その他品目
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

(株)エコアシスト
ECO ASSIST CO., LTD
（代） 山﨑

昭人

（株）エムケイトレーディン
グ
MK TRADING CO., LTD.
（代） 菅野

實

（株）大野印照堂
ONO INSHODO CO., LTD.
（代） 大野

清照

きくち革店
LEATHER SHOP KIKUCHI
（代） 菊池

弘美

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

匡

(株)JCD
JCD CO., LTD.
（代） 清水

武志

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資 本 金 ( 万 円 )・ 従業員数(人)
事 業 内 容

輸

出

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
開始年月、事業内容

海外企業との連携
国・地域、（都市等）、進出形態
開始年月、事業内容

〒 799-1533 今治市国分甲２１７－２０
TEL 0898-35-2377
FAX 0898-35-2378
URL http://eco-a.co.jp
E-mail a-yamasaki@eco-a.co.jp
（資） 50
（従） 7
（事） 非鉄金属の仕入れ及び販売
基盤の仕入れ及び販売



〒 790-0963 松山市小坂4-3-20
TEL 089-931-6234
FAX 089-932-3244
URL http://www.miraigolf.com
E-mail minoru-kanno@mk-t.jp
（資） 1,000
（従） 2
（事） ゴルフ用品の製造・卸販売









ゴルフクラブのチタンおよびアイアン
ヘッド、カーボンおよびスチールシャ
フト／韓国

ゴルフクラブのチタン、メタルおよび
アイアンヘッドならびにヘッドカバー
／台湾

・中国、韓国、ベトナム、カナ
ダ/ゴルフ用品販売

・韓国/提携契約/2011年11月/
ゴルフ用品販売

〒 790-8021 松山市木屋町1-4-10
TEL 089-925-8476
FAX 089-925-8631
E-mail oono1810@shirt.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 13
（事） 印鑑・印章製造販売







水牛の角／タイ
石（青田石、寿山石）／中国

・アメリカ、韓国/厚物印刷機
械販売

〒 790-0025 松山市泉町22-3 菊弘ビル1F
TEL 089-947-2901
FAX 089-947-2901
E-mail yumekoubou@libe-catv.ne.jp
（資） 1,000
（従） 2
（事） 美術革製品の製造販売、レザークラ
フト材料・各種輸入アクセサリーの
販売、レザークラフト・着物のリ
メーク教室講師





レザークラフトの金具類／イタリア、
アメリカ
ベルトのバックル、ベネチアアクセサ
リー／イタリア
レザークラフト材料／アメリカ
革ベルト、バッグ、部品・材料、民族
衣服、タイシルク布地、タイシルクの
既製品／タイ
竹製バッグ類／インドネシア

・オーストラリア/技術提携/技
術者の招聘
・アメリカ/技術提携/技術者の
招聘

〒 790-0925 松山市鷹子町794-2
TEL 089-970-0610
FAX 089-970-0621
URL http://raku2osouji.jp
E-mail info@raku2osouji.jp
（資） 1,000
（従） 6
（事） バイオ関連商品の生産・販売



〒 791-8042
松山市南吉田町2821－4 Bizport
TEL 089-907-8023
FAX 089-907-8024
URL http://jcd-eco.co.jp
E-mail info@jcd-eco.co.jp
（資） 800
（従） 5
（事） 自動車用フィルターの製造・販売、
産業用各種フィルターの研究・開
発、バイオ燃料用のフィルター及び
補機類の研究・開発
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外国人
研修生
受入れ





バクテリア原料／ECO及び環境汚染に関
心の強い地域





・自動車部品・用品の販売(補
修部品)／ASEAN、中国

・自社製品(自動車部品・用品)
の販売流通／ASEAN
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その他品目
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）ジオジャパン
GEO JAPAN CO., LTD.
（代） 南

公典

（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

輸

出

輸

品目／国・地域

〒 799-0113 四国中央市妻鳥町2192
TEL 0896-57-1278
FAX 0896-58-6093
URL http://www.geojapan.jp
（資） 1,500
（従） 15
（事） 知育玩具・雑貨販売

入

品目／国・地域

海

外

進

出

国・地域、（都市等）、進出形態
開始年月、事業内容

海外企業との連携
国・地域、（都市等）、進出形態
開始年月、事業内容





知育玩具／オーストラリア(GEO FIX)、
ドイツ(MIC-O-MIC）、スイス
（xyioba）
その他玩具雑貨／アメリカ、中国、韓
国

・オーストラリア、ドイツ、ス
イス/代理店契約/知育玩具輸
入販売
・アメリカ/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
・韓国/代理店契約/雑貨輸入







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／アメリ
カ、EU、台湾

・アメリカ、EU、中国/無細胞
タンパク質に関する合成技術
の研究開発

・アメリカ/代理店契約/販売提
携および代理店

〒 799-2651 松山市堀江町甲2031
TEL 089-978-7276
FAX 089-978-6185
http://www.taopraning.co.jp
URL
E-mail k.horikawa@taopraning.co.jp
（資） 1,000
（従） 10
（事） 環境浄化微生物製造販売







えひめAI-1（アイイチ）／アメリカ、
オーストラリア、インドネシア、タ
イ、中国、台湾、韓国

・アメリカ、オーストラリア、
タイ、中国、台湾、韓国/駐
在員事務所/えひめAI-1の販
売

・アメリカ、オーストラリア、
タイ、中国、台湾、韓国/委
託契約/えひめAI-1の製造販
売

〒 791-1121 松山市中野町甲936
TEL 089-963-1311
FAX 089-963-4485
URL http://www.takechi.co.jp
E-mail info@takechi.co.jp
（資） 10,000
（従） 218
（事） 各種ゴム、プラスチック製精密機能
部品、ガスケット等の製造販売







ゴム生地原料／マレーシア
ゴム部品（建築用)／中国、タイ
電波吸収体／台湾

ゴム部品（建築用）／マレーシア

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

〒 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







美容ハサミ／イタリア、カナダ他
ヘアトリートメント／台湾、韓国他

・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







箸、紙容器、袋類／中国、台湾

・中国、ベトナム、インド、イ
ンドネシア

・中国、インド、インドネシア

〒 790-8577
松山市文京町3 愛媛大学ベンチャービジ
ネスラボラトリー 4F

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

外国人
研修生
受入れ

（資） 24,200
（従） 15
（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

タオプラニング（株）
TAO PRANING CO., LTD.
（代） 堀川

タツミ

（株）タケチ
TAKECHI CO., LTD.
（代） 武智

義加

ディーコーポレーション
D. CORP.
（代） 近藤

正俊

（株）ニューパック住友
NEWPACK SUMITOMO CO., LTD.
（代） 近藤

諭

〒 792-0802 新居浜市新須賀町2-6-21
TEL 0897-33-1189
FAX 0897-37-1878
URL http://www.np-s.co.jp
（資） 8,500
（従） 136
（事） 包装資材、食品、産業機械卸小売
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146


タイ
中国
台湾

その他品目
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）原商会
HARA SHOKAI CO., LTD.
（代） 原

眞一

(株)久越
HISAKOSHI CO., LTD.
（代） 阿部

勉

ブリリアントアース(株)
BRILLIANT EARTH CO., LTD.
（代） 片岡

雅人

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

勝之

（株）マティス
MATIS CO., LTD.
（代） 中矢

洋一

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

公孝

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
開始年月、事業内容

海外企業との連携
国・地域、（都市等）、進出形態
開始年月、事業内容

〒 799-1502 今治市喜田村1-4-12
TEL 0898-48-5515
FAX 0898-47-2718
URL http://www.hara-mf.co.jp
（資） 3,000
（従） 46
（事） 包装資材、事務用機器販売









副資材／中国

雑貨、化粧箱、合成樹脂袋等／中国
玩具／中国
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（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（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/中国国内仕
入販売

〒 790-0045 松山市余戸中4-2-20
TEL 089-973-5580
FAX 089-973-9150
E-mail hisakoshi@ehime-iinet.or.jp
（資） 1,000
（従） 4
（事） 家庭用品販売







女性用化粧品、化粧小物品／中国

・中国/女性用化粧品、化粧小
物製造

・中国/販売代理店契約/化粧品
、関連小物の販売

〒 790-0963
松山市小坂3丁目1-3 ポニービル１Ｆ
TEL 089-945-5056
FAX 050-3737-9718
URL http://www.earth-sea.jp
E-mail info@brilliant-earth.jp
（資） 500
（従） 1
（事） 化粧品の輸入・販売
化粧品の代行輸入





化粧品／オランダ

・オランダ/代理店契約(販売店
)/日本での独占販売権契約

〒 790-0011 松山市千舟町8-67-9
TEL 089-935-5155
FAX 089-935-5355
URL http://www.beppu-ff.com
E-mail info@beppu-ff.com
（資） 1,000
（従） 5
（事） 観賞魚の養殖・仕入れ販売および関
連器具、飼料、薬品等の販売



〒 791-8075 松山市ひばりケ丘12-8
TEL 089-989-0039
FAX 089-989-0049
URL http://iyocom.jp/matiscop
E-mail matiscop@nifty.com
（資） 100
（従） 1
（事） 医療機器・医療システム、医療・一
般用衛生消耗品の販売









食材、医療機器／中国

不織布マスク／中国

・中国、ベトナム/衛生材料、
アパレル、医療機器

・中国（山東省煙台）/委託契
約/マスク製造

〒 795-8508 大洲市徳森1349
TEL 0893-25-5131
FAX 0893-59-4013
URL http://www.marusan-sangyo.co.jp
E-mail info@marusan-sangyo.co.jp
（資） 29,000
（従） 280
（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







化粧綿／台湾、中国、香港、フィリピ
ン、タイ、マレーシア、アメリカ、ロ
シア
ブリーチドコットン半製品／アメリ
カ、タイ、中国、韓国、イスラエル、
台湾

綿棒／タイ、中国
綿花／インド、オーストラリア、アメ
リカ
不織布／韓国、台湾

・インド（ムンバイ）/技術提
携/パンツおむつ等の製造技
術
・アメリカ（ノースカロライナ
州シャーロット）/技術提携/
パンツおむつ等の製造技術
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外国人
研修生
受入れ

錦鯉／韓国、香港、マレーシア、シン
ガポール
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中国

その他品目
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

三原産業（株）
MIHARA SANGYO CO., LTD.
（代） 三原

英人

村上石油（株）
MURAKAMI OIL CO., LTD.
（代） 村上

博典

ヤマト（株）
YAMATO CO., LTD.
（代） 所谷

保

（有）リッチモンド
RICHMOND LTD.
（代） 松木

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
開始年月、事業内容

海外企業との連携
国・地域、（都市等）、進出形態
開始年月、事業内容







潤滑油／シンガポール、フィリピン

潤滑油／アメリカ、シンガポール、
オーストラリア

・香港、シンガポール、インド
ネシア、台湾/潤滑油の船舶
への販売

・台湾（高雄）、中国（広東省
広州）/物流業

〒 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） 35
（事） サンダル製造販売





サンダルの資材／中国、韓国、ベトナ
ム

・東南アジア、アメリカ/履物
製造

〒 790-0925 松山市鷹子町511-7
TEL 089-975-2266
FAX 089-975-5633
（資） 900
（従） 7
（事） 西洋アンティーク販売



WORLD PACK CO., LTD.
正一郎

〒 799-1504 今治市拝志14-22
TEL 0898-47-1123
FAX 0898-47-1133
URL http://www.worldpack.co.jp
（資） 3,400
（従） 50
（事） 包装資材卸売業

149

研修生
受入れ

石油製品／韓国他



〒 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 hirofumi@muraseki.com
（資） 8,750
（従） 50
（事） 石油販売、廃油処理業および海運業

外国人



〒 798-0007 宇和島市寿町2-9-12
TEL 0895-22-5656
FAX 0895-24-6236
URL http://www.e-mihara.info
E-mail info@e-mihara.info
（資） 8,000
（従） 137
（事） 石油類全般・LPガス・肥料・水産餌
料・小麦粉・中古車・宝飾品・燃料
電池、太陽光発電器・化粧品の販
売、車検、損害保険、リフォーム事
業


フィリ
ピン


中国

アンティーク家具、照明、焼物、置物
他／イギリス

厚巳

ワールドパック（株）

（代） 永井

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資 本 金 ( 万 円 )・ 従業員数(人)
事 業 内 容









包装資材（化粧缶・袋）、包装用副資
材／中国

不織布袋、グラビア印刷（多色刷）
袋、シルク印刷（多色刷）袋、包装用
副資材／中国

・中国（上海）/現地法人/2001
年1月/各種食品・ギフト・日
用雑貨の包装用品のデザイン
/加工販売、包装用品・イン
テリア用品の印刷加工

・中国（北京）/代理店契約、
委託契約、技術提携/包装副
資材の開発・販売
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