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

裕司

（株）アドバンテック
ADVANTEC CO., LTD.
（代） 山名

正英

アルダ・メタル・パッケージ
ング・ジャパン（株）長浜工
場

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

〒 791-8524 松山市衣山1-2-5
TEL 089-924-7161
FAX 089-925-0771
URL http://www.atexnet.co.jp
（資） 6,080
（従） 180
（事） 一般機械器具製造販売







運搬車／フランス、イタリア、スペイ
ン、スイス、韓国
乗用草刈機／韓国

車両用機械部品（ブレーキ、ケー
ス）、鉄工部品、タイヤ／台湾、中
国、韓国

・中国（江蘇省江陰）/現地法
人/2007年3月/農業機械製造

〒 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
（資） 4,150
（従） 108
（事） 半導体製造装置部品の製造販売







半導体製造装置関連商品／中国、アメ
リカ

半導体製造装置関連商品／中国、アメ
リカ

・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/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

〒 799-3412 大洲市長浜町晴海3
TEL 0893-52-1515
FAX 0893-52-2881
（資） 25,000
（従） 8

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

外国人
研修生
受入れ


中国





アルミニウムシート／フランス

・フランス（ラフレッシュ）/
技術提携/缶の製造

（イギリス、ドイツ、フランス合弁会社）

ARDAGH METAL PACKAGING
JAPAN K.K., NAGAHAMA PLANT （事） 食品缶詰用缶の製造、輸入、販売
（代） 安田

郁夫

井関農機（株）
ISEKI & CO., LTD.
（代） 蒲生

誠一郎

入江工研（株）四国事業所中
山工場
IRIE KOKEN CO., LTD.,
SHIKOKU DIVISION, NAKAYAMA
FACTORY
（代） 片岡

正彦

イワキテック（株）
IWAKI TEC CO., LTD.
（代） 山本

一郎

〒 799-2655 松山市馬木町700
TEL 089-979-6111
FAX 089-978-6440
http://www.iseki.co.jp
URL
（資） 2,278,475
（従） 713
（事） 農業用機械製造販売









トラクター、作業機／アメリカ、フラ
ンス、ドイツ、イギリス、ベルギー、
タイ、マレーシア他
コンバイン、田植機／韓国、台湾

トラクター／フランス
作業機／ドイツ、フランス

・ベルギー/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（メアーブッシュ）/
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

・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4-1580-1
TEL 089-967-1001
FAX 089-967-5011
URL http://www.ikc.co.jp
（資） 10,000
（従） 122
（事） 一般機械器具（真空バルブ、真空継
手類等）製造販売







半導体製造装置部品／韓国、中国、台
湾

鋼材／アメリカ、韓国

・中国（江蘇省常州）/現地法
人/2006年6月/配管用伸縮管
継手製造
・韓国（京畿道水原市）/支店/
2009年2月/自社製品販売





船舶取付部品（艤装品）／中国

・中国（江蘇省張家港）/現地
法人/1992年10月/主に造船用
船舶艤装部品の製作

〒 794-2410 越智郡上島町岩城6017
TEL 0897-75-2121
FAX 0897-75-3157
URL http://www.iwakitec.co.jp
E-mail office@iwakitec.co.jp
（資） 8,580
（従） 236
（事） 舶用関連製品、陸上機械関連製品の
加工・製造
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108

中国
フィリ
ピン
タイ

機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

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

茂晴

渦潮電機（株）
UZUSHIO ELECTRIC CO., LTD.
（代） 小田

雅人

ウダカエンジニアリング
（株）
UDAKA ENGINEERING CO., LTD.
（代） 宇高

光重

エコロジー･エンタープライズ
（株）
ECOLOGY ENTERPRISE CO., LTD.

（代） 三宅

和雄

エヌ・エスコーポレーション
N. S. CORPORATION
（代） 仲井 利明

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

〒 794-0073 今治市矢田甲185
TEL 0898-34-1230
FAX 0898-34-1231
URL http://www.ushioreinetsu.co.jp
E-mail ushio@ushioreinetsu.co.jp
（資） 5,000
（従） 300
（事） 冷暖房機器、冷凍冷蔵機器、エレ
ベータの製造販売









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（慶尚南道）/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

〒 799-2294 今治市大西町九王甲1520番地
TEL 0898-53-6111
FAX 0898-53-2266
URL http://www.bemac-uzushio.com
E-mail info@bemac-uzushio.com
（資） 6,000
（従） 857
（事） 電気機械器具製造、船舶製造・修理









配電盤、監視盤／中国、韓国、台湾

船用照明器具、電線／韓国
電子機器／アメリカ

・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/現地法人/2009
年4月/アフターサービス、修
理

・韓国/代理店契約、技術提携
・台湾/代理店契約、技術提携
・アメリカ/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）

〒 799-0101 四国中央市川之江町577
TEL 0896-58-2242
FAX 0896-58-1061
http://www.udaka.com
URL
E-mail mitsushige-udaka@udaka.com
（資） 1,000
（従） 25
（事） 各種産業機械製造販売









機械装置／中国

機械部品／中国

・中国/現地法人/2012年(予定)
/機械製造

・中国/委託契約、技術提携/機
械製造

〒 792-0844 新居浜市角野新田町3-3-46
TEL 0897-40-9777
FAX 0897-40-9771
URL http://www.ecology-e.com
E-mail kazu@ecology-e.com
（資） 1,000
（従） 20
（事） 環境機器（ストーブ、ボイラー）の
製造・卸販売、太陽光発電販売・設
置、LED









リサイクル用プラスチック原料／中国
太陽光グッズ／韓国

太陽光部品、建築材料、健康食品、健
康用具／中国
ペレットストーブ／カナダ、アメリカ
ストーブ、ボイラー部品／中国、韓国

・韓国/現地法人/2009年7月/商
品開発

・カナダ/代理店契約/ストーブ
の独占輸入販売
・中国/代理店契約/ストーブの
独占輸入販売
・韓国/技術提携/環境機器製造

〒 799-3124 伊予市三秋離山丙6-142
TEL 089-983-5521
FAX 089-985-1345
URL http://www.nscorp.jp
E-mail e951566@shikoku.ne.jp
（資） （従） 7
（事） 食品加工機、計量機、包装機、選別
機の製造販売









選別機、食品加工機械、包装機、計量
機／タイ、インドネシア、韓国、中
国、台湾、アフリカ

食肉加工機、刃物（食品加工用）、水
産加工機、オシボリ製造機／韓国、中
国、タイ

・タイ（バンコク）/駐在員事
務所/2002年2月/食品加工機
械、中古機械販売に関する情
報収集
・韓国（京畿道富川市）/駐在
員事務所/2005年4月/食品加
工機械、中古機械販売に関す
る情報収集

・中国（遼寧省大連）/代理店
契約、技術提携/食品加工機
械、中古機械の製造販売
・韓国(ソウル)/代理店契約、
技術提携/食品加工機械、刃
物の製造販売
・タイ/代理店契約/食品加工機
械製造
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外国人
研修生
受入れ


中国


中国
イギリ
ス
カナダ


中国


中国

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

（株）エヌ・ピー・シー
山工場

松

NPC INCORPORATED MATSUYAMA
FACTORY
（代） 伊藤

雅文

エヒメ精工（有）
EHIME PRECISION CO., LTD.
（代） 井上

猪佐夫

（株）大亀製作所
OKAME MANUFACTURE CO., LTD.
（代） 大亀

右問

おべ工業（株）
OBE MACHINERY AND
ENGINEERING CO., LTD.
（代） 尾部

功太榔

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

正信

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

〒 791-8044 松山市西垣生町2889
TEL 089-946-6606
FAX 089-946-6607
URL http://www.npcgroup.net
E-mail npc.homepage@npcgroup.net
（資） 217,496
（従） 594
（事） 太陽電池製造装置及び真空包装機の
開発・設計・製造・販売・保守サー
ビス







太陽電池製造装置／全地域

太陽電池製造装置部品／全地域

・アメリカ（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
・ドイツ（ケルン）/現地法人/
1999年8月/太陽電池製造装置
の販売サポート、保守サービ
ス
・中国（上海）/現地法人/2010
年9月/太陽電池製造装置の販
売サポート、保守サービス
・台湾（新竹）/現地法人/2011
年3月/太陽電池装置の販売サ
ポート、保守サービス
・韓国（水原）/現地法人/2011
年9月/太陽電池製造装置の販
売サポート、保守サービス
・ドイツ（ボホルト）/グルー
プ会社/2010年9月/太陽電池
製造装置の開発・設計・製造
・販売、保守サービス
・中国/協力工場/太陽電池製造
装置の開発・設計・製造サポ
ート

〒 795-0006 大洲市野佐来1208
TEL 0893-23-3531
FAX 0893-24-3231
E-mail ehime.pr@kfx.biglobe.ne.jp
（資） 500
（従） 5
（事） 精密測定器製造









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／ア
メリカ、インド、フィリピン、マレー
シア、スイス、イギリス、イタリア、
フランス、ドイツ

ダイヤルキャリパーゲージ／ドイツ
マグネットスタンド／台湾
デジタルユニット／スイス

・中国、ベトナム/精密測定器
の製造

・スイス/委託契約、技術提携/
部品の輸入、製品の輸出







銑鉄鋳物製品／中国

・中国、ベトナム、インド/銑
鉄鋳物製造業および機械加工

・中国、ベトナム、インド/銑
鉄鋳物製造業および機械加工

〒 790-0036 松山市小栗5-9-8
TEL 089-941-6651
FAX 089-941-6652
URL http://www.okame.co.jp
E-mail info@okame.co.jp
（資） 5,000
（従） 73
（事） 銑鉄鋳物製造および機械加工

研修生
受入れ


全地域

〒 792-0801 新居浜市菊本町2-14-1
TEL 0897-33-5141
FAX 0897-33-9142
URL http://www.obe.co.jp
E-mail info@obe.co.jp
（資） 7,887
（従） 170
（事） 港湾荷役用クレーン製造





クレーン／インド、台湾、ベトナム

・インド/委託契約/クレーン製
造

〒 791-8041 松山市北吉田町349-1
TEL 089-972-3303
FAX 089-972-3310
URL http://www.eco-kaneshiro.com
E-mail info@eco-kaneshiro.com
（資） 1,000
（従） 60
（事） スクラップ鉄、自動車中古部品販売





鉄スクラップ／韓国、中国
非鉄スクラップ／中国
自動車中古部品／マレーシア

・中国、韓国/素材のリサイク
ル事業
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外国人

112


中国


中国

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

菅機械産業（株）
KAN MECHANICAL INDUSTRY, INC.

（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

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

〒 799-0195 四国中央市川之江町1514
TEL 0896-58-0111
FAX 0896-58-2864
URL http://www.kawanoe.co.jp
E-mail kawanoe@kawanoe.co.jp
（資） 5,000
（従） 200
（事） 紙・パルプ機械製造、紙加工機械製
造









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、アメリカ、カナダ、オー
ストラリア、タイ

ブレード（刃物）／アメリカ、イギリ
ス
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、ア
メリカ

・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
・アメリカ/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
・スウェーデン/技術提携/製紙
原料処理機械製造
・イタリア/技術提携/ヤンキー
フードおよびエアシステム製
造
・スイス/技術提携/クレーピン
グドクター装置

〒 791-8042 松山市南吉田町2278-1
TEL 089-965-0665
FAX 089-965-0651
URL http://www.kankikai.co.jp
E-mail info@kankikai.co.jp
（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









回転機／中国

機械部品／中国

・中国/回転機販売

・中国/販売代理店契約

〒 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
（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





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/農産物選別機械販売

〒 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 kishimc@shikoku.ne.jp
（資） 1,000
（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
ポリマーシート製造機、フェイスマス
ク製造機、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

加工機械部品／韓国

・韓国（仁川）/支店/1990年7
月/市場調査



研修生
受入れ


中国



〒 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 info@kurita-cast.co.jp
（資） 2,400
（従） 45
（事） 鋳物製造業（ダクタイル鋳鉄、機械
加工）

113

外国人

中国

114

機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

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

耕治

（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

四国建設機械販売（株）
SHIKOKU CONSTRUCTION
EQUIPMENT SALES CO., LTD.
（代） 永野

正彦

四国溶材（株）
SHIKOKU WELDING ELECTRODE
CO., LTD.
（代） 村上

裕一

シブヤ精機（株）
SHIBUYA SEIKI CO., LTD
（代） 渡辺

英勝

新興工機（株）
SHINKOUKOUKI CO., LTD.
（代） 福田

和明

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

〒 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
（資） 1,000
（従） 12
（事） 油空圧機器、FA機器、測定工具、消
耗工具、工作機械販売







油空圧機器、FA機器、測定工具、消耗
工具、工作機械／タイ、韓国、ベトナ
ム

FA機器、測定工具等／タイ

・タイ（アユタヤ）/現地法人/
2005年4月/油空圧機器、FA機
器、測定工具、消耗工具、工
作機械販売

〒 791-0311 東温市則之内甲1470-5
TEL 089-960-6366
FAX 089-960-6388
URL http://www.c-cosmo.co.jp
E-mail masa@c-cosmo.co.jp
（資） 2,700
（従） 35
（事） 超精密プラスチック金型、ダーツマ
シン・ダーツ部品製造販売、エンジ
ニアリングプラスチック成形、農産
品生産・加工販売







ダーツ用品、マシン／アメリカ、EU、
アジア

ダーツマシン／アメリカ
タングステン／中国

・イギリス

〒 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） 36
（事） 船用機器・省エネ機器製造販売







船用燃料油改善装置／中国

船用機器仕掛品／中国

・中国（安徽省安慶）/現地法
人/2000年1月/船用フランジ
、艤装品の製造（加工および
鋳物）および舶用燃料油改善
装置の販売

〒 791-0054 松山市空港通6-10-1
TEL 089-972-1481
FAX 089-973-1760
URL http://shikoku-kenpan.catjd.com
（資） 10,000
（従） 126
（事） 建設機械販売および修理







建設機械および部品／シンガポール

建設機械および部品／アメリカ
エンジン／イギリス
エンジン部品／シンガポール

・シンガポール/現地法人/1975
年12月/建設業

〒 794-0083 今治市宅間甲360
TEL 0898-23-3500
FAX 0898-23-0531
URL http://www.sweco.co.jp
E-mail 2wo@sweco.co.jp
（資） 9,000
（従） 160
（事） 溶接棒製造販売、溶接資材全般販売









溶接材料、溶接・溶断機器／中国

溶接ワイヤ、セラミック裏当材／韓国
皮製品／中国

・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

・中国/裏当材等の委託生産

〒 791-8036 松山市高岡町66
TEL 089-971-4013
FAX 089-971-4067
URL http://www.shibuya-sss.co.jp
（資） 45,000
（従） 420
（事） 果実選別機・自動省力機製造





自動省力機／中国、台湾、韓国、アメ
リカ
果実選別機／台湾、韓国

・中国、台湾、シンガポール、
インド、アメリカ/駐在員事
務所

〒 791-3131 伊予郡松前町大字北川原1227-1
TEL 089-985-2360
FAX 089-985-2271
URL http://www.kubocom.co.jp/kouki
（資） 1,000
（従） 10
（事） バイオマスペレット製造機および関
連機器の販売







バイオマスペレット製造機／東南アジ
ア、南アジア

・アジア、ヨーロッパ/バイオ
マスの有効利用に関する事業

・アジア、ヨーロッパ他/バイ
オマスの有効利用に関する事
業

115

116

外国人
研修生
受入れ

機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

新和工業（株）
SHINWA INDUSTRIAL CO., LTD.
（代） 村井

正美

住友金属鉱山（株）別子事業
所
SUMITOMO METAL MINING CO.,
LTD., BESSHI-NIIHAMA
DISTRICT DIV.
（代） 真部

良一

住友重機械工業（株）愛媛製
造所新居浜工場
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
LTD., EHIME WORKS, NIIHAMA
FACTORY
（代） 中島

久男

住友重機械ハイマテックス
（株）
SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES
HIMATEX CO., LTD.
（代） 渡邊

純樹

（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） 田中

久喜

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

〒 791-8042 松山市南吉田町2798-71
TEL 089-973-6251
FAX 089-973-6535
URL http://www.shinwa-cc.co.jp
E-mail shinwa-cc@shinwa-cc.co.jp
（資） 4,500
（従） 131
（事） 繊維・一般機械および機械部品の設
計・製作・組立・据付、鍍金・溶射
による表面処理加工、自動機設計・
製作・メンテナンス、精密微細加工
等



〒 792-8555 新居浜市西原町3-5-3
TEL 0897-37-4800
FAX 0897-37-4804
URL http://www.smm.co.jp
（資） 9,324,242
（従） 843
（事） 非鉄金属製錬・精製、機能性材料製
造





電気銅／中国、タイ、インドネシア
硫酸ニッケル／台湾
濃硫酸／中国、台湾、フィリピン

銅精鉱／チリ
ニッケルマット／ベルー、オーストラ
リア、インドネシア、フィリピン

〒 792-8588 新居浜市惣開町5-2
TEL 0897-32-6211
FAX 0897-32-6519
URL http://www.shi.co.jp
（資） 3,087,165
（従） 800
（事） 量子機器・産業機械・運搬荷役機械
の製造









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／アメリカ、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／アメリ
カ、フランス、ドイツ、ベルギー
製鉄機械部品／アメリカ、タイ、韓国
ブレス機械部品／アメリカ、韓国

・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

・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

〒 792-0001 新居浜市惣開町5-2
TEL 0897-32-6481
FAX 0897-32-6546
URL http://www.shiff.co.jp
E-mail Osk_Ochi@shi.co.jp
（資） 31,000
（従） 122
（事） 圧延用ロール、射出成型機用シリン
ダーの製造販売、船舶チェーン製造
販売



〒 792-0896 新居浜市阿島1-4-25
TEL 0897-67-1700
FAX 0897-67-1702
URL http://www.sogabe-iw.jp
（資） 1,000
（従） 95
（事） 減速機組立て、減速機・建設機械用
部品製造







減速機部品一式／中国

減速機／中国

・中国（蘇州）/現地法人/2011
年4月/減速機組立

〒 799-0431 四国中央市寒川町4765-2
TEL 0896-25-3958
FAX 0896-25-2802
URL http://www.daio-eng.co.jp
E-mail k-shiota@daio-eng.co.jp
（資） 6,000
（従） 48
（事） 地球環境と調和したリサイクル・バ
イオマス利活用、大気汚染、水質浄
化、省エネルギーなどの環境負荷を
低減する技術・製品作り





機械部品／タイ

機械部品／イタリア、ドイツ、韓国、
イギリス
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外国人
研修生
受入れ

機械部品／カナダ、シンガポール、イ
ンドネシア、韓国


フィリ
ピン

圧延用ロール／アメリカ、台湾、韓国
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中国

機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

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

裕

（株）大昌鉄工所
DAISHO TEKKOSHO CO., LTD.
（代） 福崎

祥正

（株）タカテツ
TAKATETSU CO., LTD.
（代） 髙橋

健吉

（株）田窪工業所
TAKUBO INDUSTRIAL CO., LTD.
（代） 佐伯

亮治

(株)TAKUMI
TAKUMI CO., LTD
（代） 松本

克一

（株）タステム．
TASTEM CO., LTD.
（代） 高橋

政利

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

受入れ

・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2005年10月/各種排水処理
装置の販売・設計・施工

〒 799-0101 四国中央市川之江町910
TEL 0896-58-0123
FAX 0896-58-0126
URL http://www.daisho-tekkosho.co.jp
E-mail daisho@daisho-tekkosho.co.jp
（資） 2,000
（従） 110
（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）







紙・パルプ機械／中国、台湾、韓国、
タイ、インドネシア、サウジアラビア

紙・パルプ機械／中国

・中国（江蘇省常熱市)/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）

〒 793-0042 西条市喜多川853-12
TEL 0897-55-1100
FAX 0897-55-1106
URL http://www.takatetsu.jp
E-mail k-takahashi@takatetsu.jp
（資） 1,000
（従） 45
（事） 熱交換器等化学装置製作









圧力容器、熱交換器／シンガポール、
中国、サウジアラビア

圧力容器、熱交換器、鍛造品、フィッ
ティング／韓国

・中国/現地法人/2009年1月/製
缶物の製作

・中国、タイ、ベトナム、イン
ド/圧力容器、熱交換器製造

〒 799-1392 西条市北条962-7
TEL 0898-65-5000
FAX 0898-76-7133
URL http://www.e-ty.co.jp
E-mail y.shigematsu@e-ty.co.jp
（資） 8,000
（従） 400
（事） 金属製品製造業・販売業（ストック
ハウス、ガレージ、キッチン、ベラ
ンダ商材）









金属系加工製品／台湾、香港、中国、
タイ

鋼材、金属加工品／韓国、台湾、イン
ドネシア
金属製品（部品を含む）／中国、台
湾、韓国、タイ
木質系加工品／タイ、スリランカ

・台湾、香港、中国、タイ、シ
ンガポール、アメリカ/金属
系加工製品販売

・台湾（台北）/代理店契約、
委託契約/日本向け製品の生
産、販売
・タイ（バンコク）/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
・中国（江蘇省）/委託契約/副
資材の生産

〒 790-0043 松山市保免西2丁目7－1
TEL 089-974-6602
FAX 089-974-6602
E-mail move-home11@ace.ocn.ne.jp
（資） 300
（従） 6
（事） 産業用機械、省力化機器の設計・製
作









省力化機械の設計、産業用機械／シン
ガポール

産業用機械／シンガポール
金属加工部品／マレーシア、シンガ
ポール

・シンガポール/駐在員事務所/
MSJAUTOMATIONENG./2010年10
月/産業用機械、省力化機器
の設計・製作

・シンガポール/技術提携/業務
発生時に技術提携





鋼材・加工品／中国

・中国(大連)/出資会社/2004年
7月/工業用機器・器具/建築
用金属類部材の輸出及び設計
・中国(大連)/出資会社/2008年
11月/工業用機械・器具/建築
用金属類部品/化学用及び船
舶用器具の設計・製造・メン
テナンス及びコンサルタント

119

研修生



〒 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） 162,150
（従） 425
（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、動植物油を原
料とするリサイクルオイルの精製・
販売および精製プラントの販売

〒 792-0032 新居浜市政枝町3-2-1
TEL 0897-37-1111
FAX 0897-37-1425
URL http://www.tastem.co.jp
（資） 4,000
（従） 57
（事） スチールサッシ、ドア、クレーンの
運転室・機械室薄板の製造販売

外国人




中国


中国
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中国

機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）中予精工
CHUYO SEIKO CO., LTD.
（代） 酒井

富男

TMTマシナリー（株）松山工場
TMT MACHINERY, INC.,
MATSUYAMA FACTORY
（代） 山下

TORTOISE ENGINEERING CO.,
LTD.
克久

（株）トップシステム
TOP SYSTEM CO., LTD.
（代） 森

達雄

（株）中野製作所

東予工場

NAKANO SEISAKUSHO CO.,
LTD., TOYO PLANT
（代） 中野

直義

西日本搬送機（有）
NISHINIHON HANSOKI LTD.
（代） 藤田

直澄

（株）日本キャリア工業
NIPPON CAREER INDUSTRY
CO., LTD.
（代） 仲野

整

(株)NOKS
NOKS CO., LTD.
（代） 高橋

拡行

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

〒 791-0301 東温市南方2250-8
TEL 089-966-4305
FAX 089-966-4339
E-mail chuyojpn@orange.ocn.ne.jp
（資） 3,000
（従） 108
（事） 精密金型・モールド型製造



〒 791-8513 松山市北吉田町77
TEL 089-971-2121
FAX 089-973-3033
（資） 45,000
（従） 96
（事） 繊維機械製造販売









合成繊維製造設備／韓国、台湾、中
国、インドネシア、インド、タイ、マ
レーシア、ブラジル、ドイツ、アメリ
カ他

合成繊維製造設備部品（電子部品・機
械部品等）／韓国、台湾、中国、イン
ド、イギリス、ドイツ

［本社所管］
・中国（上海）/現地法人/2005
年11月/繊維機械部品の製造

［本社所管］
・韓国/委託契約/繊維・産業機
械の製造
・台湾/委託契約/繊維・産業機
械の製造
・中国/委託契約/繊維・産業機
械の製造

〒 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/tortoise
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









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

金属機械部品／中国

・中国他/部品等の製造

・中国他/委託契約/部品（ボイ
ラ部品）の製造

〒 793-0003 西条市ひうち3-60
TEL 0897-52-1910
FAX 0897-52-1912
URL http://www.topsystem.jp
E-mail info@topsystem.jp
（資） 2,400
（従） 34
（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









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

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

・中国(上海）/現地法人/2012
年6月(予定)/医薬品調整設備
等の製作・貿易業務

・中国/技術供与/医薬品調整設
備製作における技術指導
・フィリピン/委託契約/部品加
工
・（関心あり）インド、韓国

〒 799-1362 西条市今在家1082-1
TEL 0898-64-6565
FAX 0898-64-6526
E-mail k.nakano@alto.ocn.ne.jp
（資） 1,000
（従） 37
（事） 舶用機器製造販売



〒 791-2112 伊予郡砥部町重光25-3
TEL 089-958-3332
FAX 089-958-3334
URL http://www12.ocn.ne.jp/~hansouki
（資） 1,000
（従） 3
（事） 機械製造



〒 791-8043 松山市東垣生町980-5
TEL 089-973-6311
FAX 089-973-6353
URL http://www.nippon-career.co.jp
E-mail career@nippon-career.co.jp
（資） 4,000
（従） 63
（事） 食品加工機械製造







食品機械／シンガポール、中国、台
湾、タイ、イタリア、オランダ、アメ
リカ

ナイフ／アメリカ、ドイツ

・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

〒 791-8036 松山市高岡町368-1
TEL 089-973-1250
FAX 089-974-1750
URL http://noks.jp
E-mail noksondo@chive.ocn.ne.jp
（資） 3,000
（従） 34
（事） 各種温度検出端の製造、真空脱泡装
置（主に液晶ディスプレイの接着利
用）の製造





章二

トータスエンジニアリング
（株）

（代） 花岡

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資 本 金 ( 万 円 )・ 従 業 員 数 (人 )
事 業 内 容
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研修生
受入れ



精密金型／シンガポール、マレーシ
ア、台湾、中国

マレー
シア



舷梯装置／台湾

中国

小魚選別機／中国、韓国、タイ
ねぎ皮剥機／韓国

温度センサー／中国、韓国、タイ、メ
キシコ他
機械（真空脱泡装置）／台湾、韓国

外国人





・中国

・中国/委託加工
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機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

萩尾高圧容器(株)
HAGIO HIGH PRESSURE
CONTAINERS
（代） 萩尾

広典

(株)HAMADAテクノマシン
HAMADA TECHNO MACHINE CO.,
LTD.
（代） 濱田

與志夫

（株）BNI
BNI CORP.
（代） 赤瀬

HIKARI CO., LTD.
耕治

平野金属（株）
HIRANO KINZOKU CO., LTD.
（代） 平野

尚幸

（株）フジコソ
FUJIKOSO INC.
（代） 藤社

司

（株）藤田製作所
FUJITA MFG. CO., LTD.
（代） 藤田

〒 792-0893 新居浜市多喜浜3-5-50
TEL 0897-46-3111
FAX 0897-45-1750
URL http://www.hagio.co.jp
E-mail info@hagio.co.jp
（資） 5,000
（従） 60
（事） ＬＰＧ容器製造

輸

出

輸

品目／国・地域



入

品目／国・地域



ＬＰＧ容器、関連機器／ベトナム

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





・ベトナム/ＬＰＧ容器製造

・ベトナム、中国/ＬＰＧ容器
製造ラインの建設及び製造ノ
ウハウ等の技術協力

外国人
研修生
受入れ



〒 790-0813 松山市萱町6-15-1
TEL 089-927-0845
FAX 089-927-0846
URL http://www.hamada-techno.com
E-mail hamada-techno@ybb.ne.jp
（資） 1,000
（従） 5
（事） 各種昇降機製造販売

機械／中国

〒 794-2304 今治市伯方町北浦2298
TEL 0897-72-2480
FAX 0897-72-2486
（資） 1,000
（従） 2
（事） 機械類販売









レアメタル／韓国

舶用品、土木建設機械／中国

・中国、ベトナム/機械・金属
加工

・中国、ベトナム/委託契約/機
械・金属の生産加工

〒 791-0297 東温市南野田418-4
TEL 089-960-5511
FAX 089-960-5518
URL http://www.hikari-net.co.jp
E-mail hikari@hikari-net.co.jp
（資） 9,900
（従） 310
（事） 自動化・省力化機械器具製造









自動化・省力化機械／タイ、シンガ
ポール、マレーシア、中国、台湾、韓
国

機械部品、資材、自動化・省力化機械
／中国、タイ

・タイ（アユタヤ）/現地法人/
2002年10月/自動化・省力化
機械器具製造
・タイ（アユタヤ）/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/画像処理シス
テムのハード・ソフトおよび
製品開発、販売/自動化シス
テムおよび部品の機械設計・
制御設計、開発、販売

〒 799-1354 西条市北条1211-1
TEL 0898-64-3513
FAX 0898-64-3476
URL http://www.k-hirano.jp
（資） 1,000
（従） 12
（事） 鉄屑加工処理業




スリラ
ンカ

進

（株）ヒカリ

（代） 富田

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資 本 金 ( 万 円 )・ 従 業 員 数 (人 )
事 業 内 容

秀一郎

〒 791-0312 東温市則之内字惣宮乙2060-5
TEL 089-960-6370
FAX 089-960-6371
URL http://www6.plala.or.jp/fc
E-mail info.fc.mail@zpost.plala.or.jp
（資） 5,000
（従） 55
（事） 自動・省力化装置および検査装置の
開発・設計・製作
〒 793-0046 西条市港1-2
TEL 0897-56-5373
FAX 0897-56-9240
URL http://www.fujitam.co.jp
E-mail fujitas@fujitam.co.jp
（資） 9,000
（従） 118
（事） 鋳物製造・加工、製缶溶接、産業機
械および一般機器の開発・製造・販
売
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鉄スクラップ／韓国、中国

中国





自動省力機械加工部品／マレーシア、
タイ、韓国

マレー
シア





・中国、韓国/鋳物、製缶溶接
構造物の製造、環境・省力化
機械の製造委託および販売
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中国

機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

(株)プロテック
PRO TECH CO., LTD.
（代） 永吉

裕史

眞鍋造機（株）
MANABE ZOKI CO., LTD.
（代） 眞鍋

三雄

三浦工業（株）
MIURA CO., LTD.
（代） 髙橋

祐二

（株）山本製作所
YAMAMOTO MANUFACTURING
CO., LTD.
（代） 山本

功

ユースエンジニアリング
（株）
YOUTH ENGINEERING CO., LTD.
（代） 角田

勝美

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

〒 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） 11
（事） 防火、舶用システム研究開発



〒 799-2113 今治市高部甲337-8
TEL 0898-41-9217
FAX 0898-41-6568
URL http://www.manabezoki.co.jp
（資） 3,000
（従） 230
（事） 船舶用ウインチ（揚錨機、係船機、
揚貨機、他）およびデッキクレーン
の設計、製造、販売









ウインチ、デッキクレーン／アジア

鋳鋼／中国
油圧モーター／イタリア
電動機／ドイツ
インバータ／フィンランド

・アジア/舶用機械の製造

・アジア/委託契約/舶用機械の
製造

〒 799-2696 松山市堀江町7
TEL 089-979-7123
FAX 089-979-7101
URL http://www.miuraz.co.jp
（資） 954,400
（従） 2,678
（事） 小型貫流ボイラ、舶用ボイラ、廃熱
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









ボイラおよび付帯品／中国、台湾、韓
国、香港、タイ、シンガポール、イン
ドネシア、フィリピン、マレーシア、
ベトナム、スリランカ、カナダ、アメ
リカ

ボイラ部品および資材／中国、台湾、
韓国、アメリカ、カナダ、インドネシ
ア、インド、ドイツ、イタリア
薬品／中国、インド

・韓国（ソウル）/現地法人/19
82年5月/ボイラ及び薬品の製
造、販売、メンテナンス
・カナダ／現地法人/1987年5月
/ボイラ及び薬品の製造・販
売・メンテナンス
・台湾/現地法人/1988年2月/ボ
イラ及び薬品の製造・販売・
メンテナンス
・アメリカ/現地法人/1991年3
月/ボイラ及び薬品の製造・
販売・メンテナンス
・中国/現地法人/2004年9月/ボ
イラ及び薬品の製造・販売・
メンテナンス
・シンガポール/現地法人/2008
年5月/ボイラ及び薬品の販売
・メンテナンス
・インドネシア/現地法人/2009
年5月/ボイラ及び薬品の製造
・販売・メンテナンス
・メキシコ/現地法人/2011年3
月/ボイラ及び薬品の販売・
メンテナンス

・フィリピン/代理店契約/ボイ
ラ販売およびメンテナンス
・タイ/代理店契約/ボイラ販売
およびメンテナンス
・シンガポール/代理店契約/ボ
イラ販売およびメンテナンス
・マレーシア/代理店契約/ボイ
ラ販売およびメンテナンス
・スリランカ/代理店契約/ボイ
ラ販売およびメンテナンス
・ベトナム/代理店契約/ボイラ
販売およびメンテナンス

〒 790-0036 松山市小栗3-7-19
TEL 089-931-2251
FAX 089-931-2262
URL http://www.yama-sei.co.jp
（資） 5,000
（従） 310
（事） 農業機械・建設機械製造、自動車用
プレス金型・樹脂金型の設計製作







自動車用板金プレス金型／アメリカ、
カナダ、メキシコ、中国、タイ、イン
ド

金型および金型用鋳物／韓国

・アメリカ（ケンタッキー州ジ
ョージタウン）/現地法人/19
99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





自動機械（現地組立て）／中国

・中国（浙江省杭州）/現地法
人/2006年9月/機械加工、組
立、調整
・中国(上海)/現地法人/2011年
4月/貿易

〒 792-0003 新居浜市新田町1-6-22
TEL 0897-33-5730
FAX 0897-37-3630
URL http://www.youtheng.co.jp
E-mail soumuka@youtheng.co.jp
（資） 4,500
（従） 92
（事） 自動機械、電子機器の設計、製作、
ソフトウェア開発、マニュアル作成
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船舶用消化設備／韓国

・韓国(釜山)/委託契約・技術
提携/船舶用消化設備の新開
発、/品質管理などの技術供
与、/船舶用消化設備の生産

外国人
研修生
受入れ


フィリ
ピン


韓国
台湾
中国
インド
ネシア
シンガ
ポール
カナダ
アメリ
カ
メキシ
コ


ベトナ
ム
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中国

機械・金属
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）横崎製作所
YOKOZAKI CO., LTD.
（代） 横崎

安弘

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資 本 金 ( 万 円 )・ 従 業 員 数 (人 )
事 業 内 容
〒 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） 25
（事） 食品加工用機器製造販売
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輸

出

品目／国・地域



輸

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



鮮魚、冷凍用重量選別機（スーパーセ
レクト）／中国、台湾、インドネシ
ア、マレーシア、インド、ベトナム他
音声式サイズ選別機／中国、韓国他
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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

外国人
研修生
受入れ

