SAKE BREWERY INC.
（代） 清水 健太郎

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

（資） 756
（従） 1
（事） 組合員の取り扱う水産煉製品の副資
材の共同購買
〒 798-0087 宇和島市坂下津甲94-13

TEL 0895-28-0180
FAX 0895-28-0188
URL http://www.project-u.jp/
E-mail inbox@project-u.jp





ブリ／中国（成都）





・水産物販売・加工／米国、中
東、インドネシア、ベトナム

・水産物販売・加工／米国、中
東、インドネシア、ベトナム


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 2,800
（従） 20
（事） 養殖魚を中心とした水産物の加工・
販売
〒 798-0087 宇和島市坂下津甲395

TEL 0895-24-2828
FAX 0895-24-6116
URL http://www.uwajimaya.jp
E-mail info@uwajimaya.jp
（資） 800
（従） 7
（事） じゃこ天の製造販売

〒 792-0050 新居浜市萩生1309-1

TEL 0897-41-8118
FAX 0897-40-6648
URL https://eiai-works.jp
E-mail t-nabae@eiai-works.jp


じゃこ天業務用パッケージ（愛媛フェ
ア催事用）／米国
じゃこ天業務用パッケージ（日本食レ
ストラン）／シンガポール
じゃこ天業務用パッケージ（日本フェ
ア催事用）／台湾









飲料、食料/東南アジア

飲料、食料/東南アジア

・東南アジア/人材派遣事業、
飲食業

・東南アジア/人材関連



（資） 2,000
（従） 31
（事） 一般労働者派遣事業、有料職業紹介
事業
買物弱者支援事業（移動スーパー運
行）、直売所
〒 791-0101 松山市溝辺町甲443

TEL 089-977-0964
FAX 089-977-5413
URL http://www.eikoo.com
E-mail info@eikoo.com









清酒、リキュール、焼酎／台湾、香
港、中国（上海）、北米、欧州、オー
ストラリア等

（資） 2,400
（従） 14
（事） 日本酒、リキュール、焼酎、発酵調
味料製造販売業

栄光通商（株）

〒 794-1305 今治市大三島台5093番地

EIKO TSUSHO INC.

TEL 0897-72-8300
FAX 0897-72-8301
E-mail shimanamifarm@arrow.ocn.ne.jp

（代） 藤原 俊司

輸

（資） 2,000
（従） 3
（事） 柑橘類の買取、販売
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柑橘/英国、東南アジア
車両/東南アジア、アフリカ

バナナ、パイナップル、マンゴ／フィ
リピン、タイ

・タイ、ラオス、ベトナム/バ
イオガス発電
・タイ、ラオス、ベトナム、カ
ンボジア/ソーラー発電

・タイ、ラオス、ベトナム、カ
ンボジア/パートナー
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
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

Ｈプロジェクト（株）

〒 791-1121 松山市中野町甲９２－１

H PROJECT K.K

TEL 089-948-9960
FAX 089-948-9961
E-mail hpro@ehime-hpro.com

（代） 佐々木 真理
（有）エスペランス
ESPERANCE
（代） 安部 有里子

（株）えひめ飲料
EHIME BEVERAGE INC.
（代） 髙原 茂

えひめシーフードサービス
（株）
EHIME SEAFOOD SERVISE CO.,
LTD.
（代） 宮本 洋志

愛媛たいき農業協同組合
JA-EHIMETAIKI
（代） 菊地 秀明

えひめ中央農業協同組合
JA-EHIME CHUO
（代） 福島 龍雄

遠赤青汁（株）
ENSEKI AOJIRU CO., LTD.
（代） 高岡 照海

（資） 1,500
（事） 農業

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



農産物一時加工品、米/台湾、インドネ
シア

（従） 4

〒 794-0862 今治市四村311-9

TEL 0898-23-2127
FAX 0898-23-2127
URL http://www.i-esperance.com/
E-mail info@i-esperance.com





台湾／水産物の輸出

（資） 300
（従） 1
（事） 鮮魚の卸販売業
〒 791-8603 松山市安城寺町478番地

TEL 089-923-1511
FAX 089-924-0304
URL http://www.ehime-inryo.co.jp
E-mail hiraoka-mas@ehime-inryo.co.jp





飲料／アジア

オレンジ果汁／ブラジル、メキシコ
りんご果汁／中国、チリ
ぶどう果汁／アルゼンチン、チリ、ブ
ラジル
パイン果汁／タイ
グレープフルーツ果汁／米国





天然鮮魚の加工品フィーレなど（CAS冷
凍）/東南アジア（台湾、タイ、シンガ
ポール）

白身魚のフィーレ





（資） 675,000
（従） 307
（事） 清涼飲料水の製造販売

〒 796-0001 愛媛県八幡浜市向灘1705-1

TEL 0894-35-6300
FAX 0894-35-6303
URL http://www.ehimeseafood.com
E-mail himiyamo@mxi.netwave.or.jp



（資） 100
（従） 7
（事） 水産農産物の買付け販売及び加工販
売
〒 795-8506 大洲市東大洲198

TEL 0893-24-4181
FAX 0893-23-3843
URL http://www.ja-ehimetaiki.or.jp
E-mail info@ja-ehimetaiki.or.jp











健康食品／台湾、中国、香港、シンガ
ポール、ハワイ
有機ケールパウダー／タイ
有機ゆずフレーク、有機みかんフレー
ク／米国

・インドネシア/現地での製造
・ベトナム、ミャンマー/現地
での販売

・インドネシア/健康食品原料
の栽培



（資） （従） 311
（事） 地域農業の振興、信用事業、共済事
業等
〒 790-0011 松山市千舟町8丁目128-1

TEL 089-943-5010
FAX 089-943-2598
http://www.ja-e-chuo.or.jp
URL
E-mail handai_1@ja-e-chuo.or.jp


温室みかん、温州みかん／香港

（資） 1,604,696
（従） 700
（事） 営農販売、信用、共済
〒 791-0398 東温市則之内甲2225-1
TEL 089-966-6601
FAX 089-966-6602
URL http://www.enseki.com/
E-mail promo@enseki.com
（資） 5,500
（従） 20
（事） 健康食品（青汁他）製造販売
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（有）遠藤青汁
ENDOU AOSHIRU
（代） 中井 英明

扇屋食品（株）
OHGIYA SHOKUHIN CO., LTD.
（代） 出海 壽人

（株）オーシャンドリーム
OCEAN DREAM CO., LTD.
（代） 松浦 康夫

大森産業（株）
OHMORI SANGYO CO., LTD.
（代） 大森 秀樹

（株）おがた蒲鉾
OGATA-KAMABOKO INC.
（代） 緒方 晃彦

（株）オカベ
OKABE CO., LTD.
（代） 岡部 光伸

尾崎食品（株）
OZAKI FOODS COMPANY
（代） 尾崎 景一郎

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0942 松山市古川北4-9-25

TEL 089-969-1200
FAX 089-969-1211
URL http://www.aoshiru.co.jp
E-mail info@aoshiru.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

外国人
の採用



ケール＆トマト酢 ジュレ／台湾

（資） 300
（従） 5
（事） 青汁関連商品の販売
〒 791-3196 伊予郡松前町北黒田571

TEL 089-984-2141
FAX 089-984-2187
URL http://www.ohgiya-f.co.jp
E-mail toshi-izumi@ohgiya-f.co.jp
（資） 3,600
（事） 食品製造卸



チーズ加工品、小魚調味乾燥品／中
国、香港、タイ、台湾、シンガポー
ル、ベトナム

乾燥小魚／タイ、ベトナム、インドネ
シア
調味いか／中国










中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ

（従） 250

〒 796-0048 八幡浜市北浜1丁目3-18

TEL 0894-27-0023
FAX 0894-37-2229
URL http://www.ocean-d.co.jp
E-mail matsuura@ocean-d.co.jp
（資） 100
（事） 水産加工品



鱧商品／タイ、シンガポール
豆アジ粉付け／タイ

（従） 9

〒 795-0303 喜多郡内子町平岡甲155
TEL 0893-44-3121
FAX 0893-44-3122
URL http://www12.ocn.ne.jp
E-mail ohmorisk@alto.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 40
（事） 農産物加工（ビン詰・缶詰）









栗甘露煮／香港、タイ

剥栗（外皮、内皮を剥いたもの）／韓
国、中国

・中国、タイ/新商品の原料、
剥栗

・中国/剥栗の一次加工または
完成品

〒 797-0043 西予市宇和町大江412番地1



TEL 0894-62-5880
FAX 0894-62-5440
URL http://www.ogata-kamaboko.co.jp/
E-mail jakoten@ogata-kamaboko.co.jp



水産練り製品（蒲鉾、じゃこ天、具入
り天ぷら）／中国、東南アジア

ベトナ
ム

（資） 1,500
（従） 37
（事） 水産練り製品製造、加工、販売
〒 799-3195 伊予市市場150番地

TEL 089-983-1230
FAX 089-983-1239
URL http://www.okabe-group.com
E-mail 0001@okabe-group.com
（資） 5,000
（従） 120
（事） 農水産物食料品製造・販売
〒 798-0020 宇和島市高串1-710
TEL 0895-23-1212
FAX 0895-24-3580
URL http://www.k-ookoku.jp
E-mail takahasi@k-ookoku.jp
（資） 3,000
（従） 18
（事） 愛媛の柑橘を利用した飲料・菓子・
ジャム等の製造販売
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玉子カニ、味付わかめ他／中国
いわしせんべい、キス骨他/米国
ゴマイリコ/台湾
あげちりめん、チーズサンド/タイ

チリメン、ゴマイリコ／タイ

・タイ（ラヨーン県）/現地法
人/1992年2月/水産物食料品
製造販売




ゆず果汁/中国
濃縮伊予柑果汁/オーストラリア
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タイ
ベトナ
ム

愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

オレンジベイフーズ（株）
ORANGE BAY FOODS CO., LTD.
（代） 横瀬 達洋

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

KAKIMOTO SHOUJI

（代） 山中 郁夫

（株）梶田商店

（代） 梶田 成昭

亀井製菓（株）
KAMEI SEIKA CO., LTD.
（代） 亀井 哲也

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





牛肉／オーストラリア、ニュージーラ
ンド

［本社所管］
・親会社（海外企業）によるマ
ネジメント







外国人
の採用


ロシア
バング
ラデ
シュ



農作物の輸出販売／台湾

・台湾、タイ





生カクサンルナ／ベトナム、韓国
錠剤ルナ／ベトナム、韓国

・総代理店／ベトナム、タイ、
中国、韓国

（資） 1,000
（従） 38
（事） イチゴ新品種の開発および販売
〒 790-0962 松山市枝松6-11-28

TEL 089-998-8322
FAX 089-921-1267
URL http://www.kakusan.co.jp
E-mail admin@kakusan.co.jp
（資） 7,000
（従） 1
（事） 玄米核酸の販売
〒 795-0054 大洲市中村559
FAX 0893-24-3119
TEL 0893-24-2021
URL http://kazita.jp
E-mail tatsumi-soy@way.ocn.ne.jp
tastamino1@gmail.com
（資） 400
（従） 13
（事） 醤油・味噌・食酢製造販売



〒 790-0962 松山市枝松1丁目5番39号



TEL 089-931-5051
FAX 089-931-5064
URL http://www.kameiseika.jp/
E-mail kagawa@kameiseika.jp
（資） 1,000
（従） 75
（事） 四国・松山銘菓「タルト」各種、漱
石ゆかりの道後銘菓「坊ちゃんだん
ご」を主力とする四国銘菓及び和菓
子・洋菓子類の製造・販売・卸。観
光土産品の販売、それに付帯関連す
る一切の事業。

キクチファーム（株）

〒 796-8015 八幡浜市国木1544

KIKUCHI FARM CO., LTD.

TEL 0894-24-4945
FAX 0894-24-4945
E-mail m-kikuchi@mc.pikara.ne.jp

（代） 菊池 正登

入

（資） 24,000
（従） 87
（事） ハンバーガーパティ製造
〒 791-1112 松山市南高井町569

KAKUSAN CO., LTD.

輸

品目／国・地域

〒 796-0202 八幡浜市保内町宮内1－289－1

TEL 089-975-2626
FAX 089-975-3409
E-mail k.k-img@circus.ocn.ne.jp

（株）核酸

出

TEL 0894-36-1338
FAX 0894-36-1332
URL http://www.obfoods.co.jp
E-mail info@obfoods.co.jp

垣本商事（株）

（代） 垣本 洋

輸





醤油加工品、食酢／香港
醤油／香港、フランス、オーストラリ
ア、中国、台湾
味噌／オーストラリア







坊ちゃんだんご／米国他
タルト各種／米国他
クッキー、せんべい類／シンガポー
ル、台湾他
飴他／シンガポール、中国他







（資） 1,000
（従） 5
（事） 農産物（柿・みかん）の生産・加
工・販売
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）キシモト
KISHIMOTO CO., LTD.
（代） 岸本 幸雄

（株）季節園
KISETSUEN
（代） 小野山 浩司

協和酒造（株）
KYOUWA SYUZOU CO., LTD.
（代） 三谷 勝彦

（有）クレメント
CREMENT CO., LTD.
（代） 宮下 志乃富

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-0311 東温市則之内甲693

TEL 089-966-6060
FAX 089-966-6360
URL http://www.kishimoto-web.com
E-mail info@kishimoto-web.com
（資） 2,310
（従） 35
（事） 海産物製造販売

〒 798-4110 南宇和郡愛南町御荘平城2254

TEL 0895-72-7077
FAX 0895-72-7077
URL http://kisetsuen.jp
E-mail kisetsuen@rainbow.plala.or.jp

輸

出

品目／国・地域

Lionel

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







魚類のレトルト加工製品／シンガポー
ル、ハワイ、米国(シアトル、ロサン
ジェルス）、マレーシア、台湾、オー
ストラリア（シドニー、メルボルン、
パース、ブリスベン）
一般干物／ハワイ

鯵、鯖／ノルウェー
縞ホッケ／米国、ロシア
トラウト／チリ

・中国、オーストラリア、台湾
、タイ、ベトナム、マレーシ
ア、米国/魚類のレトルト加
工製品

・中国/レトルト加工食品
・オーストラリア/レトルト加
工食品
・米国/レトルト加工食品





フルーツビネガー、フルーツソース／
香港、台湾、タイ、インドネシア、ベ
トナム、マレーシア

・香港、台湾、タイ、インドネ
シア、ベトナム、マレーシア
/生産、加工、営業販売契約

外国人
の採用


中国

（資） 100
（従） 3
（事） 農産物の宅配、農産物の醸造及び加
工業
〒 791-2132 伊予郡砥部町大南400番地

TEL 089-962-2717
FAX 089-962-7788
URL http://www.hatsuyukihai.jp
E-mail info@hatsuyukihai.jp





日本酒／シンガポール、スイス、マ
レーシア

（資） 1,000
（従） 3
（事） 日本酒・リキュール製造販売業
〒 790-0951 松山市天山3-11-10

TEL 089-935-4611
FAX 089-941-2434
URL http://crementea.ocnk.net
E-mail info@crement.com
（資） 1,000
（事） 緑茶加工販売





緑茶製品／全地域

・全地域/代理店契約



（従） 8


輸入住宅／オーストラリア
建材／オーストラリア
加工食品／オーストラリア
野菜／オーストラリア
シーフード／オーストラリア

（資） 300
（従） 2
（事） 建築資材/輸入住宅
エージェント／輸入業／ビジネス交
渉・世界各国の海外企業紹介・ビジ
ネス仲介・ビジネスツアー・企画・
通訳・翻訳・リエゾン業務等

ケーオー産業（株）

〒 794-0801 今治市東鳥生町5丁目35番地

KEIO SANGYO CO., LTD.

TEL 0898-25-3431
FAX 0898-25-3435
URL http://www.keio-sangyo.co.jp/

（代） 大沢 一彦

入



クロスローズ インターナショ 〒 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
ナル コンサルタント（有）
URL http://www.crossroadsco.com
CROSSROADS INTERNATIONAL
E-mail cicltd@crossroadsco.com
CONSULTANTS LTD.
（代） Battain Joshua

輸

（資） 10,000
（従） 206
（事） 冷凍食品、食品原料、包装資材、機
械設備、家具の販売、総合リース業

53









冷凍食品、食品原料／中国、タイ、米
国、台湾、ベトナム、香港

冷凍食品、食品原料／中国、タイ、ベ
トナム、インドネシア、米国、カナ
ダ、メキシコ、インド、スペイン、コ
ロンビア

・米国/冷凍食品販売

・中国、ベトナム、タイ、台湾
、インドネシア、メキシコ/
委託契約/PB生産委託
・ドイツ/代理店契約/販売代理
店契約
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）香月園
KOGETSUEN INC.
（代） 大久保 眞樹

（株）国際貿易
INTERNATIONAL TRADING CO.,
LTD.
（代） 星山 春夫
五色そうめん（株）森川
GOSHIKI SOUMEN CO., LTD.
MORIKAWA
（代） 矢田 義久

（株）昆布森
KONBUMORI CO., LTD.
（代） 好永 和広

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 792-0025 新居浜市一宮町1-8-13

TEL 0897-33-0858
FAX 0897-33-2846
URL http://www.t4u.co.jp
E-mail okubo@t4u.co.jp
（資） 1,000
（従） 7
（事） 抹茶、茶道具の小売業

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









抹茶、茶道具／米国、中国、台湾、香
港、オーストラリア、カナダ、韓国、
フランス、英国、ドイツ、ロシア、ベ
トナム、タイ、ハンガリー、ニュー
ジーランド、シンガポール、オースト
リア、ボツワナ、キプロス、フィンラ
ンド、インドネシア、マレーシア、ノ
ルウェー、ポーランド、スペイン、ス
ウェーデン、スイス、ウクライナ、マ
カオ、メキシコ、インド、イスラエ
ル、ベルギー、チェコ、アイスラン
ド、リトアニア、オランダ、フィリピ
ン、クウェート、サウジアラビア、ス
ロバキア、トルコ、ニューカレドニ
ア、イタリア、キルギス、パキスタ
ン、アラブ首長国連邦、英国、アイル
ランド、ブルガリア、ポルトガル、ス
ロベニア、チリ、エストニア

茶道具(茶釜、野点傘）／中国

・抹茶カフェの運営／世界各国

・台湾(台北)/代理店契約/抹茶
の販売
・中国(上海)/代理店契約/抹茶
の販売







〒 791-8016 松山市久万ﾉ台314-4
FAX 089-922-0563
（資） 1,000
（従） 12
（事） 海産物の輸出入、販売、不動産売買
業、貸ビル業

TEL 089-926-7775

食料品／韓国、台湾、中国、ベトナ
ム、タイ、インドネシア

〒 791-0301 東温市南方2283-1
TEL 089-966-5511
FAX 089-966-5588
URL http://www.goshiki-soumen.co.jp/
E-mail masafumi.m@goshiki-soumen.co.jp
（資） 1,500
（従） 43
（事） 乾麺製造販売



〒 791-3132 伊予郡松前町西高柳251









昆布加工品／韓国、米国、シンガポー
ル、台湾、ベトナム
わかめ加工品／シンガポール、香港、
米国（ハワイ）
芽かぶ加工品／米国

塩蔵わかめ／中国
乾燥芽かぶ／中国、韓国

・中国/わかめ加工工場

・中国/技術提携

TEL 089-960-3355
FAX 089-960-3356
URL http://www.konbumori.co.jp
E-mail info@konbumori.co.jp
（資） 1,000
（従） 25
（事） 海産物製造加工

酒六酒造（株）

〒 791-3301 喜多郡内子町内子3279-1

SAKAROKU SAKE BREWING CO.,
LTD. JAPAN

TEL 0893-44-3054
FAX 0893-44-3140
URL http://www.sakaroku-syuzo.co.jp
E-mail info@sakaroku-syuzo.co.jp

（代） 武知 直之

輸

（資） 1,000
（従） 10
（事） 酒類の製造・販売
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手延梅そうめん／台湾、シンガポー
ル、スイス
手延ゆずそうめん／スイス、香港、シ
ンガポール


直接貿易
清酒、リキュール、本格焼酎／台湾
間接貿易
清酒／米国、オーストラリア、中国
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外国人
の採用





愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

桜うづまき酒造（株）
SAKURAUZUMAKI SHUZO CO., LTD.

（代） 篠原 成昌

さくら食品（株）
SAKURA SHOKUHIN CO., LTD.
（代） 濱田 清子

佐々木食品（株）
SASAKISHOKUHIN CO., LTD
（代） 佐々木 英二

（株）サンフーズ
SUNFOODS CO., LTD.
（代） 堀田 修治

サンヨー食品（株）
SANYO FOODS CO., LTD.
（代） 森川 恵二

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-2424 松山市八反地甲71番地

TEL 089-992-1011
FAX 089-992-2159
URL http://www.sakurauzumaki.com
E-mail uzumaki@mocha.ocn.ne.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容





清酒/中国、
焼酎/中国、台湾

・代理店/米国、ロシア

外国人
の採用



（資） 3,500
（従） 15
（事） 清酒、焼酎、発酵調味液の製造・販
売
〒 791-3120 伊予郡松前町大字筒井1235番地

TEL 089-984-9705
FAX 089-984-9704
URL http://www.sakurakk.com
E-mail info@sakurakk.com



（資） 3,200
（従） 33
（事） 海産物・珍味・農水産物・菓子製造
販売
〒 791-8044 松山市西垣生町386-2

TEL 089-971-8465
FAX 089-971-8519
URL http://www.sskfoods.jp/
E-mail y-kuwahata@sskfoods.jp





珍味／香港、シンガポール

珍味／中国、タイ、ベトナム、ミャン
マー、インドネシア











カレー、パスタ各ソース／中国、韓
国、タイ、シンガポール、ベトナム他
東南アジア
大豆、栗/タイ、米国等

トマトペースト／中国
玉ねぎ・人参・じゃがいも／中国
香辛料他/中国他
牛肉/オーストラリア、米国

・米国、カナダ、EU/スーパー
他、販売店（食品）

・中国(大連)/委託契約、技術
提携/食品製造の委託

中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 1,000
（従） 80
（事） 海産珍味製造・加工・販売
〒 795-0018 大洲市菅田町菅田甲2522

TEL 0893-25-4450
FAX 0893-25-4452
URL http://www.sunfoods-ozu.com
E-mail s-hotta@sunfoods-ehime.com
（資） 5,000
（事） 食品製造業

（従） 140

〒 799-0101 四国中央市川之江町4105-17
TEL 0896-58-4181
FAX 0896-58-7144
URL http://www.sanyo-syokuhin.jp
E-mail h.morikawa@sanyo-syokuhin.jp
（資） 10,000
（従） 155
（事） 冷凍食品、惣菜の製造・販売



中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 800
（従） 22
（事） 農産物・生産加工販売（米、はだか
麦、もち麦、キャベツ）

（資） 230,000
（従） 258
（事） 食肉処理解体、製造販売、家畜の飼
育販売、ファーマーズマーケットの
経営
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ﾍﾞﾄﾅﾑ



冷凍食品／中国

ＪＡえひめアイパックス（株） 〒 795-0046 大洲市春賀甲410
TEL 0893-26-1211
FAX 0893-26-0456
JA EHIME AIPAX. CO
E-mail iseki_m@ai-pax.co.jp
（代） 中原 一憲

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

（有）ジェイ・ウイングファー 〒 791-0215 東温市北野田711-4
TEL 089-964-4190
FAX 089-964-4164
ム
jwf@titan.ocn.ne.jp
E-mail
J WING FARM INC.
（代） 牧 秀宣

出
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
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）ジェイティエスフーズ

〒 791-3131 伊予郡松前町大字北川原2043-2

J.T.S. FOODS CO., LTD.

TEL 089-985-2945
FAX 089-985-2696
E-mail j.t.s-foods@foods.jinno.org

（代） 神野 豊
（株）志賀商店
SHIGASYOUTEN CO., LTD.
（代） 原 真知

（資） 300
（従） 5
（事） 水産物加工原料の輸入販売
〒 799-1362 西条市今在家921

TEL 0898-64-1333
FAX 0898-64-1332
URL http://www.shiga-mame.co.jp/
E-mail shiga7@za.wakwak.com

〒 791-0397 東温市南方955-1

SHIKOKU MILK PRODUCTS CO.,
LTD.

TEL 089-966-1100
FAX 089-966-1109
URL http://www.rakuren.co.jp
E-mail eigyo@rakuren.co.jp

〒 799-2654 松山市内宮町2004

SHIKOKU RYOYU CO., LTD.

TEL 089-978-0986
FAX 089-978-0985
E-mail shikokuryoyu@shirt.ocn.ne.jp

（株）七福芋本舗
SHITIFUKUIMO HONPO
（代） 白石 尚寛

（株）芝開発

（代） 芝 祥二

（資） 1,500
（事） 米油、飼料

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









水産物原料／中国
資材／フィリピン
珍味／香港、台湾

バナナチップ／フィリピン
カットわかめ／中国

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2011年5月/水産物加工貿
易

・フィリピン（DAVAO）/委託契
約/自社独自商品のOEM







豆製品/アセアン

外国人
の採用


中国



・豆製品の販売/アセアン



〒 792-0026 新居浜市久保田町3-9-27
TEL 0897-34-9515
FAX 0897-34-5007
URL http://shitifuku.shop-pro.jp
E-mail shop@anbun.jp
（資） 1
（従） 3
（事） 小売業（甘しょの小売・卸・販売）



〒 798-1373
北宇和郡鬼北町大字清水925番地
TEL 0895-49-2277
FAX 0895-24-5238
URL http://www.smilein.co.jp/
E-mail shiba@shikoku.ne.jp
（資） 300
（従） 3
（事） 農業事業（バナナ栽培）他



〒 791-0204 東温市志津川1445

SHIMADA SYUZOU

TEL 089-964-2111
FAX 089-964-2129
kofuji@lime.ocn.ne.jp
E-mail
（資） 1,000
（事） 清酒製造業







食用油/ミャンマー

・ミャンマー/食用油工場設立

・JV/ミャンマー







（従） 20

島田酒造（株）

（代） 島田 達也

輸

（資） 31,000
（従） 258
（事） 牛乳・乳製品の製造販売

四国糧油（株）

（代） 森 源二郎

出

（資） 1,000
（従） 70
（事） 食品製造・卸・販売

四国乳業（株）

（代） 三好 晶夫

輸

甘しょ/マレーシア







・カンボジア/輸出及び輸入

・カボジア他東南アジア/農業
技術提携

（従） 9

59



・台湾
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）島原本舗
SHIMAHARA HONPO CO., LTD.
（代） 島原 豊行

（株）松南園
SYOUNANEN
（代） 村井 重美

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 798-0078 宇和島市祝森甲4668番地

TEL 0895-27-2345
FAX 0895-27-1234
URL http://www.shimahara.co.jp
E-mail sales@shimahara.co.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域





冷凍じゃこ天／米国、中国

冷凍すり身／タイ、ベトナム、ミャン
マー、インド

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



（資） 1,000
（従） 45
（事） 練り製品の製造販売
〒 790-0963 松山市小坂5丁目13-5

TEL 089-946-3312
FAX 089-941-3693
URL http://www.shounanen.co.jp
E-mail shounan@d8.dion.ne.jp
（資） 1,000
（事） 茶卸・小売





茶／タイ、米国、マレーシア、欧州
抹茶、抹茶オーレ、ほうじ茶オーレ／
マカオ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

（従） 60

（株）ジラフホールディングス 〒 790-0842 松山市道後湯之町12-8
TEL 089-945-1133
FAX 089-945-1143
GIRAFE HOLDINGS
URL http://girafe-crepe.com
E-mail girafe@girafe-group.jp
（代） 近藤 将登
（資） 900
（従） 3







業務用食材／アジア、その他

業務用食材/アジア
アパレル／アジア

・アジア、その他/エリアFC契
約







柚子果汁／タイ
柚子製品、和栗製品／台湾
柚子製品／シンガポール

ワイン／ギリシャ



（事） クレープ店のチェーン本部運営

（株）城川ファクトリー
SHIROKAWA FACTORY CO., LTD.
（代） 浦田 透

（有）新栄食品
SHIN-EI FOODS.INC.
（代） 林 司朗

〒 797-1717 西予市城川町下相1008-1
TEL 0894-82-1100
FAX 0894-82-0888
URL http://shirokawa.jp
E-mail kinahaiya@shirokawa.jp
（資） 4,300
（従） 43
（事） 食品製造販売・温浴施設・宿泊施設
経営

（従） 40

（有）進藤重晴商店

〒 799-0431 四国中央市寒川町3797-1

SHINDO SHIGEHARU SHOTEN
CO., LTD.

TEL 0896-25-0313
FAX 0896-25-2620
URL http://www.miyone.com
E-mail info@p-l.jp

（代） 進藤 峰生

水幸苑（有）
SUIKOEN CO., LTD.
（代） 今田 富也



〒 791-1112 松山市南高井町952番地

TEL 089-970-1181
FAX 089-970-2411
URL http://shinei-shokuhin.com/about.html
E-mail info@shineishokuhin.com
（資） 1,200
（事） 製麺業務

（資） 300
（事） 菓子製造業


砂糖菓子／シンガポール、フィリピ
ン、フランス、米国、ドイツ

（従） 12

〒 798-3311 宇和島市津島町岩渕乙15番地

TEL 0895-32-3337
FAX 0895-32-3338
URL http://suppon-suikouen.jp
E-mail info@suppon-suikouen.jp




・すっぽん加工品（粉末製品）

（資） 300
（従） 19
（事） すっぽん養殖・加工販売

61
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

首藤酒造（株）
SUTO SHUZO CO., LTD.
（代） 首藤 壮一郎

（株）世起
SEIKI
（代） 今村 暢秀

一福百果・清光堂（株）
SEIKODO WAGASHI SHOP
（代） 益田 智恵

西南開発（株）
SEINAN KAIHATSU CO., LTD.
（代） 古知 剛

成龍酒造（株）
SEIRYO SYUZO CO., LTD.
（代） 首藤 洋

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1106 西条市小松町大頭甲312番地2

TEL 0898-72-2720
FAX 0898-72-3918
URL http://www.sukigokoro.co.jp
E-mail suto@sukigokoro.co.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

〒 791-3131 伊予郡松前町北川原1240-1

TEL 089-984-6658
FAX 089-984-1944
URL http://seiki-net.co.jp
E-mail seiki@seiki-net.co.jp
（資） 1,000
（事） 菓子製造

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



もち菓子／米国、中国、欧州

もち米／タイ

（従） 45

〒 799-1522 今治市東村南1-5-33

TEL 0898-48-0426
FAX 0898-55-8022
URL http://www.ichifuku-hyakka.com/
E-mail wanbune-leon@bronze.ocn.ne.jp
（資） 400
（事） 和菓子製造









みかんカステラ／香港
みかん大福／シンガポール

・アジア、欧州/買取販売

・アジア、欧州/レストラン等
のデザートとして

（従） 5

〒 796-0293 八幡浜市保内町宮内1-300-1
TEL 0894-36-0651
FAX 0894-36-0030
URL http://www.seinankaihatsu.co.jp
E-mail t.kochi@seinankaihatsu.co.jp
（資） 7,500
（従） 116
（事） 加工食品製造・物流・清涼飲料水製
造販売



〒 799-1371 西条市周布1301-1



TEL 0898-68-8566
FAX 0898-68-7103
URL http://www.seiryosyuzo.com
E-mail info@seiryosyuzo.com



冷凍パイ／台湾



清酒／米国、中国、韓国、シンガポー
ル、マレーシア、オーストラリア

（資） 3,000
（従） 8
（事） 清酒、リキュール製造販売

フラックスシードオイル／ニュージー
ランド
マヌカハニー／ニュージーランド

仙味エキス（株）

〒 795-0021 大洲市平野町野田779-2





SENMI EKISU CO., LTD.

TEL 0893-24-6878
FAX 0893-23-2092
URL http://www.senmiekisu.co.jp

調味料／韓国、台湾、タイ、マレーシ
ア、オーストラリア、米国

魚介類／韓国、中国、ベトナム、タ
イ、オーストラリア、米国、チリ、メ
キシコ、ロシア

（資） 9,000
（従） 123
（事） 食料品製造業 業務用エキス調味料
及び機能性食品素材の製造販売
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・インドネシア（ジャカルタ）
/現地法人/2014年12月/魚肉
ソーセージの生産・販売



（代） 筬島 克裕

出

（資） 1,000
（従） 6
（事） 清酒・焼酎製造

水素発生器／英国、アラブ首長国連邦

（代） 内海 満理奈

進

清酒



ZERO CO., LTD.

外



〒 790-0011
松山市千舟町4丁目4番地1 ｸﾞﾗﾝﾃﾞｨｱ千舟
TEL 089-921-9997
FAX 089-921-9992
URL http://www.zero-jp.net
E-mail goannai@zero-jp.net
（資） 1,000
（従） 9
（事） 健康補助食品、輸入食品、化粧品等
の企画及び卸販売、健康機器の卸販
売

（株）ゼロ

海

インド
ネシア





・米国（ニューヨーク州）/現
地法人/2007年4月/清酒の輸
入販売
・米国（カリフォルニア州）/
現地法人/2007年4月/清酒の
輸入販売

・香港/代理店契約
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ソルフィンカ
SOLFINCA CO., LTD.
（代） 沖野 光子

（株）大愛
TAIAI CO., LTD.
（代） 宮部 真司

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0847 松山市道後緑台5-25

TEL 089-989-2416
FAX 089-907-2417
URL http://www.solfinca.co.jp
E-mail info@solfinca.co.jp
（資） 300
（事） 輸入卸売販売

〒 792-0856 新居浜市船木1727-2

TEL 0897-43-9000
FAX 0897-43-2639
URL http://www.taiai.co.jp
E-mail info@taiai.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





製菓材料／チリ

・チリ（ロサンヘルス）/委託
契約、技術提携/PB商品の製
造





外国人
の採用









スピルリナ／インド





納豆／香港、ベトナム、タイ、オラン
ダ、スペイン、ドイツ、オーストラリ
ア、米国、イタリア

大豆／米国、カナダ

・タイ（バンコク）/代理店契
約





冷凍水産加工品／タイ、シンガポール

水産加工品／東南アジア

〒 794-0056 今治市南日吉町2丁目1－15
FAX 0898-35-0840
（資） 500
（従） 1
（事）





海産物／香港

繊維製品／中国

〒 798-0053 宇和島市小池1679-2







真鯛ラウンド／アジア、欧州、米国
真鯛フィーレ(冷凍)／アジア、欧州、
米国

・シンガポール

・シンガポール、アジア、米国
、欧州/代理店契約

DAIICHI-GASU CO., LTD.
NATTOH-YA DIVISION

（資） 1,000
（従） 10
（事） 納豆製造、販売

（株）ダイイチフーズ

〒 799-1521 今治市古国分1-1-33

DAIICHI FOODS CO., LTD.

TEL 0898-47-2272
FAX 0898-47-4676
E-mail y-yoshii@d1-foods.co.jp

TAISEI CO., LTD.

品目／国・地域

入



〒 791-8036 松山市高岡町148番地1

（株）大晟

輸

（資） 2,000
（従） 25
（事） アガリクスの人工栽培・加工、健康
食品および一般食品の製造販売、椎
茸の菌床栽培・加工・販売

TEL 089-972-4303
FAX 089-973-0553
E-mail nattohya@mue.biglobe.ne.jp

（代） 吉井 洋補

出

（従） 1

大一ガス（株）納豆屋事業部

（代） 稲葉 隆一

輸

（資） 1,000
（事） 食品製造販売


中国

（従） 40

TEL 0898-35-0839



（代） 山崎 文雄
（株）タイチ

（代） 徳弘 多一郎

（株）ダイニチ
DAINICHI CORP.
（代） 玉留 一

TEL 0895-28-0248
FAX 0895-28-0956
URL http://taichiro-kun.com
E-mail munabire@taichiro-kun.com
（資） 500
（事） 真鯛養殖業

（従） 6

〒 798-0084 宇和島市寄松甲1385

TEL 0895-27-3200
FAX 0895-27-3202
URL http://www.dainichi-ff.co.jp
E-mail dainichi@dainichi-ff.co.jp
（資） 18,400
（従） 139
（事） 水産養殖用飼料・水産加工品製造販
売、鮮魚・精製飲料水販売
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養殖魚（ブリ、タイ、カンパチ、ヒラ
メ、シマアジ、スズキ、マグロ等）の
ラウンド、フィレ、その他魚介類、野
菜、果物他／タイ、香港、マカオ、シ
ンガポール、米国、カナダ、アラブ首
長国連邦

養殖いけす、養殖用魚網の針金／オー
ストラリア
魚粉／チリ、ペルー
魚油／ノルウェー、チリ
エビ魚粉／ノルウェー

・米国（カリフォルニア州）/L
A支店/2007年11月/養殖漁業
に関する情報収集

・オーストラリア（タスマニア
）/代理店契約/プラスチック
いけすの日本市場への販売
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愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

武田酒造（株）
TAKEDA BREWING CO., LTD.
（代） 武田 吉雄

（株）タツノコ
TATSUNOKO CO., LTD.
（代） 内海 伸彦

（株）地域法人 無茶々園

（代） 大津 清次

（株）中温
CHUON CO., LTD.
（代） 大澤 邦夫

千代の亀酒造（株）
CHIYONOKAME-SHUZO CO., LTD.
（代） 岡田 将太朗

辻水産（株）
TSUJI FISHERIES INC.
（代） 客永 玲二

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1301 西条市三芳1507

TEL 0898-66-5002
FAX 0898-66-2577
URL http://www.yamatogokoro.co.jp
E-mail takeda@yamatogokoro.co.jp
（資） 1,000
（事） 清酒製造販売

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


清酒／香港、シンガポール

（従） 6



〒 799-1341 西条市壬生川1047-2

TEL 0898-64-5438
FAX 0898-64-6241
URL http://www.kurobaranori.co.jp
E-mail info@kurobaranori.co.jp



干海苔/韓国

ベトナ
ム

（資） 3,000
（従） 16
（事） 干海苔・青のり









農産加工品／ベトナム

コショウ／ベトナム

・ベトナム（ダクラク省バンメ
トート市）/現地法人/2013年
8月/農産物等の輸出入

・ベトナム/農産物の輸出入

〒 790-0036 松山市小栗1-2-28
TEL 089-943-5211
FAX 089-941-8026
URL http://chuon.co.jp
E-mail info@chuon.co.jp
（資） 1,000
（従） 109
（事） 缶・瓶・袋詰農産食品、栗渋ポリ
フェノール、有機JAS対応微生物資
材、FNRチルド野菜の製造販売





栗、添加物・包材／中国
環境微生物／中国、マレーシア、タ
イ、台湾、オーストラリア
マロンポリフェノール／台湾

缶・瓶詰めむき栗、冷凍農水産食品、
冷蔵加工野菜、栗渋皮の抽出物（FO）
／中国
むき栗／韓国

〒 795-0303 喜多郡内子町平岡甲1294番地1
TEL 0893-44-2201
FAX 0893-43-1036
URL http://www.chiyonokame.com
E-mail tabi@chiyonokame.com
（資） 20,000
（従） 8
（事） 清酒製造業





清酒／中国、香港、スイス、米国、フ
ランス、シンガポール、ルクセンブル
グ、台湾、ドイツ
リキュール/ドイツ

・米国（デンバー）/清酒製造
に関する情報交換。/現地輸
入業者の紹介、協同プロモー
ションの企画

〒 798-0003 宇和島市住吉町3-1-1



〒 797-0113 西予市明浜町狩浜3-134

TEL 0894-65-1417
FAX 0894-65-1638
URL http://www.muchachaen.com
E-mail ootsij@roukyou.gr.jp


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 6,000
（従） 26
（事） 農産物・海産物等の小売及び販売

TEL 0895-24-6161
FAX 0895-24-6176
URL http://tsujisuisan.jp
E-mail info@tsujisuisan.jp
（資） 1,000
（従） 65
（事） 魚介類の販売（加工品含む）、養殖
餌飼料及び薬品の販売、魚介類の養
殖、貨物の陸上運送業、海上運送業
及び船舶の賃貸業
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ﾍﾞﾄﾅﾑ




米国



本鮪/米国、中国、シンガポール、タイ
真鯛/中国
鰤/中国、シンガポール
シマアジ/中国

68

愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）テイクワン
TAKE ONE CO., LTD.
（代） 小畠 源

（株）ディック
DIK CO., LTD.

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0024 今治市共栄町2-2-20

TEL 0898-24-2020
FAX 0898-33-2244
URL http://www.e-takeone.com
E-mail obatake@e-takeone.com

輸

出

輸

品目／国・地域



入

品目／国・地域



タオル等／香港

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





・アセアン/飲食関係

・台湾、タイ、香港/飲食

外国人
の採用

（資） 1,000
（従） 9
（事） 映像制作、飲食店関係
〒 791-8022 松山市美沢1丁目9－1
FAX 089-994-5443
（資） 1,000
（従） 5
（事） 貿易事業、飲食事業







農業資材／東南アジア

雑貨品／東南アジア

・貿易／東南アジア

〒 798-0060
宇和島市丸ノ内5丁目4番10号 3F
TEL 0895-28-6671
FAX 0895-28-6672
URL http://c-decora.com/
E-mail hirai@c-decora.com
（資） 50
（従） 5
（事） プリントクッキーの企画・デザイン
制作・プリント・販売







プリントクッキー／東南アジア、欧米

・東南アジア、欧米/プリント
クッキー

・東南アジア、欧米/プリント
クッキー

〒 798-0102 宇和島市三浦西5121-9







TEL 089-994-5440

（代） 大亀 孝裕
（株）デコレ
DECORA
（代） 平井 文敏

（有）土居真珠
DOI PEARL CO., LTD.
（代） 土居 一徳

東陽製菓（株）
TOUYOUSEIKA
（代） 野島 尚

とらや水産
TORAYA SUISAN

TEL 0895-29-0011
FAX 0895-29-0297
http://www.doi-pearl.co.jp
URL
E-mail mail@doi-pearl.co.jp



真珠／米国



・米国、シンガポール/真珠販
売

（資） 300
（従） 4
（事） 真珠の加工及び販売
〒 799-1371 西条市周布243番地1
TEL 0898-64-2045
FAX 0898-64-3447
URL http://www.touyouseika.jp/
E-mail shiraishi@touyouseika.jp
（資） 1,200
（従） 30
（事） 米菓製造



〒 798-4212 南宇和郡愛南町下久家28-1
FAX 0895-82-0422
（資） （従） 8
（事） タイ・スズキの養殖





タイ／韓国

中間スズキ／中国

〒 796-0088 八幡浜市1029







じゃこ天／中国、台湾、フィリピン、
米国、カナダ

・中国、台湾、フィリピン、米
国、カナダ/じゃこ天

・中国、台湾、フィリピン、米
国、カナダ/じゃこ天

TEL 0895-82-0022



黒豆おかき、浮千鳥/英国、米国、台湾
昆布あられ/英国

（代） 山下 勇造
（有）鳥津蒲鉾店
TORIZU KAMABOKO INC.
（代） 鳥津 康孝

TEL 0894-22-2009
FAX 0894-24-6448
URL http://www.jyako.com
E-mail toriyasu@jyako.com
（資） 300
（従） 9
（事） 水産加工販売業（じゃこ天、蒲鉾、
ちくわ等水産練り製品の製造販売）

69

70
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農水産品・飲食料品
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

中城本家酒造（名）

〒 797-1713 西予市城川町嘉喜尾1319

NAKASHIRO HONKE SHUZOU
GENERAL PARTNERSHIP COMPANY

TEL 0894-82-0146
FAX 0894-82-0074
E-mail shorikawagou@mc.pikara.ne.jp

（代） 中城 英敏
（株）中野本舗
NAKANO HONPO CO.,LTD
（代） 中野 恵太

（代） 宮内 圭三
新居浜青果（株）
NIIHAMA SEIKA CO., LTD.

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


清酒／シンガポール

（資） 300
（従） 4
（事） 清酒の製造・販売
〒 790-0011 松山市井門町1331-1

TEL 089-958-3355
FAX 089-958-3939
URL http://www.usuzumi.co.jp
E-mail info@usuzumi.co.jp



（資） 1,000
（従） 35
（事） 和菓子製造販売

（株）南予ビージョイ 本社水 〒 798-0087 宇和島市坂下津甲381-91
TEL 0895-22-7300
FAX 0895-25-2877
産事業部
http://www.nanyo-bejoy.co.jp
URL
NANYO BEJOY CO., LTD.,
E-mail info@nanyo-bejoy.co.jp
HEAD OFFICE FISHERIES
DIVISION

輸









活タイ／韓国

養殖用稚魚／中国

・インド他アジア、米国/活魚
取引および水産物加工事業

・インド、インド他アジア、米
国/取引全般についての提携
、サポート


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 1,000
（従） 140
（事） 飼料卸販売、畜産物加工販売、水産
物販売



〒 793-0005 西条市船屋乙110-1
FAX 0897-53-3351
（資） 9,900
（従） 20
（事） 青果物および花卉市場の卸売業

TEL 0897-53-3322



バナナ、アスパラガス／フィリピン
オレンジ、レモン／米国
ブロッコリー／米国、中国

（代） 小野 明
日墨貿易(株)
JAPON MEXICO TRADE CO.,LTD
（代） 和田 博文

〒 791-0211 東温市見奈良619番地8

TEL 089-990-1172
FAX 089-990-1173
URL http://jpnmex.web.fc2.com
E-mail jpnmex@crest.ocn.ne.jp







コーヒー豆/メキシコ（オアハカ州）

・メキシコ（オアハカ）/駐在
員事務所/2018年5月/コーヒ
ー豆の仕入れ、輸送アレンジ



（資） 100
（従） 3
（事） メキシコ国内産地よりコーヒー（生
豆）他の輸入
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

日本食研ホールディングス
（株）
NIHON SHOKKEN HOLDINGS
CO., LTD.
（代） 大沢 一彦

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1582 今治市富田新港1丁目3番地

TEL 0898-24-1881
FAX 0898-24-1631
URL http://www.nihonshokken.co.jp
（資） 38,800
（従） 724
（事） ブレンド調味料及び加工調理食品の
販売・研究開発、持株会社としての
グループ戦略立案及び各種事業会社
の統括管理

73

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









食品（調味料）／韓国、台湾、中国、
香港、タイ、シンガポール、ドイツ、
米国、オーストラリア

食品（冷凍食品）／中国、タイ、ベト
ナム

・ドイツ（デュッセルドルフ）
/支店/1989年6月/複合調味料
、その他食品の販売
・香港（香港）/支店/1991年6
月/複合調味料・その他食品
の販売
・タイ（バンコク）/駐在員事
務所/2003年7月/販売促進、
情報収集
・米国（カリフォルニア州トー
レンス）/現地法人/1988年2
月/複合調味料・その他食品
の販売
・米国（カリフォルニア州サン
フランシスコ）/現地法人/20
11年4月/複合調味料・その他
食品の製造販売
・米国（カリフォルニア州ウエ
ストサクラメント）/現地法
人/2006年9月/複合調味料・
その他食品の製造販売
・米国（ニュージャージー州）
/現地法人/2006年10月/複合
調味料・その他食品の製造販
売
・米国（テキサス州）/現地法
人/2013年2月/複合調味料・
その他食品の製造販売
・米国（イリノイ州）/現地法
人/2012年10月/複合調味料・
その他食品の製造販売
・中国（江蘇省蘇州）/現地法
人/2007年1月/複合調味料・
その他食品の製造販売
・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2001年9月/複合調味料・
その他食品の製造販売
・中国（上海）/現地法人/2002
年10月/複合調味料・その他
食品の製造販売
・中国（北京）/現地法人/2009
年4月/複合調味料・その他食
品の製造販売
・中国(広東省広州)/現地法人/
2014年8月/複合調味料・その
他食品の製造販売
・台湾（台北）/現地法人/1986
年2月/複合調味料・その他食
品の販売
・台湾（高雄）/現地法人/2008
年9月/複合調味料・その他食
品の販売
・台湾（台中）/現地法人/2013
年9月/複合調味料・その他食
品の販売
・英国（ロンドン）/支店/2008
年5月/複合調味料・その他食
品の販売
・韓国（ソウル）/支店/2009年

・タイ（バンコク）/委託契約/
食品（粉体調味料）製造

74

外国人
の採用


中国
韓国
台湾
ﾏﾚｰｼｱ
ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
タイ

愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ニュウズ
NEWS LTD.
（代） 土居 裕子

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

〒 796-0305 西宇和郡伊方町河内1448-1
TEL 0894-38-2165
FAX 0894-38-2150
URL http://www.news-mikan.com
E-mail news-co@crest.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 20
（事） 柑橘類の生産販売（農業生産法人）

（株）野村町地域振興センター 〒 797-1212 西予市野村町野村12-619
TEL 0894-72-3351
FAX 0894-72-3382
URL http://whitefarm.fan-site.net/
E-mail white.f@jeans.ocn.ne.jp
（代） 兵頭 仁志
（資） 36,925
（従） 15

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
4月/複合調味料・その他食品
の販売
・シンガポール（シンガポール
）/支店/2009年8月/複合調味
料・その他食品の販売
・中国（江蘇省南通）/現地法
人/2016年6月/複合調味料・
その他食品の製造販売





温州みかん、清見タンゴール、不知
火、甘平、せとか、温州みかんジュー
ス／台湾

・台湾（台北）/現地法人/2013
年9月/営業拠点、情報収集



海外企業との提携
国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


ﾍﾞﾄﾅﾑ





アイスクリーム

（事） 乳製品製造・販売、飲食店経営

伯方塩業（株）
HAKATA SALT CO., LTD.
（代） 石丸 一三

(株)ハタダ
HATADA LTD.
（代） 畑田 康裕

八水蒲鉾（株）
HASSUIKAMABOKO CO.,LTD
（代） 富久保 仁志

ピーコックフーズ（株）
PEACOK FOODS CO., LTD.
（代） 近藤 正典

〒 790-0067 松山市大手町2丁目3番地4

TEL 089-943-4140
FAX 089-943-9671
URL http://www.hakatanoshio.co.jp
E-mail info@hakatanoshio.co.jp
（資） 9,448
（従） 160
（事） 『伯方の塩』の製造・販売

〒 792-0856 新居浜市船木甲2131番地

TEL 0897-41-4141
FAX 0897-41-4142
URL http://www.hatada.co.jp
E-mail hatada-matsuyama089@nifty.com





塩／中国、香港、タイ、シンガポー
ル、フィリピン、インドネシア、マ
レーシア、インド、台湾、オーストラ
リア、ニュージーランド、米国、カナ
ダ、英国、オランダ、ドイツ、フラン
ス、ロシア、アラブ首長国連邦

天日海塩／メキシコ、オーストラリア









行っているが実績がまだない
菓子（焼菓子）/香港、台湾

・中国、タイ、ベトナム/フラ
ンチャイズシステム

・香港、台湾、タイ/代理店契
約


ベトナ
ム

（資） 9,600
（従） 325
（事） 菓子の製造販売
〒 796-0201 八幡浜市保内町川之石1-242-4
TEL 0894-36-3500
FAX 0894-36-3155
URL http://www.hassui.jp/
E-mail s-suehiro@hassui.jp
（資） 3,069
（従） 130
（事） 魚肉練り製品・惣菜・水産加工品・
冷凍食品の製造販売





かまぼこ／シンガポール、韓国、台
湾、香港
じゃこ天/シンガポール、台湾、香港
ちくわ/アラブ首長国連邦、シンガポー
ル、台湾、香港

スケソウダラすり身／米国
イトヨリダイすり身/インド、ベトナ
ム、タイ

〒 793-0003 西条市ひうち3-52
TEL 0897-55-4334
FAX 0897-55-4329
URL http://www.peacock-f.co.jp
（資） 1,000
（従） 65
（事） 食鳥加工業





75





・香港、台湾、ベトナム/食鳥
加工品
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中国

愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ビージョイ
BEJOY
（代） 宮内 圭三

秀長水産（株）
HIDECHO SUISAN CO., LTD.
（代） 近藤 秀夫

（株）フジ・アグリフーズ

（代） 河野 俊之

（株）藤田精麦
FUJITA SEIBAKU CO., LTD.
（代） 藤田 貴美恵

（株）プログレス
PROGRESS CO., LTD.
（代） 川端 康隆

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0962 松山市枝松5-8-12

TEL 089-945-3312
FAX 089-947-1470
URL http://bejoy.jp/
E-mail hyoudou@bejoy.jp

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


中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 3,000
（従） 374
（事） 食肉処理業、食肉製品製造業、惣菜
製造業
〒 798-0005 宇和島市築地町2-6-24

TEL 0895-25-3305
FAX 0895-22-1808
URL http://www.hidecho.co.jp
E-mail takeaki.k@hidecho.co.jp
（資） 1,000
（従） 94
（事） 天然魚、養殖魚、水産物加工品等の
販売
養殖魚に必要な餌、飼料、資材、
薬、その他色々









養殖魚、天然鮮魚、水産物加工品/北
米、香港、ロシア、アラブ首長国連
邦、他
水産物加工原料/中国、台湾、他

冷凍餌/中国、他

・米国、香港、他/支店、駐在
員事務所

・米国、中国、その他/現地営
業、他/販売、営業、他

〒 793-0053 西条市洲之内甲638

TEL 0897-56-2095
FAX 0897-56-2097
URL http://mugi-shikoku.co.jp
E-mail info@mugi-shikoku.co.jp


ベトナ
ム



〒 791-8016 松山市久万ﾉ台384-1
TEL 089-924-2152
FAX 089-923-2436
URL http://www.fuji-agri.com
E-mail 91300@fuji-agri.com
（資） 1,000
（従） 110
（事） 青果物の仲卸売業

オレンジ/米国
グレープフルーツ/米国、南アフリカ共
和国
バナナ/フィリピン、エクアドル
アボカド/メキシコ





はだか麦製品／香港
麦菓子、麦味噌、はだか麦茶／タイ

とうもろこし／米国、ブラジル
大麦／オーストラリア、米国、カナダ

（資） 1,000
（従） 12
（事） 精麦、飼料製造販売、食品・菓子販
売
〒 791-0054
松山市空港通3-6-34 ｳｴｽﾄﾋﾞﾙ松山2F
TEL 089-972-7033
FAX 089-972-7022
URL http://www.activewater-shop.com/
E-mail pro-kawa@mbn.nifty.com
（資） 1,000
（従） 3
（事） 清涼飲料水製造販売業、宅配水・
ウォーターサーバー事業

ベストプラネット（株）愛媛工 〒 799-3105 伊予市下三谷241-1
TEL 089-982-0200
FAX 089-983-4384
場
URL http://www.bestplanet.co.jp
BESTPLANET CO., LTD.,
EHIME FACTORY

輸


PCボトル（ガロンボトル）／台湾
ウォーターサーバー（温冷水サー
バー）／韓国





乾椎茸／中国

中国

（資） 3,000
（従） 90
（事） 削り節・乾物製造卸販売

（代） 木村 誠
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）別子飴本舗
BESSHI AME HOMPO CO., LTD.
（代） 越智 秀司

ベルグアース（株）
BERGEARTH
（代） 山口 一彦

（株）母恵夢本舗
POEME HONPO CO., LTD.
（代） 岡田 俊三

（株）程野商店
HODONO SHOTEN CO., LTD.
（代） 程野 裕貴

（株）マエダ
MAEDA CO., LTD.
（代） 前田 耕作

増永食品（株）
MASUNAGA SHOKUHIN CO., LTD.
（代） 増永 善裕

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 792-0886 新居浜市郷2-6-5

TEL 0897-45-1080
FAX 0897-45-0040
URL http://www.be-ame.co.jp
E-mail sales@be-ame.co.jp
（資） 1,000
（事） 菓子製造業

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



菓子／米国、シンガポール

（従） 24

〒 798-3361 宇和島市津島町北灘甲88-1

TEL 0895-20-8231
FAX 0895-32-6183
URL http://www.bergearth.co.jp
E-mail info-berg@bergearth.co.jp







園芸資/中国、韓国

園芸資材／ドイツ

・中国（山東省青島即墨市）/
現地法人/2014年11月（子会
社化）/野菜苗及び花苗の生
産









和菓子（ポエム、純生入り大福）／シ
ンガポール

食品原料／中国他

・アジア/和洋菓子製造販売

・シンガポール/代理店契約

（資） 33,149
（従） 265
（事） 野菜苗の生産・販売、農業資材等の
仕入販売
〒 794-0037 今治市黄金町5-2-10

TEL 0898-32-5661
FAX 0898-31-5366
URL http://www.poemehonpo.co.jp
E-mail poemehonpo_web@poemehonpo.co.jp



〒 791-8036 松山市高岡町285-1
TEL 089-971-3233
FAX 089-971-0564
URL https://www.matsuyamaage.co.jp/
E-mail soumu@matsuyamaage.co.jp
（資） 3,000
（従） 39
（事） 油あげ製造販売業
（松山あげ）



〒 798-0027 宇和島市柿原甲1059
TEL 0895-22-2211
FAX 0895-20-1125
URL http://www.an-maeda.co.jp
E-mail info@an-maeda.co.jp
（資） 2,500
（従） 30
（事） 食品製造業





片栗粉、黒大豆、きなこ、パンケー
キ、雑穀ごはんの素、十穀めん／米国
ギャバ、きなこ、十六穀めん／中国

加工澱粉／フランス
大豆／カナダ

〒 791-3131 伊予郡松前町大字北川原2028-1







アーモンド小魚、クルミ味付加工品／
香港

キス骨／タイ

・アセアン、欧州、米国／委託
加工





TEL 089-984-1527
FAX 089-984-1526
URL http://www.masunaga-s.com
E-mail yokumitene@quartz.ocn.ne.jp



松山あげ キザミ／米国、シンガポー
ル、タイ、中国(上海）、台湾
松山あげ 小判/タイ

（資） 1,500
（従） 70
（事） 農水産物の一次処理した乾燥材料
を、素材の持ち味を生かした加工
（味付・乾燥等)をして出荷
〒 796-0301 西宇和郡伊方町湊浦1003-2

MATSUDA SHUZOU CO., LTD.

TEL 0894-38-1111
FAX 0894-38-1110
E-mail shinzo@etude.ocn.ne.jp

焼酎／タイ

（資） 1,000
（従） 3
（事） 清酒・焼酎（粕取、栗、芋、麦、そ
ば、清酒取）製造販売

79

80


中国
韓国
ベトナ
ム

（資） 1,000
（従） 150
（事） 和洋菓子製造販売

松田酒造（株）

（代） 松田 眞造

輸



愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

松山青果（株）
MATSUYAMA SEIKA CO., LTD.
（代） 西原 洋

（株）マルウ水産
MARUU SUISAN CO., LTD.
（代） 宇都宮 一彦

マルトモ（株）
MARUTOMO CO., LTD.
（代） 明関 和雄

（株）ミーティン・クラフト
MEETING CRAFT CO., LTD.
（代） 黒田 広美

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-8686 松山市久万ﾉ台348-1

TEL 089-924-1118
FAX 089-924-1141
URL http://www.matsuyamaseika.co.jp
E-mail kanri@matsuyamaseika.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

外国人
の採用


リンゴ/チリ
イチゴ、ブドウ/韓国、中国

（資） 6,500
（従） 60
（事） 青果物および青果物加工品の受託・
買付販売（卸売）
〒 796-0907 西予市三瓶町朝立2-125-1

TEL 0894-33-0391
FAX 0894-33-3632
URL http://www.maru-u.jp
E-mail red@maru-u.jp





水産加工品／シンガポール

（資） 300
（従） 3
（事） 鮮魚卸、小売、仕出し、加工品製
造・販売
〒 799-3192 伊予市米湊1696

TEL 089-982-1151
FAX 089-983-5480
URL http://www.marutomo.co.jp
E-mail info@marutomo.co.jp
（資） 10,000
（従） 311
（事） 食料品製造業、削り節、粉末だし、
液体だし、生珍味製造
〒 793-0010
西条市飯岡２２７２－２農事組合法人飯
盛会生産組合内

TEL 0897-55-2270
FAX 0897-47-6700
URL http://www.meetingcraft.jp/
E-mail info@meetingcraft.jp









花かつお、削りぶし、だしの素他／韓
国、中国、米国、タイ、マレーシア、
シンガポール、インドネシア、ベトナ
ム、台湾、ブラジル

冷凍鰹、節、冷凍水産物／インドネシ
ア、マレーシア、タイ、ベトナム、
フィリピン、欧州、米国、カナダ、チ
リ

・中国（上海）/現地法人/2010
年11月/OEM生産・販売

・東南アジア、欧州/花かつお
、削り節、だしの素、水産加
工品






ﾍﾞﾄﾅﾑ

里芋（V２）、太天柿、絹かわなす／マ
カオ
だし醤油、ゆずポン酢/フランス

（資） 150
（従） 5
（事） 農産物及び加工食品の販売・流通・
PR等とそれに関するコーディネート
業
〒 790-0848 松山市道後喜多町3－23
TEL 089-924-6616
FAX 089-924-3707
URL http://www.dogobeer.co.jp/
E-mail nikitatsu@dogobeer.co.jp
（資） 20,000
（従） 66
（事） 酒類製造業



(有)南四国ファーム

〒 799-3751 宇和島市吉田町沖村甲612-1



MINAMISHIKOKU FARM CO.,
LTD.

TEL 0895-52-0330
FAX 0895-52-1595
URL http://www.kinahaiya.jp
E-mail t.seike@kinahaiya.jp

水口酒造（株）
MINAKUCHI SHUZO CORPORATION
（代） 水口 義継

（代） 清家 寿章

清酒／香港、スイス
リキュール／台湾



柑橘ストレートジュース／米国（ハワ
イ）、タイ

（資） 820
（従） 30
（事） 柑橘類の生産、加工、販売

81
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農水産品・飲食料品
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）ミヤモトオレンジガーデ 〒 796-8050 八幡浜市川上町川名津甲388
TEL 089-989-3605
FAX 0894-22-3904
ン
http://www.orange-garden-inc.jp
URL
MIYAMOTO ORANGE GARDEN INC.
E-mail yasukuni.miyamoto@orange-garden-

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

（株）名水アイス

（代） 柴 誠治

〒 793-0030 西条市大町100-2

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


・香港、台湾、シンガポール、
マレーシア、カナダ/みかん
、柑橘類の販売



外国人
の採用





アイスクリーム／シンガポール、イン
ドネシア

（資） 1,000
（従） （事） アイスクリームの製造・販売



秘蔵しょうゆ／中国、スイス、英国、
台湾、フランス
秘蔵米酢／中国、スイス、台湾、フラ
ンス
えひめ果汁たっぷりぽんず／スイス、
台湾、フランス
麺つゆ／台湾、英国、フランス
ゆずジャム／オーストラリア、シンガ
ポール、フランス
麦みそ、ゆずみそ、ひしを、ドレッシ
ング、しゃぶだれ／台湾、マレーシ
ア、フランス
秘蔵米酢、えひめ果汁たっぷりポン酢
／英国
秘蔵みそ／中国、英国、マレーシア、
フランス
ゆず源(ドリンク)／台湾、マレーシア
ゆずドレッシング、和風ソース／シン
ガポール

大豆／カナダ、米国、ブラジル

森松水産冷凍（株）

〒 794-0032 今治市天保山町5-2-20





MORIMATSU SUISAN REITO
CO., LTD.

TEL 0898-33-1772
FAX 0898-31-6527
URL http://www.rumijapan.co.jp
E-mail sales@rumijapan.co.jp

ハマチ、マダイ、カンパチ、スズキ、
シマアジ、ヒラメ等の養殖魚、近海
魚、水産物冷凍品／米国、カナダ、オ
ランダ、スペイン、スイス、英国、ド
イツ、デンマーク、スウェーデン、ノ
ルウェー、ポルトガル、イタリア、
ポーランド、フィンランド、ロシア、
オーストラリア、中国、韓国、香港、
バーレーン、シンガポール、タイ、イ
スラエル、マレーシア、ドバイ、ヨル
ダン、ミャンマー

アトランティックサーモン／ノル
ウェー

（代） 森松 敏

海外企業との提携

・香港、台湾、シンガポール、
マレーシア、カナダ/みかん
、柑橘類の販売
・米国、欧州/みかん、柑橘類
加工品の販売



（代） 森 秀夫

出



〒 791-3301 喜多郡内子町内子2240-1
TEL 0893-44-3057
FAX 0893-44-4267
URL http://www.sutamago.net/
E-mail mori-sutamago@deluxe.ocn.ne.jp
（資） 2,776
（従） 12
（事） みそ、しょうゆ、食酢、飲料の製造
販売

森文醸造（株）

進

みかんジュース／中国、韓国、米国
調味料 塩みかん／フランス、スイ
ス、オーストラリア

（資） 999
（従） 10
（事） みかん・柑橘類の生産、加工、販売
GLOBAL GAP ASIA GAP 認証取得

TEL 0897-53-7630
FAX 0897-53-7631
URL http://meisui-ice.com/
E-mail meisui100@nifty.com

外



inc.jp

（代） 宮本 泰邦

海

（資） 9,500
（従） 90
（事） 魚類および水産品の加工、卸売、輸
出業
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）八木酒造部
YAGI-SHUZOBU CO., LTD.
（代） 八木 伸樹

(有)安岡蒲鉾店
YASUOKA KAMABOKO
（代） 安岡 一

安高水産（有）
YASUTAKA

CO., LTD.

（代） 安岡 高身

ヤマキ（株）
YAMAKI
（代） 城戸 善浩

（株）山口園芸
YAMAGUCHI ENGEI CO., LTD.
（代） 栗本 浩

（有）ゆうぼく
YUBOKU. INC
（代） 岡崎 晋也

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0042 今治市旭町3-3-8

TEL 0898-22-6700
FAX 0898-33-0276
URL http://www.yamatan.jp
E-mail info@yamatan.jp
（資） 1,575
（事） 日本酒製造業

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


日本酒／中国、香港、シンガポール、
台湾、カナダ、フランス、スイス等

（従） 12

〒 798-1133 宇和島市三間町中野中293

TEL 0895-58-2155
FAX 0895-58-2706
URL http://www.rpm.or.jp/yasuoka
E-mail yasuoka@rpm.or.jp





じゃこ天/タイ
ゴボ天、じゃこカツ/米国ハワイ

・タイ、ベトナム、米国、香港
、台湾/販路開拓



（資） 1,000
（従） 45
（事） 魚肉ねり製品製造業
〒 798-4342 南宇和郡愛南町深浦1888番地

TEL 0895-72-1310
FAX 0895-73-0377
URL http://www.yasutaka-suisan.co.jp
E-mail takami@yasutaka-suisan.co.jp
（資） 600
（事） 養殖業







（従） 30

〒 799-3194 伊予市米湊1698-6
TEL 089-982-1231
FAX 089-983-3212
URL http://www.yamaki.co.jp
（資） 10,000
（従） 721
（事） めんつゆ、だしの素、花かつおなど
の製造・販売









花かつお、だしの素、めんつゆ 等／
韓国、台湾、中国、米国

鰹節／中国、インドネシア、モルディ
ブ

・中国（上海）/現地法人/2008
年5月/当社商品の販売
・中国（上海）/現地法人/2014
年5月/液体製品生産
・韓国（仁川）/現地法人/2017
年4月/水産食料品生産
・米国（オレゴン州）/現地法
人/2018年3月/水産食料品生
産

・台湾/代理店契約
・中国（上海)/委託契約（生産
）





〒 798-3312 宇和島市津島町山財4925

TEL 0895-32-2116
FAX 0895-32-3165
http://www.e-nae.co.jp
URL
E-mail info-earth@e-nae.co.jp

・中国（山東省青島）/現地法
人/2013年4月/野菜、花苗、
青果物の販売


中国


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 2,500
（従） 84
（事） 堆肥・培養土の生産販売、野菜・花
苗の生産販売
〒 797-0045 西予市宇和町坂戸553-1

TEL 0894-62-5877
FAX 0894-62-5899
URL http://yuboku.jp
E-mail info@yuboku.jp







加工品／香港
精肉／シンガポール、香港、欧州

・東南アジア、米国、カナダ/
肉用牛の現地生産、現地加工
、販売、飲食

・東南アジア、米国、カナダ/
肉用牛の現地生産、現地加工
、販売、飲食

（資） 500
（従） 37
（事） 肉用牛の生産、精肉・加工品の卸・
小売販売、レストラン
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農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

雪雀酒造（株）
YUKISUZUME SHUZO CO., LTD.
（代） 猪野 敏朗

遊子漁業協同組合
YUSU FISHERIES COOPERATIVE
（代） 松岡 真喜男

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-2434 松山市柳原123

TEL 089-992-0025
FAX 089-993-0052
URL http://www.yukisuzume.com
E-mail info@yukisuzume.com
（資） 1,000
（事） 酒類製造業

〒 798-0103 宇和島市遊子2548番地

TEL 0895-62-0211
FAX 0895-62-0874
URL http://www.yusu.jp
E-mail info@yusu.jp

〒 797-1504 大洲市肱川町山鳥坂49

YORO CORPORATION

（資） 1,000
（事） 清酒製造業

〒 798-0006 宇和島市弁天町1-1-15

YOKOI CO., LTD.

TEL 0895-25-5700
FAX 0895-24-1130
E-mail wharf4510@gmail.com

YOSHUKOGYO CO., LTD.
（代） 三好 正忠

（株）ヨンキュウ
THE YONKYU CO., LTD.
（代） 笠岡 恒三

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







清酒／米国、オーストラリア、ニュー
ジーランド、香港、スイス、シンガ
ポール、台湾、中国

・米国、中国

・米国、中国

外国人
の採用







マダイフィーレ、ヒラメフィーレ／米
国







清酒／中国

・東南アジア、中国/代理店契
約/日本酒販売

（従） 2

ヨコイ（株）

（株）予州興業

輸

（資） 42,952
（従） 25
（事） 販売 購買 加工 利用 共済

TEL 0893-34-2352
FAX 0893-34-2390
E-mail yorosake@quolia.ne.jp

（代） 横井 俊哉

出

（従） 10

養老酒造（株）

（代） 山内 光郎

輸


スリミ／中国、タイ、インドネシア、
ミャンマー、米国、インド、アルゼン
チン、ニュージーランド、パキスタン
エビ／中国、ベトナム、タイ、インド
ネシア、インド、ニューカレドニア、
アルゼンチン
冷凍食品／中国、ベトナム、タイ、韓
国
沖アミ／韓国
赤アミ／中国、韓国

（資） 1,000
（従） 5
（事） 冷凍魚・冷凍食品卸売

〒 799-0101 四国中央市川之江町2529－34
TEL 0896-58-4002
FAX 0896-58-2479
URL http://www.yosyu.co.jp/
E-mail miyoshi@yosyu.co.jp
（資） 4,500
（従） 70
（事） 水産加工









水産加工品／シンガポール、米国、中
国、台湾

水産物／ノルウェー、中国、ベトナム

・米国/支店

・米国/レストラン等

〒 798-8691 宇和島市築地町2丁目318-235





鮮魚加工品／米国

生エサ、稚魚／中国

TEL 0895-24-4901
FAX 0895-24-0823
URL http://www.yonkyu.co.jp
E-mail soumu@yonkyu.co.jp
（資） 221,356
（従） 124
（事） 鮮魚販売、餌料・飼料販売、養殖用
稚魚の生産・販売
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ﾍﾞﾄﾅﾑ

愛媛県国際取引企業リスト2019

農水産品・飲食料品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）りーべる
LIBEL, INC.
（代） 藤岡 恵美子

（株）龍宮堂
RYUGUDO CO., LTD.
（代） 三好 正次郎

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1371 西条市周布1758-6

TEL 0898-68-7239
FAX 0898-68-7454
URL http://www.libel.jp/
E-mail horibata.fkk@ba.wakwak.com
（資） 50
（従） 2
（事） ブルーベリー生産販売及び加工品等
〒 791-3132 伊予郡松前町西高柳237-1

TEL 089-984-2621
FAX 089-984-2607
URL http://www.ryugudo.co.jp
E-mail sho@ryugudo.co.jp

（代） 林 全南

（有）ロンガ・フーズ
RONGA FOODS INC.
（代） 梅木 栄三郎

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

ブルーベリージュース／台湾
ブルーベリージャム／中国
ブルーベリー寒天ゼリー／シンガポー
ル









ほたて貝ひも、あなご／台湾

えいひれ／ベトナム
あなご／中国
あじ/タイ

・シンガポール/現地販売
・ベトナム/従業員雇用

・シンガポール/現地販売









日本産お菓子、健康食品、日常生活用
品、酒類、飲料／中国
日本産日用雑貨/ニュージーランド
鮮魚/米国

生鮮菌茸類、青果物、生鮮・冷凍水産
物の輸入及び卸売／中国、ノル
ウェー、米国、カナダ、トルコ、韓
国、台湾、オーストラリア、メキシ
コ、香港

・中国（福建省厦門）/駐在員
事務所/鮮魚・青果物の出荷
に関する手続き・情報提供
・中国（上海）/駐在員事務所/
鮮魚・青果物の出荷に関する
手続き・情報提供
・中国（雲南省昆明）/駐在員
事務所/鮮魚・青果物の出荷
に関する手続き・情報提供
・オーストラリア（メルボルン
）/駐在員事務所/鮮魚・青果
物の出荷に関する手続き・情
報提供
・米国（ワシントン州）/駐在
員事務所/鮮魚・青果物の出
荷に関する手続き・情報提供


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 4,000
（従） 23
（事） 水産加工物の製造・販売

（株）林氏国際／（株）ニュー 〒 791-8023 松山市朝美1-6-25
TEL 089-911-2912
FAX 089-911-2922
スタンダード
URL http://newstandard.jp
LIN'S INTERNATIONAL
E-mail info@newstandard.jp
CORP./NEW STANDARD CO.,
LTD.

輸

（資） 1,000
（従） 13
（事） 農水産品、国際貿易、国際物流

〒 790-0952 松山市朝生田町2-2-25

TEL 089-931-4566
FAX 089-931-3061
URL http://www.rongafoods.co.jp
E-mail info@rongafoods.co.jp


中国


冷凍クレープ／香港

（資） 500
（従） 38
（事） 冷凍菓子（クレープ）製造・販売

（有）ワールド・ファーマーズ 〒 799-3752 宇和島市吉田町河内甲1471
TEL 0895-52-1937
FAX 0895-20-2721
WORLD FARMERS INC.
URL http://world-farmers.com
E-mail aguri@world-farmers.com
（代） 森崎 正
aguri@world-farmers.com







米（玄米）/全農に委託

チベッ
ト
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

（資） 1,300
（従） 8
（事） 米・柑橘生産販売
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石材・陶磁器
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

（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） 池内 大介

（株）石の大山
OYAMA STONE CORPORATION
（代） 大山 正憲

いよせき（株）
IYOSEKI CORPORATION
（代） 白木 秀典

オチ新瓦産業（株）

（代） 越智 浩一

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


パーライト（土の原料）／中国
ピートモス（土の原料）／欧州









介護関連機器／中国、韓国、東南アジ
ア
環境整備機器／中国、韓国、東南アジ
ア

墓石、石材／中国

・中国、韓国、東南アジア/介
護事業、環境整備事業

・中国（北京）/技術提携（技
術供与、技術導入）/石材、
葬祭、介護事業

〒 793-0003 西条市西ひうち3-21







伊予青石／アジア、欧州、米国

石製品／中国、ポルトガル

・中国（福建省福清）/駐在員
事務所/1994年1月/本社と支
入先との連絡業務、検品など

TEL 0897-55-1414
FAX 0897-56-1454
URL http://iyoseki.co.jp/
E-mail saijyo@iyoseki.co.jp

〒 799-2301 今治市菊間町佐方39番地

TEL 0898-54-2394
FAX 0898-54-2178
URL http://www.ochishin.co.jp
E-mail ochishin@muse.ocn.ne.jp







いぶし瓦／ベトナム

・いぶし瓦販売及び施工

・ベトナム/代理店契約、技術
提携/瓦販売及び施工

（資） 1,000
（従） 8
（事） いぶし瓦製造・販売・施工

KINOSHITA KOGYO CO., LTD.

（資） 300
（従） 4
（事） レンガ、石材輸入卸売、コンクリー
トブロックの製造販売

（株）久門庭石

〒 793-0053 西条市洲の内甲474-1

KUMON NIWAISHI CO., LTD.

TEL 0897-56-2814
FAX 0897-56-2220
E-mail tk1414@dokidoki.ne.jp





花崗岩製品／中国
ヴィンテージレンガ／英国
アンティークレンガ／中国
レンガ製品／オーストラリア
石英岩製品／中国

・英国（ロンドン）/委託契約/
中古レンガ解体採取


石材、灯ろう／中国

（資） 1,000
（従） 5
（事） 石材・灯ろう等販売

（有）里窯

〒 791-2143 伊予郡砥部町川登1072番地

SATOGAMA

TEL 089-962-2802
FAX 089-962-4569
E-mail satogama@ever.ocn.ne.jp


磁器／中国
業務用食器／中国、シンガポール

（資） 300
（従） 8
（事） 磁器製造、オリジナル業務用食器生
産
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（資） 3,120
（従） 30
（事） 庭園、霊苑、建築資材の卸売

〒 795-0303 喜多郡内子町平岡1819-1

（代） 冨士原 博

輸

〒 799-0401 四国中央市村松町230-1
FAX 0896-24-5444
TEL 0896-23-5222
URL http://oyama-stone.com
E-mail oyama_stone@ybb.ne.jp
shirayuri@feel.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 3
（事） 墓石製造販売、霊苑開発、石材販
売、介護関連機器販売、環境整備機
器販売

TEL 0893-44-3518
FAX 0893-43-0484
E-mail sk-kinoshita@cnw.ne.jp

（代） 久門 博志

出

（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

（有）木下工業

（代） 木下 勝彰

輸
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石材・陶磁器
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（有）すこし屋
SUKOSHIYA CO., LTD.
（代） 松田 歩

（有）中央ストーン
CHUO STON
（代） 旭 啓二

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-2132 伊予郡砥部町大南826

TEL 089-962-1130
FAX 089-962-1130
URL http://www.sukoshiya.com
E-mail potter@sukoshiya.com
（資） 300
（事） 砥部焼製造

NITTO KOGYO CO., LTD.

〒 792-0050 新居浜市萩生1245-11

NITTO SEKIZAI KOHGYO
CORPORATION

TEL 0897-40-3363
FAX 0897-40-3362
URL http://nitto-g.co.jp
E-mail info@nitto-g.co.jp

東窯
HIGASHIGAMA
（代） 大東アリン

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



食器（磁器）/欧米等

・代理店

外国人
の採用


石材、石製品／中国





石材（御影石、大理石）／中国、イタ
リア

・中国/提携/石材の調達




石材／中国

（従） 25

〒 791-2133 伊予郡砥部町五本松885-21

TEL 089-962-7156
FAX 089-962-7156
URL http://alyne.jp
E-mail info@alyne.jp









陶磁器輸出販売／欧州、米国、アジア

・販売委託／欧州、米国、アジ
ア

（資） 100
（従） 3
（事） 磁器製造・販売

松峰商事（株）

〒 791-8042 松山市南吉田町2068-1

MATSUMINE SHOJI CO., LTD.

TEL 089-908-9211
FAX 089-908-9212
E-mail mrrrt387@ybb.ne.jp

（代） 韓 雪峰

外

（従） 12

日東石材工業（株）

（資） 1,000
（事） 石材小売業

品目／国・地域

海

（従） 4

〒 790-0047 松山市余戸南1-14-24

（資） 1,000
（事） 建築石材業

入



〒 799-0126 四国中央市下川町1010

（資） 500
（事） 石材業

輸

品目／国・地域

TEL 0896-56-4444
FAX 0896-56-9177
URL http://www6.ocn.ne.jp/~chuoston
E-mail chuoston@alpha.ocn.ne.jp

TEL 089-984-6755
FAX 089-984-6365
E-mail nitoh@sage.ocn.ne.jp

（代） 紙本 正文

出

（従） 8

日東工業（株）

（代） 山本 大丈夫

輸







大島石／中国

石材、タイル、シャンデリア等の装飾
品、扉／中国

・中国（福建省アモイ）/委託
契約（生産・加工）/日本の
大島石を現地石材業者にて加
工

（資） 500
（従） 5
（事） 石材、タイル輸入卸販売
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繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

(株)伊織
IORI CO.,LTD
（代） 村上 雄二

IKEUCHI ORGANIC（株）
IKEUCHI ORGANIC INC.
（代） 池内 計司

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0862 松山市湯渡町10番25号

TEL 089-997-7181
FAX 089-997-7802
URL http://www.i-ori.jp/
E-mail general.affairs.team@eightone.jp

〒 794-0084 今治市延喜甲762番地

TEL 0898-31-2255
FAX 0898-31-2274
URL http://ikeuchi.org
E-mail info@ikeuchi.org

〒 794-0832 今治市八町西4-1-6

ICHIHIRO CO., LTD.

ITO HIFUKU CO., LTD.
（代） 伊藤 彰
茨木縫製（株）
IBARAGI INC.
（代） 茨木

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





タオル/台湾、香港、中国

・台湾（台北）/代理店契約/今
治タオル販売店









タオル／香港、台湾、中国、英国、米
国、カナダ、オーストラリア、韓国、
フランス、デンマーク

原糸／インド、タンザニア

・米国（ニューヨーク州）/支
店(インストアショップ)/201
4年9月/タオル、寝具、ベビ
ー用品の販売、ニット製品/
（現在縮小）

・オーストラリア（シドニー）
/その他（ライセンス契約）/
OEM生産
・中国（北京）/その他（ライ
センス契約）/OEM生産







繊維製品とその原料／中国、ベトナ
ム、フランス

タオル等繊維製品／中国、ベトナム

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/1992年8月/繊維製品の製
造
・ベトナム（タイニン省チャン
バン県）/現地法人/2005年9
月/繊維製品の製造







作業服／中国、ベトナム

・ベトナム（ハノイ）/駐在員
事務所/2014年2月/現地事務
所

・中国（山東省乳山市）/委託
契約/OEM生産
・ベトナム（ナムディン）/委
託契約/OEM生産

〒 792-0842 新居浜市北内町3丁目12番25号
TEL 0897-41-7376
FAX 0897-41-3002
E-mail a-ito@ito-hifuku.co.jp
（資） 300
（従） 49
（事） 繊維製品

外国人
の採用




中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ


中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ



〒 793-0073 西条市氷見丙125番地1
TEL 0897-57-9881
FAX 0897-57-9966
URL http://www.anoe.jp/
（資） （従） （事） 縫製、裁断 無縫製ニット製造販売
靴下等小物

中国


タオル／台湾、中国

（資） 11,500
（従） 15
（事） 地場産業製品の販売

（有）ウィン・グロー

〒 796-0901 西予市三瓶町周木1-175-26

WING GROW CO., LTD.

TEL 0894-33-3005
FAX 0894-33-3478
E-mail katsumori@coral.ocn.ne.jp

（代） 勝盛 佐太郎

品目／国・地域

（資） 8,000
（従） 227
（事） 繊維製品の製造販売

（一財）今治地域地場産業振興 〒 794-0042 今治市旭町2丁目3-5
TEL 0898-32-3337
FAX 0898-32-8589
センター
URL http://izc.or.jp
IMABARI REGIONAL
INDUSTRIES PROMOTION CENTER E-mail info@izc.or.jp
（代） 菅 良二

輸

（資） 7,000
（従） 58
（事） タオル製造・販売

TEL 0898-23-6126
FAX 0898-23-6131
URL http://www.ichihiro.co.jp

（有）伊藤被服

出

（資） 5,000
（従） 172
（事） 今治タオル販売

一広（株）

（代） 越智 康行

輸

（資） 1,100
（事） 繊維製品加工







生地（縫製）／中国

雑貨製品／中国

・中国（山東省、威海）/委託
契約、技術提携

（従） 10
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繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）宇髙
UDAKA CORPORATION
（代） 宇髙 清

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0801 今治市東鳥生町5-25

TEL 0898-32-0235
FAX 0898-32-0847
URL http://www.udk.ne.jp/
E-mail info@udk.ne.jp

〒 794-0073 今治市矢田甲49-1

M-PLANNING CO., LTD.

TEL 0898-33-0160
FAX 0898-33-0613
E-mail manabe@kzh.biglobe.ne.jp

〒 797-1211 西予市野村町阿下7-152-1

OAK CO., LTD.

TEL 0894-72-0701
FAX 0894-72-0755
E-mail oak-01@mb.pikara.ne.jp

（株）大棟商事

（株）オリム
ORIM CO., LTD.
（代） 大西 寛

海野尾タオル（株）
KAINOO TOWEL CO., LTD.

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







原反 付属資材／インドネシア

帽子 衣料／インドネシア

・中国(上海）/現地法人/1993
年4月/帽子衣料製造
・インドネシア（ジョグジャカ
ルタ）/現地法人/2014年10月
/帽子衣料製造





国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

KAWAKAMI CO., LTD.
（代） 河上 浩
関西通商（株）
KANSAI TSUSHO CO., LTD.
（代） 村上 政嘉

の採用


中国









肌着、紳士服、婦人服、子供服、くつ
下、日常生活関連雑貨品／中国、ベト
ナム、台湾

・インド、インドシナ各国/雑
貨品の情報収集および輸入/
四国地区一次産品の輸出に関
する情報収集

・中国/その他（情報交換）
・ベトナム/その他（情報交換
）
・台湾/その他（情報交換）

〒 796-0003 八幡浜市大平1-787-1









衣類／中国

衣類／中国

・中国（山東省威海）/現地法
人/2005年8月/縫製工場

・中国（山東省威海）/委託契
約

（資） 3,000
（事） 衣類







タオル製品／中国、台湾、フランス

［本社所管］
・グループ会社/オランダ（ア
ムステルダム）/現地法人/２
０１７年１２月/グループ欧
州事業の推進

・中国/代理店契約/ECでの販売




中国

（従） 6

〒 794-0032 今治市天保山町5-3-1

TEL 0898-24-1121
FAX 0898-33-0339
URL http://www.orim.co.jp/
E-mail info@orim.co.jp
（資） 1,000
（従） 36
（事） タオル製品の企画・製造・販売
〒 799-1502 今治市喜田村2-3-20
TEL 0898-48-3310
FAX 0898-47-3229
（資） 1,000
（従） 30
（事） タオル製造





〒 794-0111 今治市玉川町中村甲493
TEL 0898-55-4136
FAX 0898-55-4028
E-mail h.kawakami@eh-kawakam.com
（資） 1,000
（従） 3
（事） 繊維製品加工









ワーキングウェア、ニット、カット
ソー、シャツ、スキーウェア（加工）
／ベトナム

ワーキングウェア、ニット、カット
ソー、シャツ、スキーウェア（加工）
／ベトナム

・ベトナム

・ベトナム（PHUTHOHalong)/委
託契約、技術提携

タオル製品／中国

中国

（代） 海野尾 亮介
（株）河上

外国人

タオル製品／中国

（資） 1,000
（従） 15
（事） 繊維製品、日用雑貨の卸販売

TEL 0894-22-1585
FAX 0894-24-7330
E-mail oomune@io.ocn.ne.jp
（代） 大棟 智司

輸

（資） 500
（従） 3
（事） タオル製品、生活雑貨

（株）OAK

（代） 今村 利隆

出

（資） 1,000
（従） 56
（事） 学童用帽子衣料製造販売

（有）エムプランニング

（代） 眞部 哲

輸

〒 799-2201 今治市大西町九王甲1881
TEL 0898-53-6300
FAX 0898-53-4618
E-mail ms-masa@m-pile.jp
（資） 1,000
（従） 6
（事） タオル製品卸売
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繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

楠橋紋織（株）
KUSUBASHI MONORI CO., LTD.
（代） 楠橋 功

５inch
5INCH
（代） 正岡 裕美

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0083 今治市宅間甲319

TEL 0898-32-4411
FAX 0898-32-4415
URL http://www.kusubashi.jp
E-mail dstar@kusubashi.jp
（資） 5,000
（事） タオル製造

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







タオル製品／台湾

タオル製品／中国

・中国（江蘇省南通）/現地法
人/1993年10月/タオル製造販
売









［本社所管］

［本社所管］

・中国（広東省中山）/現地法
人/1999年6月/縫製加工
・ベトナム（タインホア省）/
現地法人/2008年/縫製加工

・中国/その他（監査法人）
・ベトナム/その他（監査法人
）









外国人
の採用


中国

（従） 94

〒 790-0038
松山市和泉北2丁目7番30号
泉206号


ｴｽﾌﾟﾚﾝﾄﾞ和

バッグ／フランス

TEL 089-961-1149
FAX 089-961-1149
URL http://5inchbag.com
E-mail info@5inchbag.com
（資） 150
（従） 1
（事） バッグ、雑貨の製造、販売

（株）工房織座
KOBO ORIZA CO., LTD.
（代） 武田 正利

コンテックス（株）
KONTEX CO., LTD.
（代） 近藤 聖司

〒 794-0117 今治市玉川町鬼原甲55

TEL 0898-55-2564
FAX 0898-55-2584
URL http://www.oriza.jp
E-mail info@oriza.jp

〒 794-0083 今治市宅間甲854-1

TEL 0898-23-3921
FAX 0898-23-3922
URL http://www.kontex.co.jp
E-mail info@kontex.co.jp

〒 799-1522 今治市桜井1丁目2-48

SAKURAI COMPANY LIMITED.

SAKURA COTTON CO., LTD.
（代） 菊川 あずさ


タオル製品／欧州、アジア、オセアニ
ア地域

（資） 1,000
（従） 90
（事） 各種タオル製品、寝装品、インテリ
ア及びタオルウェアの製造販売

TEL 0898-48-0211
FAX 0898-47-2311
E-mail t.matsuura@bird.ocn.ne.jp

（株）さくらコットン

マフラー、ストール／台湾、米国、
オーストラリア、香港、シンガポー
ル、韓国

（資） 300
（従） 13
（事） 服飾雑貨（マフラー・ストール）の
企画・製造・販売
タオルの企画販売

（株）桜井

（代） 越智 均



（資） 2,000
（事） 縫製加工

（従） 26

〒 794-0058 今治市蒼社町1丁目3-47

TEL 0898-35-0175
FAX 0898-33-2608
URL http://www.sakura-cotton.com
E-mail sakuracotton.ehime@gmail.com

スタイ、ヒエトリパット、アイマスク
／フランス

（資） 100
（従） （事） タオル加工品の製造、販売

99
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繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

七福タオル（株）
SHICHIFUKU TOWEL CO., LTD.
（代） 河北 泰三

シンワ（株）
SHINWA CORP.
（代） 井上 和久

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1503 今治市富田新港1-2-2

TEL 0898-36-6020
FAX 0898-48-6066
URL http://www.shichifuku-towel.co.jp
E-mail taizo-k@shichifuku-towel.co.jp

〒 799-0113 四国中央市妻鳥町249-2

TEL 0896-58-1100
FAX 0896-58-1106
URL http://www.shinwacorp.co.jp
E-mail info@shinwacorp.jp

〒 794-0813 今治市衣干4-2-25

DAIWA SENKO CO., LTD.

〒 791-8043 松山市東垣生町841-1

KABUSIKIGAISHA TAKUTO NODA

TEL 089-973-7584
FAX 089-971-9518
E-mail t_noda@takutonoda.co.jp

TAKUBO & CO., LTD.
（代） 田窪 仁

田中産業（株）
TANAKA INDUSTRIES INC.
（代） 田中 良史

壷内タオル（株）
TSUBOUCHI TOWEL INC.
（代） 壷内 卓

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



タオル／台湾、タイ、中国、香港







不織布／中国、香港、シンガポール、
インドネシア

不織布製品、不織布加工品、フィルム
／中国、台湾、韓国、インドネシア

・中国（山東省費県）/現地法
人/1994年4月/不織布加工
・中国（山東省威海)/現地法人
/2009年9月/不織布生産･加工
・インドネシア（スラバヤ）/
現地法人/2014年10月/不織布
生産・加工







タオル等／中国

・中国（江蘇省南通）/現地法
人/1993年10月/染色整理業

中国


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 1,900
（従） 85
（事） 綿糸染晒加工、タオル・生地（綿布
等）染色、輸入タオル販売

（株）タクト野田

田窪（株）

輸

（資） 4,800
（従） 260
（事） 不織布製品の開発・製造・販売

TEL 0898-22-6180
FAX 0898-22-2243
URL http://www.daiwasenko.jp

（代） 野田 實

出

（資） 1,000
（従） 85
（事） タオル製造販売

大和染工（株）

（代） 青野 茂則

輸

（資） 2,000
（事） 下着製造


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（従） 13

〒 794-0015 今治市常盤町6丁目8-4

TEL 0898-32-5050
FAX 0898-31-9370
URL http://www.takubo-grp.co.jp
E-mail imabari@takubo-grp.co.jp







繊維商品／中国、ベトナム、フィリピ
ン

ミシン糸／中国

・中国（上海、中山）/現地法
人/199５年/工業用ミシン糸
販売
・ベトナム（ハノイ）/現地法
人/2011年11月/工業用ミシン
糸販売
・ベトナム（ホーチミン）/現
地法人/2014年8月/工業用ミ
シン糸販売

（資） 3,000
（従） 55
（事） 工業用ミシン糸及び縫製用副資材販
売

〒 799-1506 今治市東村5-1-35
TEL 0898-48-2225
FAX 0898-47-2882
URL http://www.goldpearl.co.jp/
E-mail info@goldpearl.co.jp
（資） 3,000
（従） 60
（事） タオル製品全般の企画･製造･販売



〒 794-0024 今治市共栄町4-6-11





タオル／台湾

綿糸／パキスタン

TEL 0898-22-5180
FAX 0898-22-5181
URL http://www.plantia.co.jp/
E-mail soumu@plantia.co.jp



タオル製品／韓国

（資） 1,000
（従） 7
（事） 綿糸卸、タオル製造卸

101

102

愛媛県国際取引企業リスト2019

繊維・繊維製品
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

帝人（株）松山事業所

〒 791-8530 松山市北吉田町77

TEIJIN LTD., MATSUYAMA
FACTORY

TEL 089-971-1000
FAX 089-971-6446
URL http://www.teijin.co.jp

（代） 村岡 剛

（資） 7,183,200
（従） 1,529
（事） 化学繊維及び樹脂の製造

東レ（株）愛媛工場

〒 791-3193 伊予郡松前町大字筒井1515

TORAY INDUSTRIES INC.,
EHIME PLANT

TEL 089-984-2121
FAX 089-984-7010
URL http://www.toray.co.jp

（代） 村地 敏

（株）トーヨ
TOYO CO., LTD.
（代） 渡邊 学

中忠（株）
NAKACHU.CO., LTD.
（代） 中村 仁

西染工（株）
NISHISENKOH CO.,LTD
（代） 山本 敏明

（株）ハートウエル
HARTWELL CORPORATION
（代） 木山 和也

（株）フィールドブルー
FIELD BLUE CO., LTD.
（代） 青野 映子

（資） 14,787,303
（事） 化学繊維製造

（従） 1,390

〒 799-1101 西条市小松町新屋敷甲2155-1

TEL 0898-72-5444
FAX 0898-72-5443
URL http://toyo-ltd.jp
E-mail toyo01@toyo-ltd.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

〒 794-0024 今治市別宮町4-5-18

〒 794-0027 今治市南大門町4-5-1

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





ポリエステルチップ／タイ
アラミド繊維／中国、オランダ、米国
ポリカーボネート樹脂／韓国、台湾、
中国、香港、米国
ポリカーボネートシート／台湾、米国

ポリエステルチップ／タイ
PPDA／中国、オランダ
MAP／インド
DMT／韓国
NDC／米国

［本社所管］
・アジア、北米、欧州等/各国
で繊維樹脂の製造・加工・販
売





ポリエステル短繊維／中国、インドネ
シア、マレーシア、タイ他
アクリル短繊維／中国、インドネシア
他
炭素繊維、逆浸透膜繊維／フランス、
米国他

アクリルニトリル、1.4-ブタンジオー
ル／米国
石炭／オーストラリア

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用




［本社
所管］







防護服、防炎服／台湾、中国、オース
トラリア

・中国/防護服の縫製・製造及
び販売
・ベトナム/防護服の縫製・製
造及び販売

・中国、台湾、オーストラリア
/販売等代理店契約、委託加
工契約/防護服製造、販売









タオル製品／中国、インドネシア、台
湾

タオル製品／中国、インドネシア

・中国（山東省青島）/現地法
人/2003年3月/タオル製品の
縫製・加工等
・インドネシア(スマラン)/現
地法人/2013年9月/貿易会社







生産設備（染色機械）／ドイツ、中国

・米国、ＥＵ/商品販売

（資） 1,000
（従） 21
（事） タオル製品の製造・卸

TEL 0898-22-2588
FAX 0898-23-8478
http://nishisenkoh.com
URL
E-mail info@nishisenko.jp

外



（資） 2,500
（従） 36
（事） 耐熱・耐切創作業用の身体防護を目
的とする保護具や防護服の製造販売

TEL 0898-32-7171
FAX 0898-32-7170
URL http://www.nakachu.co.jp
E-mail nakachu@nakachu.co.jp

海


ﾍﾞﾄﾅﾑ


中国


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 1,000
（従） 55
（事） 綿製品企画・製造・加工
〒 799-1607 今治市朝倉上1050番地1
TEL 0898-56-3888
FAX 0898-56-3833
URL http://hartwell.co.jp
E-mail info@hartwell.co.jp
（資） 10,000
（従） 76
（事） タオル・タオルを使用した縫製品の
製造販売
〒 794-0813 今治市衣干町3-3-29
TEL 0898-23-2881
FAX 0898-33-7236
E-mail field_blue@trust.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 3
（事） 繊維製品他の卸売販売
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タオル・タオルを使用した縫製品／ア
ジア

タオル、縫製品／アジア

・アジア/自社製品の販売


ミャン
マー





タオル製品／中国

・中国（江蘇省南通）/委託契
約/タオル他の生産縫製等
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繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ふく紗
FUKUSA CO.,LTD
（代） 伊東 信二

（株）マック
CO., LTD. MAKKU
（代） 青野 壽

（株）マテラ
MATERRA INC.
（代） 大野 照旺

丸栄タオル（株）
MARUEI TOWEL CO., LTD.
（代） 村上 誠司

（株）丸鬼商店
MARUKI SHOTEN CO., LTD.
（代） 豊島 由裕

丸三産業（株）
MARUSAN INDUSTRY CO., LTD.
（代） 菊池 元宏

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-0054 松山市空港通3－8－20

TEL 089-971-3000
FAX 089-971-9977
URL http://www.fukusa.com
E-mail fukusa@proof.ocn.ne.jp

輸

出

輸

品目／国・地域



入

品目／国・地域



〒 791-0205 東温市西岡乙2-1

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



・インドネシア、マレーシア、
シンガポール、カナダ、中東
、サウジアラビア、アラブ首
長国連邦/ムスリムファッシ
ョンの販売

・インドネシア（ジャカルタ）
/代理店契約、委託契約/販売
と生産







タオル製品全般／中国、ベトナム
タオル製品フェイス/インドネシア

・ベトナム、ミャンマー/タオ
ル製造

・ベトナム、ミャンマー/アウ
トソーシング

（資） 1,000
（従） 23
（事） きものを使った婦人服製造、卸、小
売、オーダーリメイク、
ムスリムファッションの企画、製
造、販売

TEL 089-909-4600
FAX 089-909-4601
URL http://www.materra.jp/
E-mail masaoka.h@materra.jp

外



ムスリムファッション/インドネシア
ヒジャブ/インドネシア、シンガポール
和素材/インドネシア

〒 794-0035 今治市枝堀町3-1-12
TEL 0898-34-3750
FAX 0898-34-3751
URL http://www.towel-mac.com
E-mail info@towel-mac.com
（資） 1,000
（従） 1
（事） タオル製品販売

海

外国人
の採用




／中国、米国、ドイツ

（資） 1,000
（従） 4
（事） 化粧品原料製造、家畜飼料製造
〒 794-0811 今治市南高下町1-2-30

TEL 0898-22-4176
FAX 0898-23-4391
URL http://maruei-towel.com
E-mail murakami@maruei-towel.com







タオル製品／台湾、香港、米国、タ
イ、シンガポール

糸／パキスタン

・台湾知商流股份有限公司（台
中）＝パートナー/今治浴巾
台中店フランチャイズ契約/
丸栄タオルプライベートブラ
ンドタオル製品の直販店舗運
営並びに小売店への卸販売





ツナギ服/モンゴル

ツナギ服／中国、バングラデシュ







化粧綿／台湾、中国、香港、タイ、マ
レーシア、米国、ロシア、ベトナム、
南アフリカ共和国、モンゴル、プエル
トリコ、カナダ、オーストラリア、
ニュージーランド
晒綿／タイ、中国、韓国、イスラエ
ル、台湾、インドネシア
不織布／米国、韓国、台湾、中国、タ
イ

綿棒／中国
綿花／インド、オーストラリア、米国
不織布／韓国、台湾

・インド（ムンバイ）/技術提
携/晒綿の製造技術
・米国（ノースカロライナ州シ
ャーロット）/技術提携/晒綿
の製造技術

（資） 3,000
（従） 80
（事） タオル製造販売業
〒 794-0036 今治市通町1丁目6-8

TEL 0898-33-2800
FAX 0898-32-0507
URL http://www.roundoni.com
E-mail marukips@proof.ocn.ne.jp






中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ



（資） 1,000
（従） 25
（事） ユニフォーム製造・販売（ツナギ
服）
〒 795-8508 大洲市徳森1349
TEL 0893-25-5131
FAX 0893-59-4012
URL http://www.marusan-sangyo.co.jp
E-mail info@marusan-sangyo.co.jp
（資） 29,000
（従） 400
（事） 脱脂綿、化粧綿、洗浄綿、お茶パッ
ク、コットン不織布、衛生材料等製
造
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繊維・繊維製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

丸鷹産業（株）
MARUTAKA SANGYOU CO., LTD.
（代） 矢野 昭利

みやざきタオル（株）
MIYAZAKI TOWEL INC.
（代） 宮崎 百合子

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

（資） 1,000
（従） 40
（事） 学校体育衣料、介護介助衣料、各種
ニットユニフォームの企画・製造・
販売
〒 794-0840 今治市中寺632-1

TEL 0898-32-1776
FAX 0898-32-7086
URL http://www.miyazaki-towel.co.jp
E-mail info@miyazaki-towel.co.jp


タオルマフラー／韓国、台湾

（資） 1,000
（従） 5
（事） タオルマフラーの企画製造販売





タオル製品/ドイツ

タオル製品／中国

矢野縫製（有）

〒 799-2101 今治市波方町波方甲2481番地









YANO HOUSEI CO., LTD.

TEL 0898-41-8121
FAX 0898-41-8129
URL http://www.shokokai.or.jp/38/3820

衣料品／ベトナム、台湾

衣料品／ベトナム、中国
布地/中国、韓国

・ベトナム/衣料品の製造

・ベトナム/委託契約

〒 799-1514 今治市町谷50-1
TEL 0898-48-3677
FAX 0898-48-5529
URL http://www.yoshiitowel.co.jp
（資） 3,000
（従） 50
（事） タオル製造および縫製加工





タオル／米国、フィンランド、台湾、
香港、オーストラリア

綿糸／パキスタン、インド、米国

〒 799-1303 西条市河原津甲447
TEL 0898-66-5108
FAX 0898-66-5035
URL http://www.watanabe-pile.jp
E-mail info@watanabe-pile.jp
（資） 1,000
（従） 25
（事） タオル製品製造





生地（服地）／米国

・イタリア、フランス/タオル
、寝具、リラクシングウェア
等

MURAKAMI PILE CO., LTD.

の採用



〒 799-1522 今治市桜井2丁目6-45

TEL 0898-47-4440
FAX 0898-48-8622
URL http;//www.karderi.co.jp
E-mail info@karderi.co.jp

〒 799-2201 今治市大西町九王甲1881
FAX 0898-53-4618
（資） 1,000
（従） 40
（事） タオル製造業

村上パイル（株）

外国人

TEL 0898-53-3322


中国

（代） 村上 政嘉


ﾍﾞﾄﾅﾑ

21s0153/index.htm

（代） 矢野 孝志

吉井タオル（株）
YOSHII TOWEL CO., LTD.
（代） 吉井 智巳
渡辺パイル織物（株）
WATANABE PILE TEXTILE CO.,
LTD.
（代） 渡邊 利雄

E-mail studio_y@msn.com
（資） 500
（従） 5
（事） ニット製品製造
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製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

アイム（株）
I'M CORP.
（代） 石川 健太郎

（株）有高扇山堂
ARITAKA SENZANDO CO., LTD.
（代） 有高 秀三

（株）五十崎社中
IKAZAKI SHACHU. INC.
（代） 齋藤 宏之

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

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容





不織布製品／中国
パルプ／米国

・中国（江蘇省蘇州）/現地法
人/2005年3月/不織布製品の
製造





金封／中国

・中国（浙江省杭州）/現地法
人/2000年6月/金封・ペーパ
ーバッグの製造







和紙壁紙／英国、フランス
和紙手帳／イタリア、米国

金属箔／フランス

〒 799-0704 四国中央市土居町津根2304

TEL 0896-74-7555
FAX 0896-74-4501
URL http://www.imx.co.jp
E-mail info@imx.co.jp

海外企業との提携
国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



（資） 4,000
（従） 100
（事） 不織布製品、機能フィルム製造販売
〒 799-0401 四国中央市村松町719

TEL 0896-24-3603
FAX 0896-24-0970
URL http://aritaka.jp
E-mail info@aritaka.co.jp
（資） 1,000
（従） 7
（事） 金封・ペーパーバッグの製造・販売
（BtoB 、BtoC）
〒 795-0301 喜多郡内子町五十崎1620-3

TEL 0893-44-4403
FAX 0893-44-4403
URL http://www.ikazaki.jp
E-mail ikazakishachu@space.ocn.ne.jp


・フランス/技術提携(技術協力
）
・英国/代理店契約

（資） 300
（従） 3
（事） 手すき和紙商品の製造販売





家庭紙・ギフト・紙製品／アジア、
欧州、北米

・アジア、欧州、北米/ギフト
・家庭紙の販売

〒 799-0413 四国中央市中曽根町216-5
TEL 0896-23-5453
FAX 0896-24-1577
URL http://www.imamurashiko.co.jp
E-mail info@imamurashiko.co.jp
（資） 5,000
（従） 60
（事） 日用品紙製品製造業









紙製品資材／中国、ベトナム

紙製品／中国、ベトナム

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/1991年4月/紙製品製造業

・ベトナム（ハノイ）/委託契
約/紙製品製造業

宇摩製紙(株)

〒 799-0121 四国中央市上分町488番地







UMA PAPER MFG.CO.,LTD

TEL 0896-58-3027
FAX 0896-58-4725
URL http://www.toyo-

［本社所管］
グループ会社（（株）トーヨ）で行っ
ている

［本社所管］
グループ会社（（株）トーヨ）で行っ
ている
原材料（パルプ等）

・台湾/不織布製品の販売





ITOMAN
（代） 伊藤 俊一郎

（株）今村紙工
IMAMURASHIKO CO., LTD.
（代） 今村 定生

paper.co.jp/uma_index.htm

（代） 長野 雄二

宇和特紙（株）
UWATOKSHI CO., LTD.
（代） 大西 和人

の採用

中国

〒 799-0111 四国中央市金生町下分681番地
TEL 0896-58-1010
FAX 0896-58-1014
URL http://www.e-itoman.jp
E-mail info-itoman@e-itoman.jp
（資） 24,000
（従） 150
（事） 製紙、家庭紙およびギフト用紙製品
の製造販売

イトマン（株）

外国人

E-mail uma_info@toyo-paper.co.jp
（資） 5,000
（従） 90
（事） 機械すき和紙・不織布製造
〒 797-0012 西予市宇和町皆田1506
TEL 0894-62-2125
FAX 0894-62-5177
E-mail uwatokushi04@nifty.com
（資） 1,000
（従） 52
（事） ウェットティッシュ製造販売業
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ﾍﾞﾄﾅﾑ


中国



不織布、パルプ／中国
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製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

エヒメ紙工（株）
EHIME SHIKO CO., LTD.
（代） 星川 謙吾

えひめ洋紙（株）
EHIME PAPER CO., LTD.
（代） 山本 恒久

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-0112 四国中央市妻鳥町3048-12

TEL 0896-58-3365
FAX 0896-58-1097
URL http://ehimeshiko.com
E-mail aiai@ehimeshiko.com

カナエ紙工（株）
KANAE SHIKO CO., LTD.
（代） 三木 史郎

（株）カネシロ
KANESHIRO CO., LTD.
（代） 小池 正照

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





紙製品／中国、カンボジア

紙製品／中国、カンボジア

・中国（浙江省杭州）/現地法
人/2001年5月/紙加工
・カンボジア（プノンペン）/
現地法人/2013年12月/紙加工







ＰＰＣ用紙／インドネシア
コート紙／韓国、中国、インドネシア
上質紙／中国
感熱ロール紙／中国
板紙／韓国

・中国、シンガポール、台湾/
紙製品の製造

・中国、シンガポール、台湾/
委託契約/紙製品の製造、知
育玩具「KUMEL」

（資） 1,000
（従） 24
（事） 紙加工品製造販売、知育玩具
「KUMEL」販売

M. PACK CO., LTD.

（代） 井原 博史

入



〒 791-8036 松山市高岡町455-1

〒 799-0113 四国中央市妻鳥町2192

KAKUKEI CO., LTD.

輸

品目／国・地域

TEL 089-973-9200
FAX 089-973-9324
URL http://www.ehime-p.co.jp
E-mail t-yamamoto@ehime-p.co.jp

TEL 0896-58-6404
FAX 0896-58-6093
URL http://www.m-pack.jp

カクケイ（株）

出

（資） 1,000
（従） 48
（事） 紙製品、折紙、紙袋、包装紙、紙箱
製造

（株）エム・パック

（代） 南 公典

輸

外国人
の採用


ﾍﾞﾄﾅﾑ





文具類、雑貨等／中国、香港、台湾

・中国、香港、台湾/委託契約/
文具・雑貨の製造、輸入業務

（資） 2,500
（従） 40
（事） パッケージ、ステーショナリー他紙
加工品の企画、製作、販売
〒 799-0404 四国中央市三島宮川4-9-53

TEL 0896-23-2570
FAX 0896-24-6183
URL http://www.kakukei.co.jp
E-mail info1@kakukei.co.jp





紙製品／台湾、中国、オーストリア

PVC加工品／台湾、中国
紙加工品／韓国、中国
不織布加工品他／インドネシア








・中国（上海)/委託契約


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 6,500
（従） 125
（事） 紙製品製造（opp印刷、製袋）、和洋
紙卸売
〒 799-0121 四国中央市上分町346

TEL 0896-58-5611
FAX 0896-58-5073
URL http://www.kanaeshiko.co.jp
E-mail info@kanaeshiko.co.jp
（資） 1,600
（事） 紙加工業





コーヒーフィルター／台湾、中国等

（従） 65

〒 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





古紙／中国、韓国、インドネシア

（資） 1,000
（従） 47
（事） 製紙原料卸売業
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製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

カミ商事（株）
KAMI SHOJI CO., LTD.
（代） 井川 博明

協和紙工（株）
KYOWA
（代） 篠原 聡一

（株）クリンペットジャパン
CLINPET JAPAN CO., LTD.
（代） 井川 真一

（株）グローカル
GLOCAL CORP.
（代） 髙畠 修一郎

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









ティッシュペーパー／ロシア、中国、
米国、フィリピン、アラブ首長国連邦
トイレットロール／ロシア、中国
大人用紙オムツ／中国、タイ、トル
コ、台湾、オーストラリア、フィリピ
ン、インドネシア
段ボール原紙／中国、タイ、台湾、
フィリピン、マレーシア

パルプ／インドネシア、カナダ、チ
リ、ブラジル、ロシア
不織布／中国、マレーシア
コートボール／韓国

・中国（山東省烟台）/現地法
人/2005年11月/紙加工品（パ
ルプモールド）製造

・東南アジア/紙オムツの生産
、販売







日用品雑貨／中国

文具／中国

・台湾（台北）/委託契約

〒 799-1322 西条市国安136-1
TEL 0898-66-5070
FAX 0898-66-0235
URL http://www.clinpet.co.jp
E-mail info@clinpet.co.jp
（資） 4,000
（従） 7
（事） 業務用ペーパータオル、トイレット
ペーパー、シートペーパー等の製造
販売







原紙ロール/中国

紙製品／中国

・中国（上海）/現地法人/2010
年8月/貿易

〒 799-0705 四国中央市土居町野田1391
TEL 0896-74-0770
FAX 0896-74-0771
URL http://www.glocal-corp.co.jp
E-mail taka-san@watch.ocn.ne.jp
（資） 800
（従） 2
（事） 紙製品・衛生用品・化粧品の輸出販
売
工業薬品・各種製紙用資材の輸入・
国内販売





紙製品、紙加工品/シンガポール、カン
ボジア、タイ、ブルネイ、ベトナム、
香港、モンゴル
衛生用品、日用品/シンガポール、カン
ボジア、バングラデシュ、ベトナム、
香港、フィリピン、グアム
化粧品、雑品/シンガポール 、タイ、
台湾、ブルネイ、ベトナム、香港、英
国、ミャンマー

工業薬品／中国
紙製品/台湾


ウェットシート/中国

〒 799-0404 四国中央市三島宮川1-2-27

TEL 0896-23-5400
FAX 0896-23-5476
URL http://www.kamisyoji.co.jp/
E-mail minoru.yoshida@ellemoi.co.jp
（資） 4,800
（従） 220
（事） 和洋紙、板紙、家庭紙の製造

〒 799-0422 四国中央市中之庄町1694-2

TEL 0896-23-3533
FAX 0896-24-5906
URL http://www.kyowa-shiko.co.jp
E-mail master@kyowa-shiko.co.jp

外国人
の採用




中国
ベトナ
ム

（資） 2,250
（従） 92
（事） 紙製品製造販売











・ベトナム/常設ショールーム
への出店（BtoB用）

・シンガポール/代理店契約/日
本製品の販売







日用品雑貨多数／中国

・中国

・中国（上海）/代理店契約/当
社ブランドの販売委託

（計画）
愛媛産品、四国産品/東南アジア諸国

薦田紙工業（株）
KOMODA KAMI KOGYO CO., LTD.
（代） 薦田 拓大

〒 799-0431 四国中央市寒川町4789
TEL 0896-28-1136
FAX 0896-28-1130
URL komoda.in
komoda.in
E-mail komodapc@rapid.ocn.ne.jp
Tsujimoto.KPC@gmail.com
（資） 1,000
（従） 110
（事） 紙文具、日用品雑貨製造卸
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中国
ベトナ
ム

愛媛県国際取引企業リスト2019

製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

佐川印刷（株）
SAKAWA PRINTING CO., LTD.
（代） 佐川 正純

（株）さん・おいけ 四国事業
所
SUN-OIKE CO., LTD.
（代） 尾池 幸治
（株）スギウラ
SUGIURA CO., LTD.
（代） 杉浦 兼吾

（株）世界地図
SEKAICHIZU CO., LTD.
（代） 松岡 功

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-8018 松山市問屋町6－21

TEL 089-925-7471
FAX 089-925-7464
URL http://sakawa.co.jp/
E-mail info@sakawa.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

外国人
の採用



紙製品／韓国

（資） 1,000
（従） 90
（事） 印刷、情報サービス業
〒 799-0101 四国中央市川之江町4105-31

TEL 0896-58-0022
FAX 0896-58-0026
URL http://www.sun-oike.co.jp/
E-mail info@sun-oike.co.jp
（資） 4,000
（事） 紙加工業







原紙、水引材料／中国

水引加工品、水引金封製品、紙加工品
／中国

［本社所管］
・中国（江蘇省南京）/2002年3
月/現地法人/水引加工、紙加
工







紙製品／カンボジア

紙製品／タイ、台湾、中国、カンボジ
ア
書道用品/中国、カンボジア

・カンボジア（バッタンバン州
）/現地法人/2011年3月/紙加
工、うちわ

（従） 40

〒 799-0111 四国中央市金生町下分1057-1

TEL 0896-58-2002
FAX 0896-58-2007
URL http://www.sugiura-kami.co.jp
E-mail supane.9@extra.ocn.ne.jp


中国



（資） 1,000
（従） 49
（事） 書道用紙、加工紙、料紙、用品全般
の製造・卸業
〒 790-0011 松山市千舟町5丁目7-2
TEL 089-915-7272
FAX 089-998-8822
URL http://sekaichizu.net
E-mail map@sekaichizu.net
（資） 1,000
（従） 3
（事） オリジナル世界地図の製作・販売
（プロモーションツール、商材、オ
リジナルグッズ）。世界地図の販売
収益による井戸掘り活動。

115





オリジナル世界地図

・代理店契約（販売）／委託契
約（印刷販売）

116


中国
カンボ
ジア

愛媛県国際取引企業リスト2019

製紙・紙製品
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

大王製紙（株）

〒 799-0492 四国中央市三島紙屋町2-60

DAIO PAPER CORP.

TEL 0896-23-9001
FAX 0896-23-5694
URL http://www.daio-paper.co.jp

（代） 佐光 正義

（資） 42,658
（従） 2,709
（事） 紙類・パルプ類及びその副産物の製
造加工並びに売買他

117

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







塗工紙／インド、台湾、インドネシ
ア、パキスタン、ベトナム、中国、香
港、フィリピン他
包装用紙／韓国、台湾、中国、ベトナ
ム、フィリピン、マレーシア他
家庭紙（加工品）／中国、台湾、韓
国、ロシア、タイ、ベトナム他

木材チップ／米国、チリ、ベトナム、
オーストラリア
石炭／オーストラリア、インドネシア
抄紙用薬品／中国、韓国、タイ、米
国、ドイツ他
塗工用薬品／米国、ブラジル、中国、
韓国、マレーシア他
家庭紙製品(紙・加工品)資材／韓国、
中国、台湾、タイ、インドネシア他

・米国（オレゴン州ノースベン
ト）/現地法人/1983年12月/
木材チップの集荷・船積み
・チリ（ロスラゴス州オソルノ
）/現地法人/1989年6月/植林
、木材販売
・タイ（ラヨーン県)/現地法人
/2011年1月/ベビー用紙おむ
つの製造・販売
・韓国（ソウル）/現地法人/20
12年2月/紙製品・紙加工品・
衛生用品の製品及び資材の輸
出入販売
・中国（江蘇省南通）/現地法
人/2012年12月/ベビー用紙お
むつの製造・販売
・インドネシア（ジャカルタ）
/現地法人/2013年3月/ベビー
用紙おむつの販売
・インドネシア（ブカシ）/現
地法人/2014年11月/ベビー用
紙おむつの製造
・マレーシア（クアラルンプー
ル）/海外法人の駐在員事務
所/2016年1月/現地情報収集･
市場調査
・ベトナム（ホーチミン）/海
外法人の駐在員事務所/2016
年1月/現地情報収集･市場調
査
・台湾（台北）/駐在員事務所
（出張所）/2016年4月/現地
情報収集･市場調査
・ベトナム（ハノイ）/駐在員
事務所/2011年7月/現地情報
収集・市場調査
・トルコ（イスタンブール）/
駐在員事務所/2017年9月/現
地情報収集・市場調査

118

海外企業との提携
国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用

愛媛県国際取引企業リスト2019

製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

大黒工業（株）
DAIKOKU INDUSTRY CO., LTD.
（代） 石川 忠彦

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-0413 四国中央市中曽根1593

TEL 0896-24-2140
FAX 0896-23-1216
URL http://daikoku-com.jp
E-mail jinji@daikoku-com.jp
（資） 10,000
（従） 180
（事） 紙ナプキン、紙おしぼり、箸袋、重
箱、折箱、保冷剤、プラスチック製
スプーン・フォークなど食品関連資
材の製造販売

大富士製紙（株）

〒 799-0401 四国中央市村松町510

DAIFUJI PAPER MFG. CO.,
LTD.

TEL 0896-24-3385
FAX 0896-24-7824
URL http://www.daifuji.co.jp
E-mail daifuji@daifuji.co.jp

（代） 服部 正

（有）司紙業
TSUKASA SHIGYO LTD.

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







包装資材モールド、調味料他／韓国、
オーストラリア、ニュージーランド、
米国、カナダ
原材料、副資材／中国

包装資材／韓国、中国、タイ

・中国（山東省烟台）/現地法
人/1990年8月/プラスチック
製スプーン・フォーク等の製
造
・中国（山東省烟台）/現地法
人/2000年5月/紙オシボリ・
キッチンペーパー、モールド
の製造
・中国（上海）/現地法人/2005
年6月/プラスチック製スプー
ン・フォーク等の製造、紙オ
シボリ、キッチンペーパー、
モールドの製造
・中国（山東省烟台）/現地法
人/2005年9月/紙オシボリ・
キッチンペーパー、モールド
の製造
・中国（上海）/現地法人/2008
年5月/原反の製造
・中国（山東省乳山）/現地法
人/2010年4月/紙オシボリ、
キッチンペーパー、モールド
の製造
・韓国（ソウル）/現地法人/20
12年1月/包装資材の販売
・中国（山東省烟台）/駐在員
事務所
・中国（上海）/駐在員事務所
・中国（江蘇省淮安）/現地法
人/2014年11月/原反の製造







医療・介護向け紙製品/アジア

医療・介護向け紙製品

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


中国

（資） 4,650
（従） 67
（事） Medical care product 医療・介護
製品製造
食と医療・介護の現場へ安全安心な
紙製品を提供



〒 799-0431 四国中央市寒川町1853
FAX 0896-25-1862
（資） 500
（従） 10
（事） 紙卸売、紙加工

TEL 0896-25-1283

和紙、紙加工品、書道用紙／韓国、中
国

（代） 安倍 司
手すき和紙 森田屋
TESUKIWASHI MORITAYA
（代） 森田 高昌

〒 799-1364 西条市石田770-1
TEL 0898-76-1120
FAX 0898-76-1128
URL http://washi-moritaya.net/
E-mail info@washi-moritaya.net
（資） （従） 2
（事） 和紙製造
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製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）トキワ工業
TOKIWAKOUGYOU
（代） 北野 輝美

日本興運（株）
NIPPON KOUN KAISHA, LTD.
（代） 井川 正

（株）プレミアム
PREMIUM CO., LTD.
（代） 宮内 俊治

（株）本田洋行
HONDA YOKO CO., LTD.
（代） 田邊 龍夫

（株）真鍋商店
MANABE CORPORATION
（代） 真鍋 烈

丸住製紙（株）
MARUSUMI PAPER CO., LTD.
（代） 星川 一冶

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-0704 四国中央市土居町津根2663-1

TEL 0896-74-6115
FAX 0896-74-8021
URL http://www.ochapack.com
E-mail tokiwa@ochapack.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

外国人
の採用


お茶パック／台湾、スイス、フラン
ス、米国

（資） 1,200
（従） 46
（事） お茶パックの製造、販売



〒 799-0402 四国中央市三島紙屋町6番45号

TEL 0896-24-2550
FAX 0896-24-2559
URL http://www.nikko-line.co.jp
E-mail hiro-ishikawa@nikko-line.co.jp
（資） 3,000
（事） 物流業


・アセアン/代理店契約等

（従） 120







［本社所管］
関連会社にて実施

シール、文具／中国

・中国（江蘇省蘇州）/現地法
人/2014年5月/シールの販売

〒 799-0111 四国中央市金生町下分928
TEL 0896-58-2412
FAX 0896-58-3962
URL http://www.hondayoko.co.jp
E-mail daihyou@hondayoko.co.jp
（資） 1,000
（従） 50
（事） 工業薬品、パルプ、レーヨン卸売、
ウェットティッシュ用ボトルキャッ
プ、透湿バックシート製造、ムルチ
加工







スパンレース不織布・繊維／中国
製品／韓国

スパンレース不織布・スパンボンド・
パルプ不織布・サーマルボンド／中国

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2014年11月/スパンレース
・繊維の輸出

〒 799-0121 四国中央市上分町749-12





和紙製品／イタリア、英国、オラン
ダ、スペイン、ドイツ、フランス、米
国、カナダ

ホットメルト製品／台湾、中国、香
港、英国、ドイツ、米国
和紙原料／中国、パラグアイ、タイ、
フィリピン、韓国







印刷用紙／マレーシア、韓国、台湾、
中国、タイ、インドネシア、ベトナ
ム、フィリピン、イラン、ミャン
マー、メキシコ、エチオピア
包装用紙／マレーシア、韓国、台湾、
中国、タイ、インドネシア、ベトナ
ム、インド、トルコ、シンガポール、
フィリピン、ヨルダン、オーストラリ
ア
晒/マレーシア、韓国、台湾、中国、タ
イ、インドネシア、ベトナム、イン
ド、フィリピン、シンガポール

木材チップ／米国、ロシア、ニュー
ジーランド、オーストラリア、チリ
石炭／オーストラリア
製紙用薬品／米国、中国、韓国、タ
イ、マレーシア、オーストラリア

・ニュージーランド（ワンガレ
イ）/現地法人/1995年7月/木
材チップ製造・集荷・販売

〒 799-0113 四国中央市妻鳥町2815-1

TEL 0896-57-0600
FAX 0896-57-0601
URL http://www.premium.co.jp
E-mail yamauchi@premium.co.jp


ベトナ
ム

（資） 5,000
（従） 81
（事） シールの製造及び倉庫業

TEL 0896-58-3748
FAX 0896-22-3050
URL http://www.manabe-shouten.com
E-mail info@manabe-shouten.com
（資） 300
（従） 3
（事） 和紙原料、工業用接着剤（ホットメ
ルト）の卸売販売
〒 799-0101 四国中央市川之江町826
TEL 0896-57-2222
FAX 0896-57-2290
URL http://www.marusumi.co.jp
E-mail soumuka@marusumi.co.jp
（資） 120,000
（従） 718
（事） 紙・パルプ製造販売
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製紙・紙製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

丸善商事（株）
MARUZEN AND CO., LTD.

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-0101 四国中央市川之江町2529-199

TEL 0896-56-4232
FAX 0896-58-3120
URL www.maruz.jp
E-mail maruzen@f5.dion.ne.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





古紙、リサイクルプラスチック／ベト
ナム、韓国、中国

・アセアン、インド/故紙・巻
取（Bグレード）、その他中
古機械の販売/各国の販売先
模索

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



（資） 2,200
（従） 30
（事） 各種紙製品・プラスティックリサイ
クル・金属類のリサイクル、製紙原
料加工販売、全国運送、産業廃棄物
収集運搬、貿易事業

三木特種製紙（株）

〒 799-0101 四国中央市川之江町156番地
TEL 0896-58-3373
FAX 0896-58-2105
URL http://www.mikitoku.co.jp
E-mail info@mikitoku.co.jp
（資） 5,000
（従） 186
（事） 特殊紙･機能紙・不織布製造販売







特殊紙／韓国、台湾、中国、香港、ベ
トナム、インドネシア、マレーシア、
インド、ドイツ、米国、ロシア

特殊紙、パルプ、合成繊維／中国、香
港、スペイン、米国、韓国、フィリピ
ン、ニュージーランド

・中国（安徽省安慶）/現地法
人/1993年12月/電気絶縁紙製
造販売
・香港（香港）/現地法人/1994
年6月/特殊紙販売
・中国（安徽省安慶）/現地法
人/2013年4月/電気絶縁紙・
各種紙製品の加工販売

〒 799-0121 四国中央市上分町131-1









紙製品／中国、ミャンマー

紙製品／中国、ミャンマー

・中国（江蘇省太倉)/現地法人
/2001年2月/紙製品、水引製
品、正月飾り(しめ縄）の製
造販売

・ミャンマー（ヤンゴン）/委
託契約/紙製品の加工

〒 799-0422 四国中央市中之庄町532
TEL 0896-24-2881
FAX 0896-24-1171
URL http://www.morioto.co.jp
E-mail morioto@morioto.co.jp
（資） 2,000
（従） 32
（事） 製紙原料および紙の加工販売









・アセアン全域、EU/紙加工品
全般

・技術提携/紙製品全般

〒 799-0101
四国中央市川之江町2529番地の222
TEL 0896-58-2053
FAX 0896-58-2750
URL http://www.ty-print.co.jp
E-mail sumi@ty-print.co.jp
（資） 1,200
（従） 95
（事） 印刷・加工







紙材料／カンボジア

紙製品／カンボジア

・カンボジア（バッタンバン州
）/現地法人/2011年12月/紙
製品加工
・カンボジア（プノンペン）/
現地法人/2018年1月/紙製品
加工







大人用紙おむつ／米国、スウェーデ
ン、デンマーク、中国、韓国、台湾、
香港、タイ、フィリピン
止血パット／インド

不織布製品等／タイ
機材カバー等／米国、パキスタン、中
国
大人用おむつ／ドイツ、インドネシア

・米国（ノースカロライナ州）
/現地法人/2004年6月/大人用
紙おむつ製造・販売

（代） 三木 雅人

（株）むすび倶楽部
MUSUBI CLUB CO.,LTD
（代） 星川 陽司

（株）モリオト
MORIOTO CO., LTD.
（代） 森実 泰三

やまと印刷（株）
YAMATO PRINTING CO., LTD.
（代） 石川 慎一郎

TEL 0896-58-3026
FAX 0896-56-3038
URL http://www.musubi-club.com
E-mail mail@musubi-club.com
（資） 1,600
（従） 11
（事） 紙製品の製造販売、水引加工品の製
造販売

（株）リブドゥコーポレーショ 〒 799-0122 四国中央市金田町半田乙45-2
TEL 0896-58-3019
FAX 0896-58-2570
ン
http://www.livedo.jp/
URL
LIVE DO CORPORATION
E-mail takahashi689@livedo.jp
（代） 宇田 正

（資） 77,324
（従） 992
（事） 大人用紙おむつ、介護用品・用具、
メディカルディスポーザブル用品
（医療用不織布、キット製品）

123

の採用


中国

（代） 石川 義浩

MIKI TOKUSHU PAPER MFG.
CO., LTD.

外国人


中国


ﾐｬﾝﾏｰ




ﾍﾞﾄﾅﾑ
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製紙・紙製品
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

リンテック（株）三島工場

〒 799-0402 四国中央市三島紙屋町2-46

LINTEC CORPORATION MISHIMA
PLANT

TEL 0896-23-4400
FAX 0896-24-4400
URL http://www.lintec.co.jp/

（代） 大西 徹

ワールドパック（株）
WORLD PACK CO., LTD.
（代） 永井 豊彦

（資） 2,320,100
（従） 289
（事） 特殊紙、剥離紙、剥離フィルムの生
産
〒 799-1504 今治市拝志14番22号
TEL 0898-47-1123
FAX 0898-47-1133
URL http://www.worldpack.co.jp
（資） 3,400
（従） 35
（事） 包装資材卸売業

125

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









［本社所管］
粘着紙、粘着フィルムなど／東アジ
ア、アセアン、欧州、北米

［本社所管］
パルプ他／米国

［本社所管］
・東アジア、アセアン、欧州、
北米/粘着紙、粘着フィルム
などの生産・販売

［本社所管］







包装資材／中国、ベトナム

包装資材／中国、ベトナム

・中国（上海）/現地法人/2001
年1月/包装資材製造業
・ベトナム（LongAn省）/現地
法人/2014年１０月/包装資材
卸売業・検品加工業

外国人
の採用


［本社
所管］
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木材・木製品（家具を含む）
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）アイソウ

〒 799-3111 伊予市下吾川1214-2

AISO CO., LTD.

TEL 089-983-1515
FAX 089-983-4422
URL http://www.aiso.co.jp

（代） 薦田 泰男

（株）瓜守材木店
URIMORI LUMBER CO., LTD.
（代） 實田 貴史

愛媛林産商事（株）
EHIME RINSAN SHOJI CO.,LTD
（代） 久保 悦男

（株）オフィス・ラボ
OFFICE LABO
（代） 田﨑 純一

家具屋アカトシロ
KAGUYA AKATOSHIRO
（代） 玉井 厚

（株）共栄木材
KYOEI LUMBER INC.
（代） 西下 健治

（株）黒川木材工業
KUROKAWA LUMBER CO., LTD.
（代） 黒川 大造

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





〒 792-0896 新居浜市阿島1-5-43
TEL 0897-46-2222
FAX 0897-46-2224
URL http://www.urimori.net
E-mail info@urimori.net
（資） 1,000
（従） 12
（事） 木材に関するあらゆる製品









ウッドフェンス/米国
家具用原材料/中国、台湾

梱包材／マレーシア

・米国、中国、ベトナム/木材
の営業

・米国、中国、ベトナム/経営

〒 791-8044 松山市西垣生町1728番地3











杖ホルダー／台湾
椅子類／香港

椅子類（量販・汎用的）／中国
高機能椅子部材／タイ

・香港、台湾、中国、アセアン
/介護用品

・香港、中国、タイ/木工及び
樹脂製品の製作





木材／タイ、韓国

フローリング／中国、、フランス、ス
ウェーデン、ブラジル、インドネシア
木材/カナダ、スウェーデン

（資） 1,500
（事） 木材卸し

の採用

応接セット、ダイニングセット、ボー
ド類／フランス、イタリア、ドイツ、
米国、シンガポール、中国、タイ、ベ
トナム
絨毯／フランス、ルクセンブルク、イ
ラン、中国
ラタン製品／インドネシア

（資） 2,000
（従） 80
（事） 家具、インテリア製品販売

TEL 089-972-0303
FAX 089-972-2700
URL http://www.rinsan.com
E-mail info@rinsan.com

外国人


中国

住宅プレカット部材（木材）/韓国

（従） 14

〒 791-1106 松山市今在家4丁目9-32

TEL 089-958-2483
FAX 089-958-2109
URL http://www.officelabo.co.jp
E-mail info@officelabo.co.jp



（資） 1,000
（従） 7
（事） オフィス家具の販売、福祉家具の製
作と販売
〒 799-3111 伊予市下吾川1867-1

TEL 089-916-6514
FAX 089-916-6514
URL http://www.akatoshiro.com
E-mail info@akatoshiro.com
（資） （従） 1
（事） 木製品製造・販売
〒 799-3124 伊予市三秋1130-1
TEL 089-983-5733
FAX 089-983-5734
URL http://www.kyoei-lumber.co.jp
E-mail otoiawase@kyoei-lumber.co.jp
（資） 2,000
（従） 24
（事） 木材の加工、製造、販売
〒 799-3413 大洲市長浜町拓海3-8

TEL 0893-52-1200
FAX 0893-52-3065
URL http://www.kurokawa-lumber.com
E-mail post@kurokawa-lumber.com
（資） 5,000
（事） 製材業

（従） 37

127




米栂、米松、丸太、原板／米国、カナ
ダ
ホワイトウッド 原板／北欧諸国
（フィンランド、スウェーデン）、
ルーマニア、ドイツ他
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木材・木製品（家具を含む）
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

河野興産（株）

〒 791-8044 松山市西垣生町1740番地6

KOHNO KOHSAN

TEL 089-973-4121
FAX 089-973-4196
URL http://www.kohnokohsan.jp/corpora

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



te.html

（代） 河野 隆幸

E-mail info@kohnogroup-co.jp
（資） 4,000
（従） 30
（事） 集成木材製品加工、販売









杉フェンス材etc/米国
桧角材（2ｎdグレード）／台湾、中
国、ベトナム
桧板材/台湾、中国、ベトナム

ｙｃ板材／カナダ
ｙｃキャンツ材/カナダ→ベトナム→日
本
桧DIY用品/ベトナム
ｙｃ DYI用品/ベトナム

・ベトナム/木材加工・販売

・ベトナム（ダナン）/委託契
約/日本（桧）、カナダ（米
ヒバ）の材料を持ち込み、日
本向け製品を委託加工してい
る

〒 791-8044 松山市西垣生町1740-2
TEL 089-973-4111
FAX 089-973-4181
URL http://www.tsuruishouten.jp
E-mail info@tsuruishouten.jp
（資） 2,500
（従） 30
（事） 建築用木材のプレカット加工及び卸
売り







建築用プレカット木材製品/韓国、ベト
ナム

針葉樹原木、/カナダ北西部、米国
木材製品/カナダ北西部、米国

・中国東北部/住宅用プレカッ
ト木材の販売

（株）西沢材木店

〒 790-0944 松山市古川西2丁目8番1号









NISHIZAWA TIMBER
CORPORATION

TEL 089-956-2430
FAX 089-958-1220
E-mail kotobuki@bronze.ocn.ne.jp

木材／マレーシア、インドネシア

［本社所管］

・マレーシア、インドネシア/
木材製品







家具／中国、ベトナム、タイ

・中国（広東省深圳)/駐在員事
務所/2016年7月/家具（アウ
トレット）の仕入及び情報収
集

・中国/安定な商品（アウトレ
ット）供給

サイプレス・スナダヤ
CYPRESS SUNADAYA CO., LTD.
（代） 砂田 和之

（株）鶴居商店
TSURUI SHOUTEN CO., LTD.
（代） 鶴居 康行

（代） 西澤 裕

〒 799-1101 西条市小松町新屋敷甲1171－1

TEL 0898-72-2421
FAX 0898-72-2422
URL https://www.sunadaya.co.jp
E-mail info@sunadaya.co.jp
（資） 2,000
（従） 130
（事） 製材、集成材、CLT製造加工業

（資） 3,000
（事） 木材輸入

〒 791-0211 東温市見奈良944

NICHIMOKU SHOJI CO.,LTD

TEL 089-964-2081
FAX 089-964-5311
E-mail nmjp@lily.ocn.ne.jp
（資） 500
（事） 木材販売

〒 791-1114 松山市井門町77番地1

BIG WOOD

TEL 089-958-7773
FAX 089-958-1415
URL http://www.big-wood.co.jp/
（資） 9,452
（従） 255
（事） アウトレット家具及び国内外一般家
具、ペルシャ絨毯販売、FC事業

（株）フォーデック四国支社

〒 799-2655 松山市馬木町446番1

FORDEC CO., LTD.

TEL 089-978-5001
FAX 089-978-5007
URL http://www.fordec.co.jp/

（代） 大政 史生






木材／マレーシア

（従） 1

（株）ビッグウッド

（代） 杉浦 眞悟



（従） 8

（有）ニチモク商事

（代） 渡部 康彦


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 27,566
（従） 29
（事） 文具・事務用品・オフィス家具卸売
業
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中国

愛媛県国際取引企業リスト2019

木材・木製品（家具を含む）
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（有）マルヨシ
MARUYOSHI
（代） 井上 剛

みやお商事
MIYAO SHOGI

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 796-8035 八幡浜市若山2-15

TEL 0894-24-6991
FAX 0894-24-6995
URL http://www.maruyoshi.net
E-mail info@maruyoshi.net
（資） 300
（事） 木材製材業

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

MOKUYUSYA CO., LTD.
（代） 徳島 忠久

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


・しいたけ等林産品

（従） 9

〒 798-4131 南宇和郡愛南町城辺甲2273
FAX 0895-72-2065
（資） 100
（従） 3
（事） 昆虫用品



〒 791-3201 伊予市中山町佐礼谷1-213-1



TEL 0895-72-0089







昆虫用品・石材／中国（福建省）

・繊維関係・飲食業／インド

・中国（厦門市）/委託契約/墓
石・墓地用品、昆虫用品
・中国（漳平市）/委託契約/墓
石・墓地用品、昆虫用品

（代） 宮尾 等
（株）木遊舎

出

TEL 089-968-0363
FAX 089-968-0364
URL http://www.mokuyusya.com
E-mail info@mokuyusya.com

木製遊具

（資） 300
（従） 13
（事） 木製玩具・遊具・家具製造販売
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外国人
の採用

愛媛県国際取引企業リスト2019

化学製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）アイテック
AITEC CO., LTD.
（代） 久保 登

（株）猪川商店
INOKAWA-SHOUTEN CO., LTD.
（代） 猪川 亮

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 795-0071 大洲市新谷乙1382

TEL 0893-25-0640
FAX 0893-25-5764
URL http://www.aitec-dc.com
E-mail j_yoshimura@aitec-dc.com

〒 799-0101 四国中央市川之江町1211-4

TEL 0896-58-2666
FAX 0896-58-4689
URL http://www.inokawa.co.jp/
E-mail ino@inokawa.co.jp
（資） 3,000
（事） 工業薬品販売

〒 791-8525 松山市北吉田町77番地

OSAKA SODA CO., LTD.
MATSUYAMA PLANT

（資） 1,397,000
（従） 152
（事） 化学工業薬品製造

岡本化成（株）

〒 794-0804 今治市祇園町3-4-15

OKAMOTO KASEI CO., LTD.

TEL 0898-23-2300
FAX 0898-23-5337
URL http://www.okamoto-kasei.co.jp

（株）カネコ
KANEKO CO., LTD.
（代） 金子 泰久

木村商事（株）
KIMURA SHOJI CO., LTD.
（代） 木村 匡

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





ハミガキ／中国、ロシア、韓国

ラミネートフィルム／ドイツ







工業薬品／韓国、中国

工業薬品／韓国、中国

・アジア/紙、紙加工関連







［本社所管］
ジアリルフタレートプレポリマー、ジ
アリルフタレートモノマー／韓国、台
湾、中国、ドイツ、米国
アリルグリシジルエーテル／中国、イ
タリア、米国
トリメチロールプロパンジアリルエー
テル／韓国、台湾、中国
ペンタエリスリトールトリアリルエー
テル／中国、ドイツ、米国
ジアリルジメチルアンモニウムクロラ
イド／韓国、台湾

［本社所管］
工業塩／インド、カナダ、メキシコ

［本社所管］
・ドイツ（デュッセルドルフ）
/現地法人/2008年10月/化学
工業薬品販売
・中国（上海）/現地法人/2015
年2月/化学工業薬品販売
・タイ（バンコク）/現地法人/
2012年7月/化学工業薬品販売
・台湾/現地法人/2006年3月/化
学工業薬品販売

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



外国人
の採用



（従） 18

TEL 089-972-0131
FAX 089-973-9104
URL http://www.osaka-soda.co.jp
E-mail a-kimura@osaka-soda.co.jp

（代） 岡本 武賢

出

（資） 1,481
（従） 185
（事） 化粧品、医薬部外品製造業

（株）大阪ソーダ松山工場

（代） 増本 喜之

輸




［本社
所管］
ﾊﾝｶﾞﾘｰ
中国





軽包装用結束バンド／台湾

・米国、欧州/ラッピング用品

（資） 1,500
（従） 50
（事） 合成樹脂製品の製造販売
〒 798-0025 宇和島市伊吹町141-4

TEL 0895-25-1112
FAX 0895-24-6998
URL http://www.p-kaneko.co.jp
E-mail tyu-mon@p-kaneko.co.jp









パーティークラッカー／米国

煙火／中国

・中国／パーティーグッズ
・米国／パーティーグッズ

・中国／パーティーグッズ
・米国／パーティーグッズ









繊維加工剤／中国、スリランカ、バン
グラデシュ、ベトナム、パキスタン、
カンボジア、インド、ニカラグア、グ
アテマラ、米国、インドネシア
コンクリート用薬剤/ベトナム、マレー
シア

繊維加工剤、染料、工業薬品／中国

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/1996年3月/繊維加工剤製
造・販売

・インド、バングラデシュ、パ
キスタン/代理店契約

（資） 2,000
（従） 65
（事） パーティーグッズ、パーティーク
ラッカー
〒 794-0801 今治市東鳥生町5-19
TEL 0898-23-3341
FAX 0898-23-4468
URL http://www.yukenchemical.jp
E-mail customer@yukenchemical.jp
（資） 1,000
（従） 35
（事） 染料・工業薬品販売
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化学製品
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

河野新素材開発（株）

〒 790-0833 松山市祝谷3丁目5-12

KONO SHINSOZAI KAIHATSU
CO., LTD.

TEL 089-908-9986
FAX 089-908-9987
URL http://www.kenaful.jp
E-mail kono@kenaful.jp

（代） 河野 剛

（有）サイセキ
SAISEKI CO., LTD.
（代） 二宮 勝

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









工業原料/東南アジア

植物系工業原料（リグニン）／中国

・中国、東南アジア/植物系接
着剤、合成樹脂の生産、販売

・中国/技術提携/技術供与













［本社所管］

［本社所管］

［本社所管］

［本社所管］







［本社所管］
飼料添加物／中国、タイ
有機化合物・プラスチック／アジア、
米国、欧州
無機化合物、化学肥料、軽金属／アジ
ア
偏光板／中国、韓国、台湾
耐熱セパレータ／中国

［本社所管］
鉱物原料／オーストラリア、メキシ
コ、インド
有機化合物／アジア、米国、欧州
無機化合物／アジア
石油製品／韓国
耐熱セパレータ／中国

［本社所管］
・タイ（バンコク）/現地法人/
1973年/繊維用加工樹脂等の
製造販売
・韓国（麗水）/現地法人/1996
年/MMAモノマー、MMAポリマ
ーの製造販売
・シンガポール(シンガポール)
/現地法人/1996年/MMAモノマ
ー、MMAポリマーの製造販売
・サウジアラビア（ラービグ）
/現地法人/2008年/石油製品
・石油化学製品の製造販売
・台湾（台南）/現地法人/2001
年/光学機能性フィルムの製
造販売
・中国（上海）/現地法人/2001
年/光学機能性フィルムの製
造販売
・韓国(平澤)/現地法人/1991年
/光学機能性フィルムの製造
販売
・中国（江蘇省無錫）/現地法
人/2004年/光学機能性フィル
ムの製造販売

外国人
の採用

（資） 1,000
（従） 0
（事） 植物系工業原料の研究開発
〒 791-8056 松山市別府町805-1

TEL 089-951-3929
FAX 089-989-4476
URL https://www.saiseki.biz/
E-mail saiseki@shirt.ocn.ne.jp
（資） 300
（従） 4
（事） 食品サンプルの製造・販売

住化ポリカーボネート（株）愛 〒 792-0801 新居浜市菊本町2-10-2
TEL 0897-37-5079
FAX 0897-37-6390
媛工場
URL http://www.scpc.jp
SUMIKA POLYCARBONATE
E-mail orihara@scpc.jp
LIMITED
（代） 折原 明

輸


［本社
所管］

orihara@scpc.jp
orihara@scpc.com

（資） 240,000
（従） 72
（事） ポリカーボネート樹脂及び同ブレン
ドの製造販売

住友化学（株）愛媛工場・大江 〒 792-8521 新居浜市惣開町5-1
TEL 0897-37-1711
FAX 0897-37-4161
工場
http://www.sumitomo-chem.co.jp
URL
SUMITOMO CHEMICAL CO.,
LTD., EHIME WORKS/OHE WORKS

（資） 8,969,900
（事） 総合化学工業

（従） 1,931

（代） 丹 一志
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［本社
所管］
中国
インド
韓国
台湾

愛媛県国際取引企業リスト2019

化学製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）スリーエスコーポレー
ション
THREE S CORPORATION
（代） 佐伯 憲明

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

NEWPACK.SUMITOMO.LTD.
（代） 近藤 諭

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









［本社所管］
石油製品、石油化学製品／韓国、シン
ガポール

［本社所管］
原油／ベトナム、インドネシア、マ
レーシア、ブルネイ、サウジアラビア
石油製品／韓国、シンガポール

［本社所管］

［本社所管］







製紙、繊維、伸線工業用薬品／中国、
韓国

薬品原料／米国、ドイツ、フランス、
中国、韓国

・技術提携

〒 792-8584









新居浜市西原町2丁目4番34号 一宮ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ5F

自動車関係樹脂成形品／タイ、米国
電子関係樹脂成形品／台湾、シンガ
ポール
金型／タイ、米国、インドネシア

金型／中国
自動車関係部品／タイ、米国
合成樹脂原料／シンガポール

・シンガポール(シンガポール)
/現地法人/1982年3月/合成樹
脂原料の精製・加工及び輸出
販売、半導体関連部材の製造
及び輸出販売
・米国（オハイオ州）/現地法
人/1988年6月/自動車用内外
装部品製造・販売
・米国（オハイオ州)/現地法人
/1988年11月/合成樹脂加工品
、金型、機械設備、付帯工具
器具等の輸入販売
・タイ（プラーチーンブリー県
）/現地法人/1994年11月/自
動車・家電用内外装部品等製
造・販売
・インドネシア（カラワン）/
現地法人/2012年5月/自動車
用内外装部品等製造・販売
・メキシコ（グアナフアト州）
/現地法人/2014年11月/自動
車用内外装部品等製造・販売

・中国/技術提携/金型技術供与
・自動車部品技術供与
・台湾/技術提携/自動車部品技
術供与
・メキシコ/技術提携/自動車部
品技術供与
・マレーシア/技術提携/自動車
部品技術供与
・インド/技術提携/自動車部品
技術供与
・英国/技術提携/自動車部品技
術供与
・ブラジル/技術提携/自動車部
品技術供与









（資） 560,000
（従） 424
（事） 石油精製および石油化学系基礎製品
製造

外国人
の採用


［本社
所管］
韓国

（資） 7,500
（従） 80
（事） 界面活性剤・油脂化学品を含む有機
化学品及び無機化学品の開発・製造
販売

TEL 0897-33-4171
FAX 0897-32-8978
URL http://www.nissen-chem.jp/
E-mail info@nissen.ichimiya.co.jp
（資） 45,000
（従） 320
（事） 合成樹脂加工、精製・販売

（株）ニューパック住友

外

（資） 1,000
（従） 9
（事） 廃プラスチック輸出販売、貨物ラッ
シング材輸入販売

（株）日新化学研究所 川之江 〒 799-0101 四国中央市川之江町1501
TEL 0896-58-3350
FAX 0896-58-3353
工場
http://www.nissin-kk.co.jp
URL
NISSIN KAGAKU KENKYUSHO
E-mail kawanoe@nissin-kk.co.jp
CO., LTD., KAWANOE FACTORY

（代） 園部 烈志

品目／国・地域

海

木材、／中国
貨物ラッシング材／中国、韓国

TAIYO OIL CO., LTD.,
SHIKOKU OPERATIONS

NISSEN CHEMITEC CORPORATION

品目／国・地域

入



〒 799-2393 今治市菊間町種4070-2

日泉化学（株）

輸

廃プラスチック／中国、台湾、韓国、
ベトナム、マレーシア

TEL 0898-54-2500
FAX 0898-54-4156
URL http://www.taiyooil.net/
E-mail ck-ikeda@mail.taiyooil.co.jp

（代） 加藤 晴雄

出



〒 799-1371 西条市周布2151-2

TEL 0898-68-0063
FAX 0898-68-4468
URL http://www.3scorp.co.jp/
E-mail info@3scorp.co.jp

太陽石油（株）四国事業所

（代） 小笠原 安幸

輸

〒 792-0802 新居浜市新須賀町4-4-1
TEL 0897-33-1189
FAX 0897-37-1878
E-mail new-pack@muse.ocn.ne.jp
（資） 8,500
（従） 178
（事） 石油化成品に依る包装資材商社
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ゴミ袋用ポリエチレン袋

・インドネシア（スラバヤ）/
委託契約/食品（養殖エビ）
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タイ
インド
ネシア
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化学製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

ノリトシ商事（株）
NORITOSHI SHOUJI CO., LTD.
（代） 辻井 修

福助工業（株）
FUKUSUKE KOGYO CO., LTD.
（代） 井上 治郎

松山酸素（株）
MATSUYAMA OXYGEN, INC.
（代） 岡本 治

(有)

松山整備用具センター

MATSUYAMA SEIBI YOUGU
CENTER
（代）

茶 武志

三ツ輪化学工業（株）
MITSUWA CHEMICAL CO., LTD.
（代） 猪川 亮

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

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

出





松山市朝生田町7丁目5-19 ｻｰﾊﾟｽ朝生田402

繊維原材料／韓国
樹脂原材料及び製品／韓国

繊維（合成）製品／韓国







ポリエチレンフィルム製品／中国、イ
ンドネシア

・インドネシア（ブカシ）/現
地法人/1996年3月/ポリエチ
レンフィルム製品製造（合成
樹脂製品製造業）
・中国（上海）/現地法人/2004
年1月/ポリエチレンフィルム
製品製造（合成樹脂製品製造
業）
・インドネシア（ブカシ）/現
地法人/2010年2月/ポリエチ
レンフィルム製品製造（合成
樹脂製品製造業）

TEL 089-986-6881
FAX 089-986-6881
E-mail tsujii_o0320@hotmail.com

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

〒 790-0952

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用

（資） 100
（従） 2
（事） 繊維・樹脂原材料及び製品の輸出入
仲介業、繊維及び樹脂類のリサイク
ル業、食品（鮮魚類）の加工・販売
〒 799-0495 四国中央市村松町190番地

TEL 0896-24-1111
FAX 0896-23-8745
URL http://www.fukusuke-kogyo.co.jp
E-mail soumu@fukusuke-kogyo.co.jp
（資） 40,000
（従） 1,076
（事） 合成樹脂製品製造





〒 791-8044 松山市西垣生町2877

TEL 089-972-0170
FAX 089-974-1850
URL http://mazsan1957.com
E-mail info@mazsan1957.com

シリンダー／韓国、オーストラリア

（資） 1,000
（従） 44
（事） 医療用、工業用高圧ガス製造販売
〒 790-0963 松山市小坂5丁目13-7

TEL 089-933-7117
FAX 089-933-7118
URL http://www.m-seibi.jp
E-mail info@m-seibi.jp





（資） 500
（従） 10
（事） 自動車整備用具の販売、塗料及び溶
剤の販売
プロツール（工場用副資材）の販売
及び自社オリジナル商品の企画開発



〒 799-0101 四国中央市川之江町1211-4

TEL 0896-58-2666
FAX 0896-58-4689
URL http://mitsuwachemical.inokawa.co.jp/
E-mail mitsuwa-k@inokawa.co.jp





カレット／中国

（資） 1,000
（従） 9
（事） 珪酸ソーダ製造

村上産業（株）

〒 790-8526 松山市本町1-2-1

MURAKAMI & CO., LTD.

TEL 089-947-3111
FAX 089-933-6481
URL http://www.murakamisangyo.co.jp

（代） 清水 完二

輸

（資） 7,000
（従） 99
（事） 工業薬品、肥料、農業薬品、農業用
資材、飼料、日用品等卸売業
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繊維加工用染料、薬品／中国

PEBAGS／中国

・中国（上海）/現地法人/2003
年9月/工業薬品、染料、油脂
類、食品資材、諸機器類他販
売
・タイ（バンコク)/現地法人/2
013年１月/工業薬品、染料、
食品資材等販売
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化学製品
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ヤスハラ
YASUHARA CO., LTD.
（代） 安原 史紀

（株）山本塗料店
YAMAMOTO-TORYO CO., LTD.
（代） 山本 中二

養命研究所（株）
YOUMEI LABO
（代） 仙波 正志

リュウグウ（株）
RYUGU CO., LTD.
（代） 森川 絋太郎

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 794-0038 今治市末広町1丁目3-13

TEL 0898-22-2824
FAX 0898-32-6026
URL http://www.e-yasuhara.co.jp
E-mail imabari@e-yasuhara.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

海外企業との提携
国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用



染料、工業薬品／中国

（資） 2,400
（従） 19
（事） 染料・工業薬品・紙関連商品卸売
〒 799-1512 今治市高市甲666-2

TEL 0898-47-5777
FAX 0898-36-9111
URL https://www.yamamoto-toryo.co.jp
E-mail info@yamamoto-toryo.co.jp
（資） 1,000
（事） 塗料の販売







接着剤／英国

・塗料の販売／マレーシア



（従） 17

〒 792-0836 新居浜市篠場町6番25号

TEL 0897-47-8751
FAX 0897-47-8752
URL http://youmei-labo.jp/
E-mail youmeiinai@gmail.com


化粧品（リアルボーテ、ハーブデオフ
ロ）／タイ

（資） 300
（従） 2
（事） 天然素材の性質を活かした化粧品、
サプリメント、医薬部外品等の研
究・開発・製造・販売（卸）
〒 799-0496 四国中央市三島宮川4-9-64

TEL 0896-24-3340
FAX 0896-24-2955
URL http://www.ryugukk.co.jp
E-mail ryugu@ryugukk.co.jp


ポリ袋／インドネシア、マレーシア、
中国

（資） 5,000
（従） 80
（事） 紙製品、包装資材製造販売
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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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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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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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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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中国
ﾍﾞﾄﾅﾑ
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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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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
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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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機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）アテックス
ATEX CO., LTD.
（代） 村田 雅弘

（株）アドバンテック
ADVANTEC CO., LTD.
（代） 山名 正英

（株）いうら
IURA CO., LTD.
（代） 横畑 幸生

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-8524 松山市衣山1-2-5

TEL 089-924-7161
FAX 089-925-0771
URL http://www.atexnet.co.jp
E-mail atexhome@atexnet.co.jp
（資） 6,080
（従） 212
（事） 電動車、農業関連機械
〒 793-0046 西条市港293-1

TEL 0897-53-7711
FAX 0897-53-7733
URL http://www.advantec-japan.co.jp
E-mail info@advantec-japan.co.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

〒 791-0214 東温市南野田410番地6

外

進

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容





運搬車／イタリア、スペイン、フラン
ス、インドネシア、マレーシア
草刈機／韓国、台湾、フランス、オー
ストラリア、タイ

農業機械部品／台湾、中国、韓国

・中国（江蘇省江陰）/現地法
人/2007年3月/農業機械及び
農業関連部品の製造







半導体製造装置関連商品／中国、米国

半導体製造装置関連商品／中国、米国

・中国（江蘇省蘇州）/現地法
人/2007年4月/半導体製造装
置部品の製造販売
・シンガポール（シンガポール
）/現地法人/2010年12月/半
導体製造装置部品の販売
・韓国（ソウル）/現地法人/20
11年5月/半導体製造装置部品
の販売
・インド（ハリヤーナー州）/
現地法人/2013年5月/半導体
製造装置部品の販売
・米国(カリフォルニア州)/現
地法人/2013年10月/半導体製
造装置部品の販売
・台湾（桃園)/現地法人/2012
年6月/半導体製造装置部品の
販売
・タイ（バンコク)/現地法人/2
015年10月/半導体製造装置部
品の販売
・フィリピン（マニラ）/現地
法人/2016年8月/半導体製造
装置部品の販売
・ドイツ（デュッセルドルフ）
/現地法人/2018年1月/半導体
製造装置部品の販売





介護機器／台湾

自社仕様の加工部品、マット等／ベト
ナム

海外企業との提携
国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用


中国
韓国
ベトナ
ム



（資） 8,000
（従） 163
（事） 介護・福祉機器メーカー

155

出



（資） 4,150
（従） 309
（事） 半導体製造装置部品の製造販売

TEL 089-964-7770
FAX 089-964-1522
URL http://www.iura.co.jp
E-mail info@iura.co.jp

海

156

中国
韓国
ﾍﾞﾄﾅﾑ
ﾈﾊﾟｰﾙ
ﾏﾚｰｼｱ
ｲﾝﾄﾞ
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機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

井関農機（株）
ISEKI&CO., LTD.
（代） 木下 榮一郎

入江工研（株）四国事業所
IRIE KOKEN CO., LTD.
（代） 西岡 勝志

潮冷熱（株）
USHIO REINETSU CO., LTD.
（代） 小田 茂晴

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









トラクター、作業機／タイ、マレーシ
ア、ベルギー、英国、ドイツ、フラン
ス、米国、ベトナム
コンバイン、田植機／韓国、台湾、中
国、ベトナム

トラクター／フランス
作業機／ドイツ、フランス

・ベルギー（ブリュッセル）/
現地法人/1971年3月/農業機
械の市場開拓、販売促進、卸
売
・ドイツ（メアブッシュ）/現
地法人/1979年12月/農業機械
販売
・中国（江蘇省常州）/現地法
人/2003年6月/農業機械製造
販売
・中国（湖北省襄陽）/現地法
人/2011年7月/農業機械製造
販売
・インドネシア（スラバヤ）/
現地法人/2012年10月/農業機
械製造販売
・タイ（バンコク）/現地法人/
2013年10月/農業機械販売
・フランス（クレルモンフェラ
ン）/現地法人/2014年7月/農
業機械販売
・タイ（チョンブリー県）/現
地法人/2016年10月/農業機械
の市場開拓、販売促進、卸売

・インドネシア/代理店契約/２
輪トラクターの販売

〒 791-3204
伊予市中山町出渕4番耕地1580-1
TEL 089-967-1001
FAX 089-967-5011
URL http://www.ikc.co.jp
E-mail nishioka-katu@ikc.co.jp
（資） 10,000
（従） 251
（事） 真空部品（ベローズ、バルブ、機
器）の設計、製造







ベローズ／韓国、中国
バルブ／韓国、中国

ベローズ／韓国
加工部品／中国

・中国（江蘇省常州）/現地法
人/2005年10月/配管用ベロー
ズの製造、機械部品の製造
・韓国（水原）/支店/2006年8
月/真空バルブの製造

〒 794-0069 今治市ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞﾋﾙｽﾞ5番地3









舶用冷暖房機器、舶用エレベータ、舶
用糧食用冷凍機／中国、台湾、韓国

コンプレッサー／シンガポール

・韓国（昌原）/現地法人/2005
年7月/エレベータの製造販売
・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2003年12月/冷暖房機器、
冷凍冷蔵機器、エレベータの
製造販売

・フィンランド/技術提携
・韓国/その他/販売提携









機械装置／中国、インドネシア

機械部品／中国、インドネシア

・中国(遼寧省大連)/現地法人/
2013年12月/機械製造
・インドネシア（チカラン）/
現地法人/2016年3月/生産機
械メンテナンス

・中国/委託契約/機械製造
・インドネシア/委託契約/機械
製造

〒 799-2655 松山市馬木町700番地

TEL 089-979-6111
FAX 089-978-6440
URL http://www.iseki.co.jp
E-mail repre@iseki.co.jp
（資） 2,334,474
（従） 754
（事） 農業用機械製造販売

TEL 0898-34-1230
FAX 0898-34-1231
http://www.ushioreinetsu.co.jp
URL
E-mail ushio@ushioreinetsu.co.jp
（資） 10,000
（従） 312
（事） 冷暖房機器、冷凍冷蔵機器、エレ
ベータの製造販売

ウダカエンジニアリング（株） 〒 799-0101 四国中央市川之江町577
0896-58-2242
FAX 0896-58-1061
UDAKA ENGINEERING CO., LTD. TEL
URL http://www.udaka.com
E-mail mitsushige-udaka@udaka.com
（代） 宇高 光重
（資） 2,000
（従） 35
（事） 各種産業機械製造販売

157

外国人
の採用


中国
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［本社
所管］
中国
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ﾃﾞｼｭ


中国
韓国
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機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）エクセル電子
EX CO., LTD.
（代） 藤井 一志

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-0054 松山市空港通4丁目6番2号

TEL 089-973-2711
FAX 089-973-2880
URL http://www.exjapan.com
E-mail sales@exjapan.com

（株）エヌ・ピー・シー
NPC INCORPORATED
（代） 伊藤 雅文

（株）愛媛ジュエルピコ
EHIME JEWEL PICO CO., LTD.
（代） 二宮 朝保

（資） 300
（従） 7
（事） 食品加工機・計量機・包装機・重量
選別機・乾燥機製造販売

〒 791-8044 松山市西垣生町2889
TEL 089-946-6606
FAX 089-946-6607
URL https://www.npcgroup.net/
（資） 281,246
（従） 158
（事） 太陽電池製造装置及び各種自動化装
置の開発・設計・製造・販売・保守
サービス、太陽光パネルのリユー
ス・リサイクルサービス、太陽光パ
ネルの検査サービスの提供

EHIME PRECISION CO., LTD.

（代） 大石 憲一

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









プラスチック部品、プレス金属部品／
インドネシア、香港
オーディオジャック／韓国

オーディオジャック／インドネシア、
香港
コネクター、オーディオプラグ／イン
ドネシア

・インドネシア（バタム）/現
地法人/1991年8月/小型接続
部品の組立･販売
・香港（香港）/現地法人/1995
年8月/小型接続部品の販売

・中国（東莞）/委託契約/組み
立て









重量選別機／香港、中国、インドネシ
ア、オーストラリア、トルコ、ナミビ
ア、タイ、ミャンマー
光選別機／バングラデシュ
刺身加工機／フィリピン、タイ、チリ
魚加工機／チリ、インドネシア、オー
ストラリア
乾燥機／オーストラリア、バングラデ
シュ、マラウイ、カンボジア

食品加工機・肉加工機／中国、韓国
魚加工機／韓国
卵加工機／タイ

・タイ（バンコク）/駐在員事
務所/1999年7月/販売、メン
テナンス
・バングラデシュ（ダッカ県）
/駐在員事務所/2013年1月
・マラウイ（リロングウェ）/2
018年9月

・中国（大連）/委託契約/食肉
加工機製造
・韓国（富川市）/委託契約/刃
物製造
・韓国（仁川市）/肉加工機









太陽電池製造装置
自動化省力化装置

装置部品

・米国（ニュージャージー州）
/現地法人/1996年8月/太陽電
池製造装置の販売サポート、
保守サービス
・韓国（水原市）/現地法人/20
18年9月/自動化・省力化装置
の販売サポート、保守サービ
ス

・台湾/委託契約







ダイヤルキャリパーゲージ、デジタル
キャリパーゲージ、油圧スタンド／米
国、欧州、アジア

測定器部品／中国、スイス

・スイス（チューリッヒ）、イ
ギリス（ロンドン）/委託契
約/製品の部品加工、組立

外国人
の採用




ﾊﾞﾝｸﾞﾗ
ﾃﾞｼｭ
ﾏﾗｳｲ

（資） 1,000
（従） 6
（事） ジュエリーパーツ製造・販売
〒 795-0006 大洲市野佐来1208番地

OISHI KOSAKUSHO CO., LTD.

品目／国・地域

入

〒 791-2111 伊予郡砥部町八倉90

TEL 0893-23-3531
FAX 0893-24-3231
ehime.pr@kfx.biglobe.ne.jp
E-mail

（株）大石工作所

輸

TEL 089-958-2225
FAX 089-958-2548
URL http://www.e-jewelpico.com
E-mail keiri-1@seberu-pico.com

エヒメ精工（有）

（代） 井上 猪佐夫

出

（資） 5,001
（従） 69
（事） 小型接続部品の製造及び販売

（同）エヌエスコーポレーショ 〒 799-3131 伊予市大平字小野甲1457番地1
TEL 089-983-5521
FAX 089-989-0080
ン
http://www.nscorp.jp
URL
N.S CORPORATION
E-mail e951566@shikoku.ne.jp
（代） 仲井 清高

輸

（資） 500
（従） 5
（事） 精密測定器製造販売



〒 792-0893 新居浜市多喜浜6丁目2-45

TEL 0897-46-1160
FAX 0897-46-1159
URL http://ois.gr.jp/
E-mail info@ois.gr.jp
（資） 2,000
（従） 40
（事） プラント建設及びメンテナンス業
（機械工事）
製缶・配缶・産業用機械製作並びに
修理
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機械・金属
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





木工機械／韓国、ベトナム

木工機械／ドイツ、オーストリア

〒 791-0522 西条市丹原町田野上方1016
FAX 0898-68-7758
TEL 0898-68-7506
URL http://www.ochi-machinery.com
E-mail sekino@ochi-machinery.com
y-sekino@ochi-machinery.com
（資） 4,500
（従） 30
（事） 汎用機械器具製造業（金属加工業）









鋳造機械設備部分品／中国

鋳物素材／中国

・中国、ベトナム、香港/機械
加工

・中国、香港/鋳物素材調達、
機械加工

おべ工業（株）

〒 792-0801 新居浜市菊本町二丁目14番1号



OBE MACHINERY AND
ENGINEERING CO., LTD.

TEL 0897-33-5141
FAX 0897-33-9142
URL http://www.obe.co.jp/
E-mail info@obe.co.jp







船用品／アセアン他

機器／韓国

・アセアン/船用品販売

大倉商店

〒 791-1116 松山市南土居町67-1

OOKURA-SYOUTEN

TEL 089-975-0902
FAX 089-975-0953
E-mail ookura-syouten@vega.ocn.ne.jp

（代） 大倉 康弘
越智機械工業（株）
OCHI-MACHINERY
（代） 関野 邦夫

（代） 尾部 功太榔

外国人
の採用

（資） 1,000
（従） 11
（事） 製材、木工機械販売

各種クレーン/ベトナム、台湾

（資） 7,888
（従） 145
（事） 各種クレーン製造

（株）カナックス 大西営業所 〒 799-2203 今治市大西町新町甲945番地
TEL 0898-36-5610
FAX 0898-36-5602
KANAX CORPORATION
URL http://www.kk-kanax.co.jp
E-mail ek203704@kk-kanax.co.jp
（代） 佐伯 啓治郎
（資） 22,500
（従） 40
（事） 鉄鋼卸売業

金城産業（株）
KANESHIRO SANGYO CO., LTD.
（代） 金城 正信

（有）海夢音
KAMON
（代） 井上 伊寿雄

〒 791-8041 松山市北吉田町349-1

TEL 089-972-3303
FAX 089-972-3310
URL http://www.eco-kaneshiro
E-mail info@eco-kaneshiro.com





金属／韓国、中国
自動車部品等／マレーシア、アラブ首
長国連邦

・韓国/技術提携/素材のリサイ
クル
・中国/技術提携/素材のリサイ
クル

（資） 1,000
（従） 80
（事） 金属リサイクル業、自動車リサイク
ル業
〒 791-1123 松山市東方町1667-1

TEL 089-960-8550
FAX 089-960-8550
URL http://kamonkamon.jp/
E-mail info@kamonkamon.jp







バイク

バイクパーツ／中国

・アジア/バイク輸出

（資） 300
（従） 5
（事） 中古バイク販売、中古新品バイク
パーツ販売
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機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

川之江造機（株）
KAWANOE ZOKI CO., LTD.
（代） 篠原 正能

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-0195 四国中央市川之江町1514

TEL 0896-58-0111
FAX 0896-58-2864
URL https://www.kawanoe.co.jp/
E-mail kawanoe@kawanoe.co.jp
（資） 5,000
（従） 210
（事） 紙・パルプ機械製造、紙加工機械製
造

菅機械産業（株）

〒 791-8042 松山市南吉田町2278-1

KAN MECHANICAL INDUSTRY
INC.

TEL 089-965-0665
FAX 089-965-0651
URL http://www.kankikai.co.jp
E-mail info@kankikai.co.jp

（代） 菅 英治

カンキ工業（株）
KANKI KOGYO CO., LTD.
（代） 得本 文昭

（株）岸製作所
KISHI MACHINERY CO., LTD.
（代） 岸 義正

（株）クリタ
KURITA CO., LTD.
（代） 栗田 陽一

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









紙・パルプ機械（抄紙機、仕上機
械）、紙加工機械（トイレットペー
パー、ティッシュペーパー等の加工機
械）／中国、台湾、韓国、フィリピ
ン、マレーシア、インドネシア、シン
ガポール、ミャンマー、イタリア、ス
ウェーデン、米国、カナダ、オースト
ラリア、タイ

ブレード（刃物）／米国、英国
製紙機械用特殊ロール／カナダ
抄紙機／スウェーデン、イタリア、カ
ナダ
製紙原料処理機械／スウェーデン、米
国

・中国（浙江省嘉興）/現地法
人/2008年9月/抄紙機製造、
加工機製造、原料処理機械製
造

・カナダ/技術提携/抄紙機、オ
ントップワイヤー、ドクター
製造
・米国/その他業務提携/製紙原
料処理機械製造
・スウェーデン/技術提携/家庭
紙用抄紙機製造、製紙用原料
処理機製造
・イタリア/技術提携/製紙原料
処理機械製造









定寸器／フィリピン、ベトナム、タイ

機械部品／ドイツ

・フィリピン、ベトナム、タイ
/手動式デジタル定寸器販売

外国人
の採用


中国



（資） 2,000
（従） 10
（事） 高圧ガス・溶接材料・溶接機等販
売、産業機械製造
〒 791-8002 松山市谷町205-2

TEL 089-979-2323
FAX 089-979-6520
URL http://www.kankikogyo.co.jp
E-mail info@kankikogyo.co.jp





柑橘選果施設プラント一式／韓国
玉葱選果施設プラント一式／韓国
人参選果施設プラント一式／韓国

・韓国/代理店契約/農産物選別
機械販売

（資） 3,150
（従） 28
（事） 農産物の集出荷自動選別プラント、
自動省力化機械、各種コンベア、自
動製・封函機、洗浄機ほか設計・製
造・販売
〒 799-0723 四国中央市土居町天満2487

TEL 0896-74-4125
FAX 0896-74-4693
URL http://www.kishimc.co.jp
E-mail ks@kishimc.co.jp
（資） 1,100
（従） 30
（事） 紙・フィルム・不織布加工機と自動
機、ロボット設計製作







紙折り機／フィリピン
不織布加工機械／タイ、韓国
化粧パフ加工機／タイ、韓国
ポリマーシート製造機、フェイスマス
ク製造機、メイク落とし、折り機（金
封）、ポリバッグ製袋機、フィルムス
リッター、食品包装機／韓国
折り機（金封）、生理用ナプキン／中
国
ウェットティッシュ製造ライン／オー
ストラリア、韓国、中国、台湾

加工機械部品／韓国

・韓国（仁川）/代理店契約/市
場調査



〒 793-0046 西条市港1-1

TEL 0897-56-2016
FAX 0897-56-5001
URL http://www.kurita-cast.co.jp
E-mail youichi@kurita-cast.co.jp

中国

（資） 9,000
（従） 40
（事） 銑鉄鋳物鋳造業
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機械・金属
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

（有）ケーエスエー

〒 792-0811 新居浜市庄内町3丁目8番5号

KSA CORPORATION

TEL 0897-47-0838
FAX 0897-47-0839
E-mail ksa-kt@eagle.ocn.ne.jp

（代） 高石 勝美

（株）光真商事
KOSHIN TRADING CO., LTD.
（代） 富田 耕治

（株）コスにじゅういち
KOS 21 CO., LTD.
（代） 近藤 基起

（株）コスモ精機
COSMO SEIKI CO., LTD.
（代） 松原 正廣

（株）コンヒラ
CONHIRA CO., LTD.
（代） 山本 太郎

（資） 300
（従） 4
（事） fablessとして、下記製造装置の企画
設計を行い、製造自体は、関連会社
（EMS）に委託。製品はOEM供給を受
ける形で調達し、自社ブランドの製
品として販売
食品・介護用品・化粧用品製造装置
（包装機、印刷機含む）
〒 791-8042 松山市南吉田町2284-1

TEL 089-965-2501
FAX 089-965-2833
URL http://www.hikari-net.co.jp
E-mail kyosioka@koushin.hikari-

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









食品製造装置／韓国、ベトナム、イン
ドネシア等のアセアン諸国
化粧、介護用品／韓国、中国、オース
トラリア、ロシア、アセアン諸国

健康食品用中間材（パパイヤ粉とドイ
ツ製デキストラ混合粉／フィリピン
無電極放電ランプ／フィリピン
食品／韓国

・アセアン諸国、トルコ他/化
粧用品、衛生用品の製造装置

・アセアン諸国、トルコ、イタ
リア/食品加工機、化粧用材
・衛生用材加工機









ＦＡ機械部品、空圧機器／タイ

アルミフレーム／タイ

・タイ（アユタヤ県）/現地法
人/2005年4月/ＦＡ機械部品
、加工品販売

外国人
の採用





net.co.jp
（資） 1,000
（従） 14
（事） ＦＡ機械部品、空圧機器、工作機
械、工具等販売
〒 792-0016 愛媛県新居浜市港町2-25

TEL 0897-33-0888
FAX 0897-37-0760
URL http://kos21.co.jp
E-mail mkondo@kos21.co.jp


スパッタリングターゲット／台湾、中
国

（資） 4,200
（従） 148
（事） 精密切削加工、スパッタリングター
ゲットの製造、製缶、配管、溶接、
電気制御盤の設計制作
〒 791-0311 東温市則之内1470-5

TEL 089-960-6366
FAX 089-960-6388
URL http://www.c-cosmo.co.jp
E-mail info@c-cosmo.co.jp
（資） 2,700
（従） 43
（事） 精密プラスチック金型製造・設計・
成形事業、アミューズメント事業
（ダーツ用品の製造販売、ダーツマ
シンの販売・レンタル）、アグリ事
業（トロピカルフルーツ生産・販
売）

〒 794-0812 今治市北高下町2-2-23
TEL 0898-23-6660
FAX 0898-23-6698
URL http://www.conhira.com
E-mail info@conhira.com
（資） 1,200
（従） 45
（事） 船用機器・省エネ機器製造販売
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ダ-ツ部品／韓国、台湾、中国、香港、
タイ、シンガポール、インドネシア、
マレーシア、オーストリア、イタリ
ア、英国、オランダ、スイス、スペイ
ン、ドイツ、フランス、スウェーデ
ン、オーストラリア、ニュージーラン
ド、米国、カナダ、ベルギー、フィン
ランド、アンドラ、アラブ首長国連
邦、ポルトガル、モンゴル、リトアニ
ア、ブラジル、ブルガリア、フィリピ
ン、インド、南アフリカ共和国、ルー
マニア





舶用燃料油改善装置／中国、米国、ウ
クライナ、台湾
舶用機器(装置)用部品／香港、韓国、
オランダ、インド、ギリシャ、台湾、
シンガポール、キプロス、中国

舶用機器仕掛品／中国、ベトナム
舶用機器（装置)用部品、艤装品、フラ
ンジ、銅管／中国、ベトナム
銅製品／韓国
バルブ、フィルターハウジング、フィ
ルターカートリッジ／台湾
麻材/バングラデシュ


中国
台湾
ﾍﾞﾄﾅﾑ
ﾀﾝｻﾞﾆｱ
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機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

サトー産業（株）
SATOH INDUSTRIES CO., LTD.
（代） 佐藤 慎輔

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-0404 四国中央市三島宮川1丁目10-19

TEL 0896-23-2031
FAX 0896-24-1074
URL http://sato-sangyo.com
E-mail sato@sato-sangyo.com
（資） 2,500
（従） 22
（事） 機械工具プラント資材卸

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







機械部品、機具／インドネシア、マ
レーシア、ベトナム、ペルー
プラント資材／米国、スペイン、ベト
ナム、インドネシア
輸送機具／オマーン、ベトナム、イン
ドネシア、オーストラリア
機械／韓国、中国

・ベトナム/機械・部品の販売

・ベトナム/機械・部品の販売

〒 791-0104 松山市食場町甲270番地1
TEL 089-977-5550
FAX 089-977-5200
URL http://cat-kk.jp/
E-mail 4488yasu@cat-kk.jp
（資） 1,000
（従） 9
（事） 半導体製造装置内における搬送ロ
ボット及びターボ分子ポンプの修
理・メンテナンス、部品の製作









機械（ターボ分子ポンプ）／台湾

機械（ターボ分子ポンプ）／台湾
機械（搬送ロボット）／イスラエル、
米国、韓国

・機械修理/マレーシア

・台湾（新竹市）/委託契約、
技術提携/ターボ分子ポンプ
のオーバーホールを委託、技
術提供（相互）も行う

〒 791-0054 松山市空港通6丁目10番1号
TEL 089-972-1481
FAX 089-973-1760
URL http://shikoku-kenpan.co.jp/
E-mail ken0010@jpncat.com
（資） 10,000
（従） 157
（事） 建設機械販売および修理









エンジン／英国、オーストラリア、台
湾

・シンガポール（シンガポール
）/現地法人/1975年10月/建
設機械関連

・英国/代理店契約/エンジン販
売

四国溶材（株）

〒 794-0083 今治市宅間甲360番地









SHIKOKU WELDING ELECTRODE
CO., LTD.

TEL 0898-23-3500
FAX 0898-23-0531
URL http://www.sweco.co.jp
E-mail 2wo@sweco.co.jp

溶接材料、溶接・溶断機器／中国
消耗品/ベトナム

溶接ワイヤ／韓国、ベトナム
溶接・溶断機器／中国、韓国

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2007年2月/溶接材料、溶
接・溶断機器の販売、輸出入
/溶接・溶断の技術コンサル
ティング
・ベトナム（ドンナイ省ロンタ
イン県)/現地法人/2011年10
月/溶接材料の生産・輸出





（株）シィ・エィ・ティ
CAT CO., LTD.
（代） 竹熊 容晴

四国建設機械販売（株）
SHIKOKU KENSETSUKIKAI
HANBAI
（代） 永野 能弘

ジャスティン（株）

〒 799-0101 四国中央市川之江町3125-3
TEL 0896-58-4455
FAX 0896-58-7867
URL http://justin.jp/
E-mail s.oida@justin.jp
（資） 8,000
（従） 90
（事） パッキン・ガスケットの製造および
販売



新興工機（株）

〒 791-3131 伊予郡松前町北川原1227-1







SHINKOU KOUKI

TEL 089-985-2360
FAX 089-985-2271
URL http://www.kubocom.co.jp/kouki/

ペレット製造機／東南アジア

ペレット製造機／ドイツ

・ドイツ（ハンブルグ）/代理
店契約/日本国内での販売契
約







E-mail fukuda@kubocom.co.jp
（資） 1,000
（従） 15
（事） 機械器販売、設置
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・中国（上海）/現地法人/2012
年7月/制御システムの販売

http://www.kubocom.co.jp/kouki/

（代） 福田 和明



中国

（資） 9,000
（従） 160
（事） 溶接棒製造販売、溶接資材全般販売

（代） 種田 宗司

の採用

エンジン部品／シンガポール

（代） 村上 裕一

JUSTIN CO., LTD.

外国人
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機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ジンノ工業

（代） 神野 浩

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 792-0050 新居浜市萩生1255－7番地

TEL 0897-44-5782
FAX 0897-44-5783
URL http://jinnokogyo.com/
E-mail jinnokk@ybb.ne.jp

〒 791-8042 松山市南吉田町2798-71

SHINWA INDUSTRIAL CO., LTD.

TEL 089-973-6251
FAX 089-973-6535
URL http://www.shinwa-cc.co.jp
（資） 4,500
（従） 130
（事） 合成繊維製造装置、不織布製造装置
（メルトブロー装置）

住友金属鉱山（株）別子事業所 〒 792-8555 新居浜市西原町3-5-3
TEL 0897-37-4800
FAX 0897-37-4804
SUMITOMO METAL MINING CO.,
http://www.smm.co.jp
URL
LTD., BESSHI-NIIHAMA
DISTRICT DIV.
（代） 金山 貴博

（資） 9,324,242
（従） 1,359
（事） 非鉄金属製錬・精製・機能性材料製
造

住友重機械工業（株）愛媛製造 〒 792-8588 新居浜市惣開町5-2
TEL 0897-32-6211
FAX 0897-32-6515
所新居浜工場
URL http://www.shi.co.jp
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
LTD., EHIME WORKS, NIIHAMA
FACTORY
（代） 高岡 幸司

住友重機械ハイマテックス
（株）
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
HIMATEX CO., LTD.
（代） 木戸 敬彰

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







微細泡発生装置／タイ、インドネシア

・インドネシア、タイ/養殖業
（エビ）

・インドネシア、タイ/代理店
契約





外国人
の採用

（資） 1,000
（従） 5
（事） 管工事、機械器具設置工事

新和工業（株）

（代） 古川 亮一

輸

（資） 3,087,165
（従） 1,234
（事） 量子機器・産業機械・運搬荷役機械
の製造

〒 792-0001 新居浜市惣開町5-2
TEL 0897-32-6490
FAX 0897-32-6546
URL http://www.shi.co.jp/hmx/
E-mail takaaki.kido@shi-g.com
（資） 31,000
（従） 126
（事） 圧延用ロール、錨鎖・鉄鎖、粉末冶
金製品
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電解銅箔製造設備／中国
短繊維製造設備（紡糸機）／中国、米
国、タイ他
中空糸製造設備（紡糸機医療）／中
国、インド

乾燥機筐体／台湾
ローラー／中国









［本社所管］
電気銅／台湾、中国、インドネシア
硫酸ニッケル／韓国、台湾、シンガ
ポール、マレーシア、中国、インドネ
シア、タイ、インド、米国、フィリピ
ン、ベトナム、トルコ、イタリア、ブ
ラジル
濃硫酸／台湾、中国、タイ、フィリピ
ン
電気ニッケル／中国、韓国、インド、
米国、サウジアラビア、トルコ、欧
州、ベトナム、タイ、台湾、ブラジ
ル、インドネシア
電気コバルト／ドイツ、ベルギー、英
国、中国、台湾、米国、フランス、
オーストラリア

［本社所管］
銅精鉱／インドネシア、オーストラリ
ア、チリ、ペルー、米国
ニッケルマット／フィリピン、インド
ネシア、オーストラリア

［本社所管］

［本社所管］









運搬荷役機械および部品／香港、中
国、韓国
製鉄機械部品／台湾
プレス機械および部品／米国、イタリ
ア、ドイツ、韓国、中国
量子機器（医療機器）／台湾、中国、
韓国
量子機器（成膜装置および部品）／台
湾、韓国
量子機器（半導体機器）／韓国、ドイ
ツ

クレーン部品／中国、韓国、スウェー
デン
医療機器 成膜装置の部品／米国、フ
ランス、ドイツ、ベルギー、中国、台
湾、韓国
製鉄機械部品／米国、タイ、韓国
ブレス機械部品／米国、韓国

［本社所管］
・中国（江蘇省昆山）/現地法
人/2006年10月/リフティング
マグネットの製造

［本社所管］
・韓国/技術提携（ライセンス
供与、技術援助）/荷役機械
の製作
・中国/技術提携（ライセンス
供与、技術援助）/荷役機械
の製作





圧延用ロール／韓国、台湾、フィリピ
ン、インドネシア、マレーシア、イン
ド、ベトナム

・台湾/委託契約/金属加工
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機械・金属
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

住友重機械プロセス機器（株） 〒 799-1393 西条市今在家1501番地
TEL 0898-64-6936
FAX 0898-64-6977
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
http://www.shi-pe.shi.co.jp
URL
PROCESS EQUIPMENT CO., LTD.
E-mail hajime.takiwaki@shi-g.com
（代） 田島 茂
（資） 48,000
（従） 293
（事） コークス炉関連機械設備、石油精
製、化学向け圧力容器、撹拌槽、そ
の他大型鉄鋼構造物、蒸留・抽出設
備

（株）曽我部鐵工所
SOGABE IRON WORKS CO., LTD.
（代） 曽我部 謙一

ダイオーエンジニアリング
（株）
DAIO ENGINEERING CO., LTD.
（代） 福島 慎一

（株）大昌鉄工所
DAISHO TEKKOSHO CO., LTD.
（代） 福崎 祥正

大新テクノス（株）
DAISHIN TECHNOS CO., LTD.
（代） 永吉 裕一

（株）田窪工業所
TAKUBO INDUSTRIAL CO., LTD.
（代） 黒田 祐弘

〒 792-0896 新居浜市阿島1丁目4-25

TEL 0897-67-1700
FAX 0897-67-1702
URL http://www.sogabe-iw.jp
E-mail ken_sogabe@sogabe-iw.jp

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域





石油精製用圧力容器（コークドラム）
／サウジアラビア、アルゼンチン、米
国、フィリピン
撹拌槽／韓国、中国、タイ、シンガ
ポール

鍛造品／韓国、イタリア、ドイツ、英
国
撹拌槽本体／韓国、中国
コークス炉関連鋼構造物／中国

〒 799-0431 四国中央市寒川町4765-2

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


中国
韓国
フィリ
ピン







歯車減速機及びその部品／中国、ブラ
ジル

・中国（江蘇省蘇州）/現地法
人/2010年11月/建設機械用旋
回減速機・走行減速機及びそ
の部品の製造販売

・アセアン、アセアン他/歯車
加工技術

（資） 1,000
（従） 102
（事） 建設機械用旋回減速機・走行減速機
及びその部品の製造販売

TEL 0896-25-3111
FAX 0896-25-3120
URL http://www.daio-eng.co.jp
E-mail soumu@daio-eng.co.jp

海







カード枚数計／ドイツ

機械部品／イタリア、ドイツ、スイ
ス、韓国

・ドイツ（ベルリン）/技術提
携/光学選別技術









抄紙機／中国
フィルム製造設備／中国、台湾
衛材製造設備/タイ、インドネシア、サ
ウジアラビア、ブラジル、インド
ロール乾燥設備/中国、フランス、米国

ＬＭガイド/中国
ベアリング／ドイツ

・中国（江蘇省常熱)/現地法人
/2010年8月/産業機械の設計
、製造、販売（特殊紙、不織
布、フィルム製造機械）

・EU/抄紙関連設備、フィルム
関連設備







船舶用炭酸ガス消火装置／韓国
船舶用粉末消火装置／韓国
窒素ガス発生装置／ノルウェー

・韓国(釜山）/代理店契約/船
舶用消防設備販売


中国

（資） 6,000
（従） 499
（事） 環境・リサイクル技術及び製作（選
別・固化・省エネ・大気浄化・水質
浄化）
〒 799-0101 四国中央市川之江町910番地

TEL 0896-58-0123
FAX 0896-58-0126
URL http://daisho-iw.com/
E-mail info@daisho-iw.com
（資） 2,000
（従） 121
（事） 産業機械の設計、製造、販売（特殊
紙、不織布、フィルム製造機械）
〒 794-0007 今治市近見町3丁目8番26号

TEL 0898-33-7800
FAX 0898-33-7803
URL http://www.daishintechnos.com
E-mail info@daishintechnos.com


中国

（資） 3,000
（従） 28
（事） 船舶用消防設備販売及びメンテナン
ス
〒 799-1392 西条市北条962-7

TEL 0898-65-5000
FAX 0898-65-4677
URL http://www.e-ty.co.jp
E-mail t.hatabe@e-ty.co.jp
（資） 8,000
（従） 450
（事） 金属製品製造業・販売業（スチール
製物置、ガレージ、自転車置場、
キッチン、スチール製収納用品）
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金属系加工製品／香港、ドイツ、台
湾、韓国

鋼材、金属加工品／韓国
金属製品（部品を含む）／中国、台湾

・タイ、シンガポール、マレー
シア、ベトナム、フランス、
英国、オーストラリア/金属
系加工製品販売

・台湾（台北）/委託契約/副資
材の生産
・中国（広東省）/委託契約/副
資材の生産
・中国（福建省）/委託契約/副
資材の生産
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機械・金属
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

（株）谷口金属熱処理工業所

（代） 谷山 俊介

（株）ツヅキ
TSUZUKI CO., LTD.
（代） 続木 勝彦

ティーメックス（株）貿易部
松山事務所
T-MEX CORPORATION
（代） 石村 慎也

テック溶工（株）
TEKKU YOUKOU
（代） 相原 千代美

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

（資） 1,200
（従） 25
（事） 金網製造・販売
〒 793-0042 西条市喜多川853-16-1

TEL 0897-55-5515
FAX 0897-56-8877
URL http://www.taniguchi-mht.co.jp
E-mail t-ashitaka@taniguchi-mht.co.jp
（資） 2,000
（事） 金属熱処理





金属製品／ベトナム

・金属製品製造／ベトナム

（従） 43

〒 792-0011 新居浜市西原町3-3-20

TEL 0897-33-9793
FAX 0897-33-9795
URL http://www.pika2kobo.com/
E-mail k_tsuzuki@tzk-iw.com









台湾、中国

台湾

・アセアン/ステンレスバフ研
磨加工、電解研磨

・ベトナム、ミャンマー他、ア
セアン/ステンレスバフ研磨
加工









ベアリング類、工場設備機器部品等／
中国
作業、測定用機材等／台湾

ベアリング、ギヤ、カプラ、バルブ、
継手、加工部品等／台湾

［本社所管］
・中国(江蘇省無錫)/現地法人/
2011年2月/現地調達・日系企
業への供給、現地調達品の日
本への輸出、日本調達品の現
地日系企業への供給

・台湾（台北市）/代理店契約/
販売協力窓口業務（現地連絡
事務所管理)









合成繊維製造機械／台湾、中国、ベト
ナム、インドネシア、インド

機械部品／中国、台湾、韓国、ドイツ
鋳造品/中国、台湾

［本社所管］
・中国（上海）/2005年11月/現
地法人/合成繊維製造機械部
品の製造、高速延伸仮撚機の
組立

［本社所管］
・台湾（台北）/代理店契約(代
理店・販売店)/製品、スペア
パーツの代理店契約
・韓国（ソウル）/代理店契約(
代理店・販売店)/製品、スペ
アパーツの代理店契約
・インド（ムンバイ）/代理店
契約(代理店・販売店)/製品
、スペアパーツの代理店契約







農業機械中古品／インドネシア、ベト
ナム、カンボジア

・インドネシア（ジャカルタ）
/現地法人/2015年12月/日本
語教育

・ベトナム/日本語教育



（資） 1,000
（従） 11
（事） ステンレスバフ研磨加工、電解研磨
加工、北海の鏡板代理店
〒 791-0054 松山市空港通5丁目10-7
TEL 089-972-0174
FAX 089-972-0181
URL http://www.t-mex.co.jp
（資） 2,000
（従） 15
（事） 国内外の産業機器・部品の販売を行
う産業機器商社。国内調達、台湾・
中国への販売、台湾・中国からの調
達、国内顧客への販売

ＴＭＴマシナリー（株） 松山 〒 791-8513 松山市北吉田町77番地
TEL 089-971-2121
FAX 089-973-3033
工場
http://www.tmt-mc.jp
URL
TMT MACHINERY, INC.
E-mail akase-t@tmt-mc.jp
（代） 石丸 徳希

の採用



竹中金網（株）営業部・テクノ 〒 799-2109 今治市波方町養老甲738-13
TEL 0898-41-4547
FAX 0898-41-4740
なみかた工場
http://www.takenaka-kanaami.co.jp
URL
TAKENAKA WIRE CLOTH CO., LTD.
E-mail info@takenaka-kanaami.co.jp
（代） 竹中 健造

外国人

（資） 45,000
（従） 287
（事） 合成繊維製造設備の製造

〒 791-8016 松山市久万ノ台1番地2
TEL 089-994-6605
FAX 089-994-6606
URL http://www.tekku-youkou.com
E-mail matsuyama3321@yahoo.co.jp
（資） 1,000
（従） 30
（事） 機械加工、金属加工、溶接全般、船
舶修理
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機械・金属
企

業

名

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

英 文 社 名
代 表 者 名

東和工業（株）
TOUWA KOGYO
（代） 神野 恵介

トータスエンジニアリング
（株）
TORTOISE ENGINEERING CO.,
LTD.
（代） 花岡 克久

（株）トップシステム
TOPSYSTEM CO., LTD.
（代） 森 達雄

〒 792-0011 新居浜市西原町2-7-38

TEL 0897-33-8306
FAX 0897-33-8151
URL http://touwakogyo.com
E-mail maruto-f@touwakk.jp

〒 791-3131 伊予郡松前町大字北川原700

TEL 089-984-1851
FAX 089-984-8933
URL http://www.ichimiya.co.jp/tortois
e

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









フランジ／フィリピン
コンベアローラー／インドネシア、
フィリピン

フランジ／中国

・インドネシア/コンベアロー
ラー

・インドネシア/コンベアロー
ラー







加硫釜、医療用滅・殺菌圧力容器釜／
シンガポール、インドネシア、中国、
タイ、台湾、マレーシア

・中国他/部品等の製造

・中国、インドネシア/委託契
約/部品（ボイラ部品）の製
造

外国人
の採用


中国

E-mail soumu@tortoise.ichimiya.co.jp
（資） 5,000
（従） 53
（事） ボイラ・圧力容器等設計製造
〒 793-0003 西条市ひうち3-70

TEL 0897-52-1910
FAX 0897-52-1912
URL http://www.topsystem.jp
E-mail info@topsystem.jp
（資） 2,400
（従） 52
（事） 製薬機械装置及び省エネルギー機器
の設計・製作・施行管理

〒 799-1362 西条市今在家1082-1

NAKANO SEISAKUSHO CO.,
LTD., TOYO PLANT

TEL 0898-64-6669
FAX 0898-64-6577
E-mail k.nakano@alto.ocn.ne.jp









ステンレス材料／中国
熱交換器／中国
サニタリーバルブ、バルブ部品／中国
攪拌機／中国、インドネシア
その他製薬装置部品／インドネシア

サニタリー用部品／台湾
サニタリーバルブ、バルブ用部品／中
国
攪拌機／スイス
ステンレス継手／タイ

・中国(上海）/現地法人/2012
年6月/機械設備及びその部品
、金属製品の卸売、輸出入、
コミッション代理並びに付帯
業務の提供
・中国（上海）/現地法人（合
弁）/2013年4月/医薬、化学
、食品、化粧品等工業用向け
設備、サニタリー配管等設計
、製造、研究開発及び自社製
品の販売、メンテナンス業務
。輸出入、コミッション代理
並びに付帯業務の提供等
・インドネシア（ジャカルタ）
/現地法人（合弁）/2016年8
月/医薬、化学、食品、化粧
品等工業用設備、サニタリー
配管等設計、製造、研究開発
及び自社製品の販売、メンテ
ナンス業務

・中国/その他(技術供与)/医薬
品調製設備製作における技術
指導、不活化・排水処理設備


ﾍﾞﾄﾅﾑ
インド
ネシア


中国

（資） 1,000
（従） 30
（事） 舶用機器製造販売

（株）西岡鉄工所

〒 792-0893 新居浜市多喜浜6-6-35

NISHIOKA IRONWORKS CO.,
LTD.

TEL 0897-46-0303
FAX 0897-45-3534
http://www.g-nishioka.co.jp
URL
E-mail kei_nishioka@g-nishioka.com

（代） 西岡 圭

出

（資） 1,000
（従） 32
（事） 金属製品製造業（フランジ・コンベ
アローラー）

（株）中野製作所 東予工場

（代） 中野 文雄

輸









・ベトナム/制御盤製作

・ベトナム/制御盤製作、板金
加工

（資） 1,000
（従） 29
（事） 大型印刷機カバー、制御盤筺体等、
薄板製缶品製作、レーザー溶接加工
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機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

西日本搬送機（有）
NISHINIHON HANSOKI LTD.
（代） 藤田 直澄

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-2112 伊予郡砥部町重光25-3

TEL 089-958-3332
FAX 089-958-3334
URL http://hannsouki.com/
E-mail nishinihon-hansouki@titan.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 4
（事） 小魚の選別機、ねぎの皮剥機、ニラ
の袴剥機

（株）日本キャリア工業

〒 791-8043 松山市東垣生町980-5

NIPPON CAREER INDUSTRY
CO., LTD.

TEL 089-973-6311
FAX 089-973-6353
URL http://www.nippon-career.co.jp
E-mail career@nippon-career.co.jp

（代） 三谷 卓

（株）NOKS
NOKS CO., LTD.
（代） 西山 徹

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







食肉スライサー／台湾、中国、韓国
成型機/シンガポール

・台湾（台北他）/代理店契約/
食品機械等の販売
・中国（上海）/代理店契約/食
品機械等の販売
・オランダ/代理店契約

（資） 4,000
（従） 88
（事） 食品加工機械製造



〒 791-8036 松山市高岡町368-1

TEL 089-973-1250
FAX 089-974-1750
URL http://noks.jp
E-mail terahashi@vega.ocn.ne.jp





・ベトナム

・ベトナム

（資） 3,000
（従） 41
（事） 各種温度検出端の製造・販売

萩尾高圧容器（株）

〒 792-0893 新居浜市多喜浜3-5-50





HAGIO HIGH PRESSURE
CONTAINERS CO., LTD.

TEL 0897-46-3111
FAX 0897-45-1750
URL http://www.hagio.co.jp
E-mail info@hagio.co.jp

LPガス容器(半製品含む)／アジア全域

LPガス容器(半製品含む)／アジア全域







自動化・省力化機械／韓国、台湾、中
国、タイ、シンガポール、マレーシ
ア、ベトナム、米国、メキシコ、ドイ
ツ、ポーランド、フランス、アルゼン
チン、インド、インドネシア

機械部品、資材／中国、タイ

・タイ（アユタヤ県）/現地法
人/2002年10月/自動化・省力
化機械製造
・タイ（アユタヤ県）/現地法
人/2005年4月/自動化機械関
連部品販売
・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2007年8月/自動化・省力
化機械製造

（代） 野本 正明

（代） 萩尾 広典

（株）ヒカリ
HIKARI CO., LTD.
（代） 富田 耕治

の採用

小魚の選別機／韓国、中国、タイ、イ
ンドネシア
ねぎの皮剥機／韓国、中国、タイ、イ
ンドネシア



NOMOTOJIDOUSHABUHINN

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人



〒 791-8042 松山市南吉田町2516番地1
TEL 089-994-8800
FAX 089-994-8811
URL http://www.nomo10.com/
E-mail nomo10@circus.ocn.ne.jp
（資） 300
（従） 30
（事） 自動車解体（自動車部品販売）

（株）野本自動車部品

海外企業との提携

自動車部品／ロシア、マレーシア


ﾍﾞﾄﾅﾑ

（資） 5,000
（従） 59
（事） ＬＰガス容器製造
〒 791-0297 東温市南野田418番地4

TEL 089-960-5511
FAX 089-960-5518
URL http://www.hikari-net.co.jp
E-mail info@hikari-net.co.jp
（資） 9,900
（従） 329
（事） 自動化・省力化機械器具製造
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タイ
中国
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機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）フジコソ
FUJIKOSO INC.
（代） 藤社 司

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

FUJITA MANUFACTURING CO.,
LTD.

（代） 藤原 弘一

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





銑鉄鋳物/中国

ﾍﾞﾄﾅﾑ

izou
（資） 9,000
（従） 62
（事） 銑鉄鋳物の鋳造と機械加工

〒 793-0010 西条市飯岡3743番2

TEL 0897-56-7482
FAX 0897-56-6534
URL http://s-frasco.com/
E-mail fujiwara@s-frasco.com







サンプル品／インド

精密機械部品／インド、べトナム

・インド（ケララ州）/現地法
人/2014年10月
・インド/2017年10月/機械加工
工場

（資） 1,000
（従） 30
（事） 精密機械部品製造、省力機械設計・
組立、治工具設計・製作


・EU、米国/アクセサリーの販
売

〒 794-0025 今治市大正町6-1-6
TEL 0898-23-2051
FAX 0898-23-2078
URL http://www.protech-i.jp
E-mail info@protech-i.jp
（資） 1,000
（従） 12
（事） 防火、舶用システム研究開発



（株）松山機型工業

〒 799-2651 松山市堀江町163番地





MATSUYAMA KIGATA INDUSTRY
CO., LTD.

TEL 089-978-1622
FAX 089-978-1639
URL http://www.matsuyamakigata.co.jp/
E-mail office@matsuyamakigata.co.jp

自動車部品／米国、中国
機械部品／インドネシア

・インドネシア（スラバヤ）/
現地法人/2015年1月/部品製
造

（株）プロテック
PRO TECH CO., LTD.
（代） 永吉 裕史

（代） 野中 健次

の採用

中国

ダマスカス鋼のアクセサリー／米国、
EU

（代） 向井 英二

外国人



自動省力機械加工部品／マレーシア、
タイ、韓国、中国



BLACKSMITH ER

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容



〒 791-8043 松山市東垣生町753-8
TEL 090-8280-9123 FAX 089-973-2428
URL https://www.bsmith-er.com
E-mail info@bsmith-er.com
（資） 100
（従） 0
（事） ロートアイアン製品企画製造
ダマスカス鋼を用いた製品企画製造

Blacksmith er

海外企業との提携

（資） 5,000
（従） 60
（事） 自動・省力化装置および検査装置の
開発・設計・製作
〒 793-0003 西条市ひうち西ひうち3-10

FRASCO

輸

品目／国・地域

〒 791-0312 東温市則之内字段乙2309番地

TEL 0897-56-5373
FAX 0897-56-9240
URL http://www.fujitam.co.jp
E-mail katohm@fujitam.co.jp

（株）フラスコ

出

TEL 089-960-6370
FAX 089-960-6371
URL http://www.fujikoso.co.jp/
E-mail fc@minuet.plala.or.jp

（株）藤田製作所

（代） 藤田 秀一郎

輸





船舶用消火設備／韓国

・韓国（釜山）/技術提携/船舶
用消火設備の新開発・品質管
理等の技術供与/船舶用消火
設備の生産



（資） 1,000
（従） 164
（事） 各種型制作、精密機械加工、自動
車・農業機械
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ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
ﾍﾞﾄﾅﾑ
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機械・金属
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

丸敏産業（株）

〒 794-0801 今治市東鳥生町5丁目36-2

MARUTOSHI SANGYO CO.,LTD

TEL 0898-31-9766
FAX 0898-31-9798
E-mail marutosi@lily.ocn.ne.jp

（代） 田中 誠

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

海

外

進

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容


トラックタイヤ、建設機械部品/中国

（資） 1,000
（従） 7
（事） 再生資源回収販売
産業廃棄物中間処理

181

出

182

海外企業との提携
国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用

愛媛県国際取引企業リスト2019

機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

三浦工業（株）
MIURA CO., LTD.
（代） 宮内 大介

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-2696 松山市堀江町7番地

TEL 089-979-7123
FAX 089-979-7132
URL http://www.miuraz.co.jp
E-mail miura-id@miuraz.co.jp
（資） 954,400
（従） 5,495
（事） 小型貫流ボイラ、舶用ボイラ、排ガ
スボイラ、水処理装置、食品機械、
滅菌器、薬品等の製造販売・メンテ
ナンス、環境計量証明業等

183

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









ボイラ／韓国、台湾、ベトナム、タ
イ、シンガポール、フィリピン、イン
ドネシア、スリランカ、ミャンマー、
バングラデシュ
食品機械／韓国、台湾、中国
メディカル機器／韓国、台湾、中国
水処理機器／韓国、台湾、中国、イン
ドネシア、タイ、シンガポール、ベト
ナム、フィリピン、マレーシア、スリ
ランカ、ミャンマー、バングラデシュ
エアコンプレッサ／韓国、中国、台湾

鋳物、バルブ／台湾
バルブ、配管材料、鋳物／中国
樹脂／中国、インド
水処理関連部品／米国
ボイラ部品／カナダ、ドイツ、イタリ
ア、フィンランド
銅板／韓国
薬品原材料／中国

・韓国（ソウル）/現地法人/19
82年5月/ボイラ及び薬品製造
、販売、メンテナンス
・カナダ（オンタリオ州ブラン
トフォード）/現地法人/1987
年6月/ボイラ及び薬品製造・
販売・メンテナンス
・台湾（台北）/現地法人/1988
年2月/ボイラ及び薬品製造・
販売・メンテナンス
・米国（ジョージア州）/現地
法人/1991年3月/ボイラ及び
薬品製造・販売・メンテナン
ス
・中国（江蘇省蘇州）/現地法
人/2004年8月/ボイラ及び薬
品製造・販売・メンテナンス
・シンガポール（シンガポール
）/現地法人/2008年5月/ボイ
ラ及び薬品販売・メンテナン
ス
・インドネシア（カラワン）/
現地法人/2009年5月/ボイラ
及び薬品製造・販売・メンテ
ナンス
・メキシコ（メヒコ州）/現地
法人/2011年3月/ボイラ及び
薬品販売・メンテナンス
・ブラジル（サンパウロ州）/
現地法人/2012年4月/ボイラ
及び薬品製造・販売・メンテ
ナンス
・タイ（チャチューンサオ県）
/現地法人/2014年8月/薬品製
造、ボイラ及び薬品販売、メ
ンテナンス
・オランダ（アムステルダム）
/現地法人/2014年11月/舶用
事業営業・メンテナンス支援
・/トルコ（イスタンブール）/
現地法人/2015年3月/薬品製
造、ボイラ及び薬品販売、メ
ンテナンス
・マレーシア（クアラルンプー
ル）/現地法人駐在所/2015年
10月/市場調査と販売店のサ
ポート
・バングラデシュ（ダッカ）/
現地法人駐在所/2018年6月/
各種ボイラ、水処理装置等の
市場調査
・フィリピン（マカティ）/現
地法人支店/2018年8月/各種
ボイラ、水処理装置等の販売
及びメンテナンス事業、ボイ
ラ用薬品の販売
・ベトナム（ホーチミン）/現
地法人駐在所/2018年10月/各
種ボイラ、水処理装置・メン

・マレーシア/代理店契約/ボイ
ラ及び薬品販売・メンテナン
ス
・フィリピン/代理店契約/ボイ
ラ及び薬品販売・メンテナン
ス
・スリランカ/代理店契約/ボイ
ラ及び薬品販売・メンテナン
ス
・ベトナム/その他（合弁会社
）/ボイラ及び薬品販売・メ
ンテナンス・薬品製造
・タイ/代理店契約/ボイラ及び
薬品販売・メンテナンス
・シンガポール/代理店契約/ボ
イラ及び薬品販売・メンテナ
ンス
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外国人
の採用


中国
ﾏﾚｰｼｱ
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機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）三好鉄工所
MIYOSHI IRON WORKS CO.,
LTD.
（代） 三好 陽平

ヤマセイ（株）
YAMASEI CORPORATION
（代） 倉知 秀金

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

（株）横崎製作所
YOKOZAKI CO., LTD.
（代） 横崎 公美

出

〒 790-0036 松山市小栗3-7-19

TEL 089-931-2251
FAX 089-931-3171
URL http://www.v-yamasei.co.jp
E-mail kageura@v-yamasei.co.jp

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

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
テナンス事業・ボイラ用薬品
等の販売支援及び市場調査

国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用











樹脂金型／米国、カナダ、メキシコ
プレス金型/タイ

樹脂金型、プレス金型用鋳物／韓国

・米国（ケンタッキー州）/現
地法人/1999年1月/自動車用
金型および金型部品の設計・
製作
・モンゴル（ウランバートル）
/現地法人/2002年1月/金型の
設計およびデータ作成

・タイ（サムットプラーカーン
県)/技術提携/金型設計・製
作の技術支援・人員派遣









自動機械／中国、台湾

機械加工部品等／中国、台湾

・中国（上海）/現地法人/2011
年3月/生産設備関連の商社活
動
・台湾（中壢）/現地法人/2014
年5月/日系法人間との受注窓
口

（資） 4,500
（従） 115
（事） 自動機械の設計・製作・据付、電子
機器の開発・設計・製作、取扱説明
書・サービスマニュアル等の制作

185

外

鍛造品、ボルトナット、フィッティン
グ／韓国

（資） 1,000
（従） 153
（事） 自動車用プレス金型・樹脂金型の設
計製作

〒 791-0213 東温市牛渕199-57
TEL 089-955-0711
FAX 089-955-0712
URL http://www.yokozaki.com
E-mail yokozaki-s.1982@yokozaki.com
（資） 2,000
（従） 30
（事） 食品加工用機器製造販売

海



〒 792-0003 新居浜市新田町3丁目3番5号
TEL 0897-37-2948
FAX 0897-34-1585
URL http://www.miyoshi.gr.jp
E-mail info@miyoshi.gr.jp
（資） 3,800
（従） 235
（事） プラントメンテナンス、配管据付工
事、一般機械器具製造

ユースエンジニアリング（株） 〒 792-0003 新居浜市新田町1丁目6-22
0897-33-5730
FAX 0897-37-3630
YOUTH ENGINEERING CO., LTD. TEL
URL https://youtheng.co.jp/
（代） 池田 桂三

輸






ﾍﾞﾄﾅﾑ
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ


中国
ネパー
ル



鮮魚、冷凍用重量選別機／中国、台
湾、インドネシア、マレーシア、イン
ド、ベトナム、タイ、カナダ、米国、
チリ、韓国
音声式サイズ選別機／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

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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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
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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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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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輸送機器（船舶を含む）
企

業

名

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

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）アール・ピー・エム

（代） 入江 公司

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





・ドイツ、イタリア、韓国、中
国/自動車関係

・ドイツ、イタリア、韓国、中
国/自動車関係

外国人
の採用

（資） 1,000
（従） 16
（事） 輸入車・国産車の販売
〒 799-2195 今治市小浦町1-4-52

IMABARI SHIPBUILDING CO.,
LTD.

TEL 0898-36-5000
FAX 0898-36-5010
URL http://www.imazo.co.jp

（代） 檜垣 幸人
イワキテック（株）

（資） 3,000,000
（事） 船舶製造修理





船舶／パナマ

・オランダ（アムステルダム）
/駐在員事務所/2007年1月/海
外船主へのアフターサービス
および情報収集

（従） 1,622

（代） 山本 一郎


中国



〒 794-2410 越智郡上島町6017

TEL 0897-75-2121
FAX 0897-75-3157
URL http://www.iwakitec.co.jp
E-mail office@iwakitec.co.jp

IWAKITEC. CO., LTD.



舶用装置の部品／韓国、中国

タイ
中国

（資） 8,580
（従） 174
（事） 舶用装置の設計・製造、船体ブロッ
クの製造

（株）栗之浦ドック

〒 796-8008 八幡浜市栗野浦365

KURINOURA DOCK YARD LTD.
（代） 成瀬 倉祥

TEL 0894-22-5100
FAX 0894-22-1166
http://kurinouradock.co.jp
URL
E-mail k.dock@basil.ocn.ne.jp
（資） 2,600
（事） 造船業

（有）康和産業
KOWA SANGYOU CORPORATION
（代） 藤倉 文虎

（株）GTE JAPAN
GTE JAPAN CO., LTD.
アルナ

輸

〒 798-0078 宇和島市祝森甲1744

今治造船（株）

ウィジェナヤカ
ワ

出

TEL 0895-27-1600
FAX 0895-27-0880
URL http://www.rpm.or.jp/
E-mail lamborgini@rpm.or.jp

R.P.M. CO., LTD.

（代）

輸

サンジー





船舶／パナマ

・フィリピン（マニラ）/技術
提携/船舶沖修理


ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

（従） 158

〒 799-2113 今治市高部甲437
TEL 0898-33-8518
FAX 0898-31-7015
E-mail s.ogusa@kouwasangyo.com
（資） 2,400
（従） 12
（事） 船舶の建造、修理、下請業、鉄鋼
業、貿易
〒 791-1102 松山市来住町1470番地1
TEL 089-969-6657
FAX 089-969-6658
URL http://www.gtejapan.jp
E-mail info@gtweb.jp
（資） 1,000
（従） 3
（事） 自動車・機械・重機・建設機械等の
輸出

（株）新来島どっく

大西工場 〒 799-2293 今治市大西町新町甲945
TEL 0898-36-5511
FAX 0898-36-5599
SHIN KURUSHIMA DOCKYARD
http://www.skdy.co.jp
URL
CO., LTD., ONISHI SHIPYARD
E-mail shinkurushima@skdy.co.jp
（代） 曽我 哲司
（資） 173,750
（従） 725







造船関連消耗品／中国
雑貨／中国
雑貨、消耗品／中国

・中国（安徽省安慶）/駐在員
事務所/業務連絡、市場調査
、情報収集







・スリランカ、ニュージーラン
ド、オーストラリア、ケニア
、タンザニア/自動車販売
・スリランカ/食品、アパレル

・スリランカ/アパレル
・スリランカ、オーストラリア
、ニュージーランド/食品

自動車、自動車部品、パーツ／スリラ
ンカ、ニュージーランド、オーストラ
リア等





船舶／パナマ

マンホール、フランジ、ボラード／中
国、韓国、タイ






ｴｼﾞﾌﾟﾄ
中国

（事） 造船および修理業

195
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輸送機器（船舶を含む）
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

チャンプオート

〒 798-0020 宇和島市高串3番耕地61番地1

CHAMPAUTO

TEL 0895-25-4114
FAX 0895-25-1158
URL https://champauto797.wixsite.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







自動車／アジア、オーストラリア

・自動車の輸出／アジア、オー
ストラリア

・海外での自動車販売

外国人
の採用

champauto797

（代） 上甲 博和

E-mail champauto797@gmail.com
（資） （従） 5
（事） 自動車販売・修理業

（株）和ガレージ

〒 790-0934 松山市居相3丁目14-18

NAGOMI GARAGE

TEL 089-948-9358
FAX 089-948-9359
E-mail mail@nagomi-garage.com

（代） 立川 賢一郎

檜垣造船（株）
HIGAKI SHIPBUILDING CO., LTD.

（代） 檜垣 宏彰

弥幸汽船（株）
BIKO KISEN CO., LTD.
（代） 原田 洋祐
（株）広島屋商店
HIROSHIMAYA SHOTEN CO.,
LTD.
（代） 門田 裕之
（有）ブルーパンサー
BLUE PANTHER CO., LTD.
（代） 重松 健



自動車／フィジー





・マレーシア、シンガポール、
オセアニア/自動車販売

（資） 300
（従） 4
（事） 新車・中古車販売、板金塗装、車検
整備
〒 799-2111 今治市小浦町1丁目4番25号

TEL 0898-41-9147
FAX 0898-41-7322
URL http://www.higaki.co.jp
E-mail somu@higaki.co.jp
（資） 4,800
（事） 船舶造修業







船舶／台湾、シンガポール

船用機器／中国、韓国、ノルウェー

・アジア/営業拠点



（従） 100



〒 799-2115 今治市中堀1丁目2番35号
TEL 0898-41-9517
FAX 0898-41-6054
E-mail biko9517@mocha.ocn.ne.jp
（資） 4,000
（従） 3
（事） 船舶貸し渡し業

・ベルギー（Antwerp)/その他/
定期用船先





アンカーチェーン、ライフボート／中
国
船用品／シンガポール

・中国（山東省青島）/代理店
契約/救命ボートの販売







オートバイパーツ／米国、ドイツ、オ
ランダ、オーストラリア、韓国、マ
レーシア、タイ、インドネシア、シン
ガポール

オートバイおよびそのパーツ／米国、
ドイツ

・米国（カリフォルニア州）/
その他（オートバイパーツの
仕入れおよび販売）

〒 794-0017 今治市風早町2-2-13
TEL 0898-33-2020
FAX 0898-23-3103
E-mail hiroshimaya@hirosho.net
（資） 1,000
（従） 15
（事） 船舶用品卸販売
〒 791-2113 伊予郡砥部町拾町3-1

TEL 089-958-1080
FAX 089-958-1154
URL http://www.bluepanther.jp
E-mail welcome@bluepanther.jp
（資） 500
（従） 9
（事） 外国製オートバイ販売・修理

瑞穂産業（株）

〒 799-2117 今治市地堀6丁目4-32

MIZUHO SANGYO CO., LTD.

TEL 0898-41-9240
FAX 0898-41-8741
E-mail fujii@mizuhosangyo.co.jp

（代） 越智 功和



（資） 1,400
（事） 船舶貸渡業


ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

（従） 19
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輸送機器（船舶を含む）
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

三好造船（株）

〒 798-0006 宇和島市弁天町2丁目1番13号

MIYOSHI SHIPBUILDING CO.,
LTD.

TEL 0895-22-5220
FAX 0895-24-2641
E-mail miyosi-z@fine.ocn.ne.jp

（代） 成瀬 智文

（資） 8,000
（事） 造船業

〒 799-2206 今治市大西町脇甲733-3

MURAKAMI IRON WORKS CO., LTD.

TEL 0898-53-4108
FAX 0898-53-4545
E-mail masahiro@murakami-iw.co.jp

（株）ヤツヅカ
YATSUZUKA CO., LTD.
（代） 八束 和志

（資） 2,000
（事） 船舶用舵製造

〒 791-3163 伊予郡松前町徳丸233-4

TEL 089-985-0111
FAX 089-960-3020
URL http://www.yatsuzuka.jp
E-mail yatsu801@hotmail.com
（資） 1,000
（従） 40
（事） 中古自動車部品販売
〒 794-2112 今治市吉海町本庄951番地5

YAMANAKA SHIPBUILDING CO.,
LTD.

TEL 0897-84-3500
FAX 0897-84-3522
URL http://yamanaka-zousen.co.jp
E-mail sumiyoshi@yamanaka-zousen.co.jp
（資） 9,000
（事） 内航船建造

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


ﾌｨﾘﾋﾟﾝ





船舶用舵／アセアン

鍛造品／韓国




・ドイツ/委託契約（生産・加
工）/日本国内で販売する船
舶用舵の製造

（従） 60

山中造船（株）

（代） 浅海 真一

出

（従） 95

村上鉄工所

（代） 村上 雅浩

輸







中古自動車部品／マレーシア、パキス
タン、ドバイ
中古自動車／マレーシア、ドバイ

・マレーシア、ミャンマー、ベ
トナム/自動車修理、板金加
工、自動車部品販売、中古車
販売

・マレーシア、ミャンマー、ベ
トナム/自動車修理、板金加
工、自動車部品販売、中古車
販売


中国

（従） 49

199


中国
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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

201
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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
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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

206

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
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・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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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

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

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

214
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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）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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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

219

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

愛媛県国際取引企業リスト2019

運輸・通信・観光
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）あいテレビ
i-TELEVISION INC.
（代） 左納 和宜

アイネット（株）

（代） 矢野 浩

青野海運（株）
AONO MARINE CO., LTD.
（代） 青野 力

浅川造船（株）
ASAKAWA SHIPBUILDING CO.,
LTD.
（代） 浅野 富士人
池田興業（株）四国支店
IKEDA KOGYO CO., LTD.
（代） 松井 邦彦

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

〒 790-8529 松山市竹原町1-5-25

TEL 089-921-2121
FAX 089-921-5420
URL http://www.itv6.jp/
E-mail info@itv6.jp
（資） 400,000
（従） 67
（事） 民間テレビ放送業
〒 799-0112
四国中央市金生町山田井乙150番地11
TEL 0896-56-3310
FAX 0896-56-3318
ainet@infomadonna.ne.jp
E-mail
（資） 5,700
（従） 12
（事） 共同配送業、倉庫業、紙加工業、製
紙原料仕入・販売



〒 792-0003 新居浜市新田町1-1-17

TEL 0897-33-8545
FAX 0897-32-4521
URL http://aono.co.jp
E-mail pln@aono.co.jp
（資） 10,000
（事） 海運業

（従） 65

〒 799-2111 今治市小浦町2丁目4－39
TEL 0898-41-9090
FAX 0898-41-8267
URL http://www.asazo.com/
（資） 5,000
（従） 140
（事） 船舶造修業
〒 791-8042 松山市南吉田町1731
TEL 089-972-0711
FAX 089-973-1828
URL http://www.ikeda-kogyo.co.jp/
E-mail shikoku-yusoh@ikeda-kogyo.co.jp
（資） 10,000
（従） 370
（事） 物流業務、倉庫管理業務
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不織布／中国

・家庭用品（シートクリーナー
）／欧州







・パナマ（パナマ）/現地法人/
1944年10月/海運業
・マーシャル/現地法人/2017年
5月/海運業

・シンガポール、アジア/船舶
管理業







船舶／パナマ、シンガポール

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ


［本社所管］
・タイ（バンコク）/現地法人/
1974年/繊維作業、製品輸送
、倉庫管理
・タイ（バンコク）/現地法人/
1984年/繊維作業、製品輸送
、倉庫管理
・インドネシア（タンゲラン）
/現地法人/2004年4月/繊維作
業、倉庫管理
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運輸・通信・観光
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

一宮運輸（株）

〒 792-8584 新居浜市西原町2-4-36

ICHIMIYA LOGISTICS CO.,
LTD.

TEL 0897-33-0138
FAX 0897-33-0166
URL http://www.ichimiya.co.jp/tran
E-mail boueki-shikoku@unnyu.ichimiya.co.jp

（代） 増田 幸德

伊予商運（株）
IYO SHOUN CO., LTD.
（代） 岡田 康

宇和島自動車（株）
UWAJIMA JIDOUSHA CO.
（代） 村重 敦

輸

出

輸

品目／国・地域

入

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







食品/タイ、ベトナム、他東南アジア

・タイ（バンコク）/現地法人/
2015年4月/総合物流業（トラ
ック事業、国際複合輸送事業
他）

・韓国/代理店契約/貨物利用運
送事業
・中国/代理店契約/貨物利用運
送事業
・タイ/委託契約/貨物利用運送
事業
・台湾/代理店契約/貨物利用運
送事業
・香港/代理店契約/貨物利用運
送事業
・シンガポール/代理店契約/貨
物利用運送事業
・ベトナム/代理店契約/貨物利
用運送事業
・インドネシア/代理店契約/貨
物利用運送事業
・タイ/代理店契約/海上輸送代
理店

（資） 9,000
（従） 1,046
（事） 一般貨物自動車運送事業、倉庫業、
通関業、港湾運送、港湾荷役事業

〒 791-3131
伊予郡松前町大字北川原字塩屋西1126-7
TEL 089-985-1381
FAX 089-985-0038
URL http://www.ichimiya.co.jp/iyosho
E-mail soumuka@iyosho.ichimiya.co.jp
（資） 13,000
（従） 310
（事） 一般貸切自動車運送業、倉庫業（一
般品、保税品）、通関業、港湾荷役
事業、海運代理店事業

海









運航航路 航路名：ITX航路
日本寄港地）松山、広島、門司、
志布志、大分、薩摩川内、那覇
台湾寄港地）基隆、高雄

運航航路 航路名：ITX航路
日本寄港地）松山、広島、門司、
志布志、大分、薩摩川内、那覇
台湾寄港地）基隆、高雄

アセアンサービス
ベトナム、インドネシア、フィリピ
ン、マレーシア、タイ、カンボジア、
シン
ガポール

アセアンサービス
ベトナム、インドネシア、フィリピ
ン、マレーシア、タイ、カンボジア、
シン
ガポール

中国サービス
中国、香港

中国サービス
中国、香港

外国人
の採用


タイ

〒 798-0034 宇和島市錦町3番22号

TEL 0895-22-2202
FAX 0895-25-0105
URL http://www.uwajima-bus.co.jp/
E-mail soumu@uwajima-bus.co.jp
（資） 5,000
（従） 278
（事） バス事業（一般乗合旅客自動車運送
事業、一般貸切旅客自動車運送事
業）

愛媛オーシャン・ライン（株） 〒 791-8067 松山市古三津6丁目10-29
TEL 089-952-2646
FAX 089-952-2648
EHIME OCEAN LINE CO., LTD.
URL http://www.ehime-ocean.net/
E-mail sales@ehime-ocean.co.jp
（代） 渡部 哲
（資） 5,000
（従） 17
（事） 松山港、広島港、門司港、志布志
港、大分港、薩摩川内港、那覇港な
ど国内7港と台湾の基隆港、高雄港を
結ぶ週1便の定期コンテナ航路運航と
アセアン及び中国への輸送サービス
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運輸・通信・観光
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

川之江港湾運送（株）

〒 799-0101 四国中央市川之江町番外1-10

KAWANOE HARBOR TRANSPORT
CO., LTD.

TEL 0896-58-1230
FAX 0896-58-2326
URL http://www.kawanoekowan.co.jp/
E-mail s-miyake@kawanoekowan.co.jp

（代） 三宅 文雄

〒 791-8062 松山市住吉1丁目7番15号

KANSAI UNSO CO., LTD.

TEL 089-951-1121
FAX 089-951-1125
E-mail km-ei6@kansaiunsou.co.jp

〒 791-8061 松山市三津2-4-23

SANKYU INC., SHIKOKU BRANCH

TEL 089-951-2118
FAX 089-952-2720
URL http://www.sankyu.co.jp/

四国名鉄運輸（株）
SHIKOKUMEITETSUUNYU
（代） 西䕃 洋

住化ロジスティクス（株）
SUMIKA LOGISTICS CO., LTD.
（代） 西田 和弘

瀬野汽船（株）
SENO KISEN CO., LTD.

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





・カンボジア（プノンペン）/
現地法人/2017年8月/海外物
流事業

・中国（上海）/代理店契約/物
流業務全般
・中国（大連）/代理店契約/物
流業務全般
・中国（青島）/代理店契約/物
流業務全般
・中国（深圳）/代理店契約/物
流業務全般
・中国（天津）/代理店契約/物
流業務全般







雑貨／香港、中国、台湾、韓国、タ
イ、シンガポール、インドネシア、マ
レーシア、米国、ウクライナ

［本社所管］
・38海外現地法人、1海外駐在
員事務所/物流事業、プラン
ト建設業

［本社所管］









物流資器材／アセアン、中国

物流資器材／アセアン、中国

・アセアン/物流サービス事業

・アセアン/物流サービス

外国人
の採用


中国



（資） 2,500
（従） 30
（事） 一般港湾運送業、一般貨物自動車運
送業、倉庫業、通関業

山九（株）四国支店

（代） 西山 富士弥

出

（資） 7,000
（従） 152
（事） 港湾荷役事業、倉庫業、自動車運送
事業、貨物利用運送事業、通関業

関西運送（株）

（代） 松本 忠士

輸

（資） 2,861,900
（従） 30
（事） 物流事業(通関、倉庫業、船舶代理店
業、内航海運業)、プラント建設業


［本社
所管］
中国
タイ
ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

〒 791-8510 松山市空港通4丁目5-5

TEL 089-972-1231
FAX 089-972-1202
URL http://koguma.shikokumeitetsu.co.jp
E-mail t.saeki@shikokumeitetsu.co.jp
（資） 10,000
（従） 502
（事） 貨物自動車運送事業、貨物利用運送
事業、倉庫業、通関業、産業廃棄物
収集運搬事業
動産、不動産賃貸業及び損害保険代
理業並びに生命保険の募集に関する
業務
〒 792-0001 新居浜市惣開町4－3
TEL 0897-33-4399
FAX 0897-36-2696
URL https://www.sumika-logi.co.jp/
E-mail y.tasaka@sumika-logi.co.jp
（資） 5,000
（従） 800
（事） 化学製品の輸送・保管、工場内の物
流作業
〒 794-0024 今治市共栄町2丁目3番地1
TEL 0898-33-7811
FAX 0898-33-7850
（資） 2,813
（従） 2
（事） 船舶貸渡業

（代） 瀬野 洋一郎
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運輸・通信・観光
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

大栄海運（株）
DAIEI KAIUN CO., LTD.
（代） 田部井 優介

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 791-8058 松山市海岸通り1455-1

TEL 089-951-2288
FAX 089-952-5664
URL http://daieikaiun.com
E-mail tabei_daiei@daiei-kaiun.com
（資） 7,400
（事） 港湾運送事業

〒 791-8058 松山市海岸通1455番地11

DAIEI WAREHOUSE CO.,LTD

TEL 089-952-1122
FAX 089-952-1124
E-mail daiei-soko@mist.ocn.ne.jp

〒 799-0402 四国中央市三島紙屋町7-35

DAIO KAIUN CO., LTD.

TEL 0896-24-9200
FAX 0896-24-9229
URL http://www.daio-kaiun.com

大成海運（株）
TAISEI KAIUN KAISHA. LTD.
（代） 大庭 弘継

(株)辰巳商會四国営業所
TATSUMI SHOKAI CO., LTD.
（代） 渋谷 大輔

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













［本社所管］
フォワーダーとして取扱

［本社所管］
フォワーダーとして取扱

・中国（上海）/現地法人/2017
年11月/利用運送事業等

［本社所管］
・上記現地法人にて対応









プラスチック品／中国、インドネシア
樹脂関係／中国
フィルム関係／中国、タイ、韓国
建築資材関係／台湾、オーストラリ
ア、ミャンマー

パルプ関係／北米、インドネシア、南
米
樹脂関係／シンガポール
不織布関係／中国
建築資材関係／台湾

［本社所管］
・米国（カリフォルニア州）/
現地法人/1996年3月/複合輸
送業、倉庫業
・米国（ジョージア州）/現地
法人/1996年3月/複合輸送業
、倉庫業
・米国（テキサス州）/現地法
人/1990年2月/複合輸送業、
倉庫業
・タイ（チョンブリー県）/現
地法人/2011年2月/倉庫業、
輸送業、梱包業
・マレーシア（セランゴール州
シャーアラム)/現地法人/199
6年3月/複合輸送業、倉庫業
・マレーシア（セランゴール州
クラン)/現地法人/1996年3月
/複合輸送業、倉庫業
・中国（上海)/駐在員事務所/
輸送業
・オランダ（ロッテルダム)/現
地法人/複合輸送業、フォワ
ーディング

［本社所管］

外国人
の採用

（資） 3,000
（従） 12
（事） 倉庫業、一般貨物自動車運送業

大王海運（株）

（代） 曽我部 雅司

出

（従） 37

大栄倉庫産業（株）

（代） 廣江 和男

輸

（資） 4,800
（事） 海上

（従） 140

〒 792-0001 新居浜市惣開町2-5

TEL 0897-37-1101
FAX 0897-37-1105
URL http://www.taiseikaiun.co.jp/
E-mail somu@taiseikaiun.co.jp
（資） 1,200
（従） 50
（事） 港湾運送、倉庫、通関業
〒 799-0405 四国中央市三島中央4-2-22
TEL 0896-24-3061
FAX 0896-24-3230
URL http://www.tatsumi-cs.co.jp
E-mail Dshibitani@tatsumi-cs.co.jp
（資） 75,000
（従） 780
（事） 海運業、港湾運送業、倉庫業、陸運
業、航空貨物代理店業、船舶代理店
業、通関業、通運業、梱包業、プラ
ント及び重量物の海陸一貫輸送、国
際複合輸送業、エコリサイクル業、
場内各種荷役業
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運輸・通信・観光
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

日新汽船（株）

〒 794-0025 今治市大正町2-2-9

NISSHIN KISEN CO., LTD.

TEL 0898-31-3335
FAX 0898-22-5300
E-mail nline@dokidoki.ne.jp

（代） 近藤 正人
日本ガスライン（株）
NIPPON GAS LINE CO., LTD.
（代） 石﨑 正史

（資） 2,200
（事） 海運業

福神汽船(株)
FUKUJIN KISEN CO.,LTD
（代） 瀬野 利之

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



船舶／パナマ


・マーシャル諸島（マジュロ）
/現地法人/2013年9月/船舶貸
渡業

（資） 9,750
（従） 81
（事） 内航海運（ＬＰＧ輸送）、外航海運
（ＬＰＧ他輸送）

NIPPON EXPRESS CO., LTD.
MATSUYAMA BRANCH

（代） 村上 正純

品目／国・地域

〒 790-0003 松山市三番町4丁目12番地7

〒 790-0067 松山市大手町二丁目26番3

HAMASAKA KOUN

輸

TEL 089-931-8131
FAX 089-931-0088
URL http://www.ngl.co.jp
E-mail kawa@ngl.co.jp

TEL 089-941-5115
FAX 089-941-8048
URL http://www.nittsu.co.jp/
E-mail hia-takaichi@nittsu.co.jp

浜栄港運（株）

出

（従） 4

日本通運（株）松山支店

（代） 清水 俊和

輸









［本社所管］

［本社所管］

［本社所管］

［本社所管］







木材

木材

・代理店契約


［本社
所管］

（資） 7,017,500
（従） 32,094
（事） 自動車輸送、鉄道利用輸送、海上輸
送、船舶利用輸送、利用航空輸送、
倉庫、旅行、通関、重量品、プラン
トの輸送・建設、特殊輸送、情報処
理の解析等物流事業全般及び関連事
業
〒 792-0011 新居浜市西原町2丁目7-63
TEL 0897-37-1234
FAX 0897-33-3777
URL http://hamasaka-koun.co.jp
E-mail info@hamasaka-koun.co.jp
（資） 4,500
（従） 31
（事） 港湾運送業（船内荷役業、沿岸荷役
業）、倉庫業、植物防疫業、内航海
運業、通関業
〒 794-0054 愛媛県今治市北日吉町2-8-55

TEL 0898-34-7722
FAX 0898-34-7744
URL http://fukujin-kisen.com/
E-mail masafumi.shinohara@fjline.co.jp
（資） 4,500
（事） 海運業





・フィリピン（マニラ）/船舶
管理業

フィリ
ピン
韓国

（従） 45



（株）フジ・トラベル・サービ 〒 790-0065
松山市宮西1-5-10 ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ松山別棟2階
ス
089-947-8070
TEL
FAX 089-926-2568
FUJI TRAVEL SERVICE INC.
URL http://www.fj-t.jp
E-mail kanribu@fj-t.jp
（代） 石丸 忠司
（資） 30,000
（従） 210

中国

（事） 総合旅行業
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運輸・通信・観光
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）マジカルサイト
MAGICALSITE INC.
（代） 尾越 優

松山コンテナサービス（株）
MATSUYAMA CONTAINER
SERVICE CO., LTD.
（代） 松本 忠士
三ツ浜汽船（株）
MITSUHAMA KISEN CO., LTD.
（代） 渡部 哲
（株）ムロオ松山支店
MUROO CO., LTD.
（代） 上田 聖志

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資本金(万円)・従業員数(人)
事 業 内 容
〒 799-1511 今治市上徳甲469-1

TEL 0898-47-5500
FAX 0898-47-5503
URL https://www.magicalsite.co.jp
E-mail info@magicalsite.co.jp

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









食品、雑貨、衣類／台湾

茶葉、食品、雑貨／台湾

・台湾（台北）/現地法人/2002
年10月/サイト運営、WEB制作
、貿易、デザイン、小売店舗
運営他
・台湾（台北）/駐在員事務所/
2010年5月/旅行業

・台湾(台北)/代理店契約/旅行
業
・台湾(台北)/代理店契約/出版
物代理

（資） 2,000
（従） 8
（事） 電気通信業（ISP）、WEBサイト構
築、システム開発、デザイン、印
刷、貿易、一般旅行業、コンサル
ティング

外国人
の採用





〒 791-8057 松山市大可賀3丁目1464番地
TEL 089-953-3335
FAX 089-953-3363
E-mail mcs@quartz.ocn.ne.jp
（資） 4,000
（従） 9
（事） 貨物運送取扱業

・中国、台湾、韓国/運送人契
約/国際複合一貫輸送

〒 791-8066 松山市祓川2-7-10
TEL 089-952-3101
FAX 089-953-2611
E-mail hamam@d7.dion.ne.jp
（資） 2,200
（従） 65
（事） 外航海運業





・パナマ(パナマ)/現地法人/外
航海運業

・パナマ/代理店契約
・韓国/代理店契約


韓国



〒 791-8057 松山市大可賀3丁目1463-3

TEL 089-909-6020
FAX 089-909-6021
URL http://www.muroo.co.jp
E-mail s_ueda@muroo.co.jp
（資） 43,000
（従） 5,300
（事） 運送業：自動車運送事業、冷凍・冷
蔵輸送、チルド食品積合せ運送、納
品代行
倉庫業：冷凍・冷蔵・常温倉庫、商
品流通加工

森実運輸（株）

〒 792-8505 新居浜市惣開町2番13号

MORIZANE TRANSPORTATION
CO., LTD.

TEL 0897-32-6116
FAX 0897-32-3322
URL http://www.morizane.co.jp/
E-mail air@morizane.co.jp

（代） 森實 公英

輸









（資） 3,000
（従） 560
（事） 海上運送業、港湾運送業、陸上運送
業、通関業、船舶代理店業、航空貨
物代理店業他

ヤマト運輸（株）愛媛主管支店 〒 791-1126 松山市大橋町466-1
TEL 089-963-5500
FAX 089-963-5501
YAMATO TRANSPORT CO., LTD.
URL http://www.kuronekoyamato.co.jp/
E-mail jst084000@kuronekoyamato.co.jp
（代） 春山 亮太
（資） 5,000,000
（従） 178,417


［本社所管］
・現地法人17社、世界30カ国で
展開

（事） 宅急便事業、クロネコDM便事業
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運輸・通信・観光
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

山本汽船（株）

〒 791-8076 松山市会津町4-1

YAMAMOTO KISEN CO., LTD.

TEL 089-952-1212
FAX 089-952-1265
E-mail munehiro@netcruise.co.jp

（代） 山本 宗宏

（資） 5,525
（事） 内航海運業

輸

出

品目／国・地域

輸

入

品目／国・地域

海

外

進

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

（従） 60

233

出

234

海外企業との提携
国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用

愛媛県国際取引企業リスト2019

建設・土木
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）愛亀
IKEE LTD.
（代） 西山 周

（株）愛研化工機
AIKEN KAKOKI K.K.
（代） 岩田 真教

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2丁目660-1

TEL 089-921-3030
FAX 089-913-7432
URL http://www.ikee.jp
E-mail info@ikee.jp

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

〒 791-1125 松山市小村町353-6

TEL 089-963-4611
FAX 089-963-4655
URL http://www.aiken-h20.com
E-mail y.iwata@aiken-h20.com

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







建設資材／カンボジア

建設資材／ASEAN地域
建設資材、製造原料／ASEAN他

・カンボジア（プノンペン）/
現地法人/2016年1月/建設業
を主に、資材の販売、建設コ
ンサル業務
・/カンボジア（プノンペン）/
現地法人/2018年11月/建設資
材製造・販売









環境装置／中国、インドネシア

プラント製品部品／オランダ

・ベトナム（ホーチミン）/駐
在員事務所/2014年2月/水処
理設備設計施工管理

・ベトナム（ハノイ）/技術提
携/水処理設備設計施工運営

















［本社所管］

子会社（（株）E-システム）にて、ヤ
シ殻を少量輸入／ベトナム

・マレーシア（クアラルンプー
ル）/現地法人/1989年9月/ゴ
ルフ場経営

［本社所管］

（資） 4,500
（従） 190
（事） 舗装・下水管維持管理・土質試験・
建設資材販売



〒 799-3431 大洲市白滝甲301番地

ICHIMIYA CONSTRUCTION CO.,
LTD.

TEL 0893-54-0211
FAX 0893-54-0070
URL http://www.ichimiya.co.jp/komten/
E-mail soumu@komten.ichimiya.co.jp

（代） 興梠 安

（資） 8,000
（従） 224
（事） 建築・土木等建設工事の請負施工

協和道路（株）

〒 790-0915 松山市松末1-1-5
TEL 089-975-7200
FAX 089-975-0090
（資） 5,000
（従） 215
（事） 道路舗装および一般土木工事業

清村塗装工業（株）

〒 792-0011 新居浜市西原町1-1-38

KIYOMURA TOSO KOGYO CO., LTD.

TEL 0897-33-1888
FAX 0897-33-1889
E-mail K1888@lilac.ocn.ne.jp

（株）四国ライト
SHIKOKU RIGHT CO., LTD.
（代） 神村 正之

（資） 2,000
（事） 塗装工事業

（従） 17

〒 794-0084 今治市延喜甲840-1

TEL 0898-31-8851
FAX 0898-31-8801
URL http://www.shikokuright.co.jp
E-mail info@shikokuright.co.jp





交通安全施設工事用資材／フランス

・フランス/代理店契約

（資） 2,000
（従） 15
（事） 交通安全施設工事全般

白石建設工業（株）

〒 792-0026 新居浜市久保田町3-9-20

SHIRAISHI CONSTRUCTION
INDUSTRY CO.,LTD

TEL 0897-33-4812
FAX 0897-32-8374
URL http://www.shiraishi-inc.co.jp/
E-mail y.shiraishi@shiraishi-inc.co.jp

（代） 白石 尚寛

の採用


ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ
ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰ
ｸ

（代） 東 誠

（代） 清村 洋作

外国人



（資） 1,000
（従） 11
（事） 水処理設備設計施工管理

（株）一宮工務店

ＫＹＯＷＡ ＤＯＵＲＯ

輸







ソーラーパネル／中国、韓国

・サウジアラビア/建設業



（資） 3,500
（従） 80
（事） 建設（土木、建築一式）
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建設・土木
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）瀬戸内

〒 794-2304 今治市伯方町北浦甲1335-18

SETOUCHI CIVIL DESIGN CO.,
LTD.

TEL 0897-73-1311
FAX 0897-73-1275
URL http://www.setouchi-design.com
E-mail nobuhiro@setouchi-design.com

（代） 野間 信宏

大進建設（株）
DAISHIN CONSTRUCTION
（代） 兵頭 寛昭

（株）德田工務店
TOKUDA BUILDING
CONSTRACTOR'S OFFICE
（代） 德田 佳三

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







地理情報システム（GIS）データ／中国

・インド/GISデータ加工（IT)
・インド、ベトナム、インドネ
シア/建設関連インフラ整備

・中国（遼寧省大連）/委託契
約/GISデータ加工
・中国（吉林省長春）/委託契
約/GISデータ加工

外国人
の採用



〒 790-0038 松山市和泉北2丁目13-17
TEL 089-947-2805
FAX 089-947-2806
URL http://www.tokuda-koumuten.jp
E-mail tokuda-k@coral.ocn.ne.jp
（資） 2,000
（従） 5
（事） 木造住宅新築及びリフォーム








・アセアン

（資） 2,000
（従） 8
（事） 管工事業、水道施設工事業、土木工
事業、消防施設、リフォーム事業
〒 791-0223 東温市上林3007-1

TEL 089-989-0607
FAX 089-989-0608
URL http://www.forestcrew.com
E-mail h-murakami@forestcrew.com









欧州赤松／フィンランド、エストニア

・フィンランド（オウル）/委
託契約、技術提携/木製三重
ガラスサッシ

（資） 600
（従） 2
（事） 北欧ログハウス専門の住宅メーカー

フジワラ化学（株）

〒 799-1342 西条市大新田94

FUJIWARA CHEMICAL CO., LTD.

TEL 0898-64-2421
FAX 0898-64-4034
URL http://www.fujiwara-

（代） 曽我 冬人

品目／国・地域

海

（資） 9,800
（従） 37
（事） 建築一式工事の請負、型枠一式工事
の請負、分譲マンションの企画・開
発・販売、建築物の企画・設計・管
理、不動産の売買・賃貸の仲介、賃
貸物件の管理

HIUCHI NETSUGAKU

（代） 村上 博基

入



〒 790-0001 松山市一番町1丁目15-1

〒 792-0852 新居浜市東田1丁目甲1307番地1

FOREST CREW

輸

品目／国・地域

TEL 089-935-5005
FAX 089-935-6655
URL http://www.daishin-k.jp
E-mail daishin@daishin-k.jp

TEL 0897-43-2288
FAX 0897-41-4174
E-mail hiuchi@mx81.tiki.ne.jp

（株）Forest Crew

出

（資） 1,000
（従） 15
（事） 総合建設コンサルタント、情報技術
事業

（有）燧熱学

（代） 鈴木 正陽

輸

chemical.co.jp
E-mail info@orientalcoat.com
（資） 9,300
（従） 150
（事） 建築用壁材の製造・販売
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建築用壁材／台湾、中国、香港、ポー
ランド、英国、スペイン、ドイツ、フ
ランス、ノルウェー、フィンランド、
米国、ウクライナ、南アフリカ共和
国、シンガポール、インドネシア
教材用粘土／イスラエル

石膏／タイ

・欧州/営業拠点

・東南アジア、アフリカ/販売
業務の連携

238
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建設・土木
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）山本精工所

〒 794-0028 今治市北宝来町1丁目5-11

YAMAMOTO SEIKOSHO CO., LTD.

TEL 0898-23-3303
FAX 0898-23-2802
URL http://y-seiko.jp/

（代） 山本 俊夫

輸

出

品目／国・地域

輸

入

品目／国・地域

海

外

進

国・地域、（都市等）、進出形態
設立年月、事業内容

（資） 3,140
（従） 45
（事） 建設機械のレンタル・リース・修理
作業船貸渡

239

出

240

海外企業との提携
国・地域、（都市等）
進出形態、事業内容

外国人
の採用

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

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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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
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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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ﾍﾞﾄﾅﾑ
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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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キルギ
ス共和
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）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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