その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）アイワ技研
AIWA GIKEN CO., LTD.
（代） 竹中

實男

アトム総業（株）
ATOM SOGYO CO., LTD.
（代） 宇都宮

賢八

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

ANCHORAGE MARINA CO., LTD.
（代） 合田

統一

（株）伊予銀行
IYO BANK, LTD. (THE)
（代） 森田

浩治

（有）エイトコーポレーショ
ン
JAPAN EIGHT CO., LTD.
（代） 崔

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

〒 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 aiwa@aiwaeng.co.jp
（資） 1,200
（従） 60
（事） 各種機械設計



〒 790-0922







松山市星岡2丁目８－２４ 康復ｾﾝﾀｰ星岡内

漢方薬／中国

・中国（陝西省西安）/現地法
人/1995年10月/児童遊園地の
運営/中国西安市と松山市・
愛媛県地域間の経済交流・文
化交流の窓口

・中国(陝西省)/中国陝西中青
国際旅行社、陝西省人民医院
と連携した医療観光/社会福
祉施設運営に関するコンサル
ティング、介護技術指導

TEL 089-957-9888
FAX 089-957-2332
URL http://www.atomgroup.jp/
E-mail kokusai@atomgroup.jp

研修生
受入れ



〒 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
（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、ク
ルージング事業、レンタル事業

ヨット、ボート／フランス、スペイ
ン、アメリカ



〒 790-8514 松山市南堀端町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
（従） 3,042
（事） 銀行業

〒 790-0003 松山市三番町2-4-1
TEL 089-987-8150
FAX 089-987-8152
（資） 300
（従） 30
（事） 飲食業

外国人

機械の設計図面／韓国、ベトナム

（資） 1,000
（従） 13
（事） 総合コンサルティング業務

（株）アンカレッジ・マリー
ナ

海

・アメリカ（ニューヨーク州ニ
ューヨーク）/駐在員事務所/
1986年7月/情報収集と提供
・中国（上海）/駐在員事務所/
1994年10月/情報収集と提供
・香港/支店/1996年5月/銀行業
務/（1989年6月駐在員事務所
）







食品／中国

食品／中国他

・中国（山東省青島）/駐在員
事務所/2006年1月/情報収集

・外国銀行との銀行業務コルレ
ス契約
・大連銀行(中国)との業務協力
協定(H22年11月)


中国
南米

暁軍

エスシーケイ異業種経済交流
事業（協）
SCK COOPERATIVE ASSOCIATION
（代） 長谷部

日出喜

〒 794-0821 今治市立花町4-2-20
TEL 0898-33-8525
FAX 0898-33-2252
sckkumiai@train.ocn.ne.jp
E-mail
（資） 782
（従） 3
（事） 外国人研修生受入れ、組合員企業そ
の他関連企業への輸入品販売を行う
異業種経済交流事業協同組合
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アルミ製品、プラスチック製品、鋳物
製品／中国

中国
フィリ
ピン

168

その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

NISグループ（株）松山本社
NIS GROUP CO., LTD.,
MATSUYAMA HEAD OFFICE
（代） 原川

城治

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資 本 金 ( 万 円 )・ 従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-8584
松山市千舟町5-7-6
ニッシン本社ビル4F

輸

出

輸

品目／国・地域

入

品目／国・地域

NP SYSTEM DEVELOPMENT CO.,
LTD
（代） 塩梅

敏

愛媛エフ･エー・ゼット（株）
EHIME FOREIGN ACCESS ZONE
CO., LTD.
（代） 森本

惇

（株）愛媛銀行
EHIME BANK, LTD. (THE)
（代） 中山

紘治郎

愛媛信用金庫
EHIME SHINKIN BANK
（代） 山本

泰正

進

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





（輸入代行業務）アパレル製品、宝飾
品、食料品、電装品／アジア全般

・中国（上海）/現地法人/2009
年4月/コンサルティング業
・香港/現地法人/2009年12月/
持株会社
・中国（上海）/現地法人/2009
年12月/不動産仲介業、不動
産コンサルティング業
・香港/現地法人/2010年3月/貿
易業、コンサルティング業
・シンガポール/現地法人/2010
年3月/貿易業、コンサルティ
ング業
・韓国（ソウル）/現地法人/20
10年5月/貿易業、コンサルテ
ィング業









ドライブレコーダー／韓国

・韓国(城南市)/合弁会社/機器
生産

・運行管理システム／アジア

〒 791-8057 松山市大可賀2-1-28

冷凍食品、水産加工品／シンガポール
TEL 089-951-1211
FAX 089-951-2955
URL http://www.itemehime.com
E-mail info@itemehime.com
（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


園芸用資材／中国
ワイン／ドイツ

〒 790-8580 松山市勝山町2-1
TEL 089-933-1111
FAX 089-947-6099
URL http://www.himegin.co.jp
（資） 1,907,800
（従） 1,527
（事） 銀行業

・外国銀行との銀行業務コルレ
ス契約

〒 790-0002 松山市二番町4-2-11
TEL 089-946-1111
FAX 089-932-9161
URL http://www.shinkin.co.jp/ehime/
E-mail s1860000@facetoface.ne.jp
（資） 173,354
（従） 644
（事） 金融業、輸出手形の取立、輸入手形
の決済、外国送金、外国為替等の取
次業

169

出

アパレル製品／アジア全般

TEL 089-943-2400
FAX 089-931-7780
URL http://www.nisgroup.jp
E-mail info_ir@nisgroup.co.jp

〒 791-8015 松山市中央1丁目9-14
TEL 089-924-7817
FAX 089-924-7479
URL http://www.npsystem.co.jp
E-mail post@npsystem.co.jp
（資） 1,180
（従） 35
（事） システム開発及び機器パッケージ販
売

外



（資） 2,828,937
（従） 107
（事） 総合金融サービス業

(株)NPシステム開発

海

170

外国人
研修生
受入れ


中国

その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）エム・エス エンタープ
ライズ
MS ENTERPRISE CO., LTD.
（代） 村上

恵一

（株）えむぼま
EMBOMA CORP.
（代） 森

正彦

(有)海夢音
KAMON
（代） 井上

学校法人

美子

河原学園

KAWAHARA GAKUEN CORPORATION
（代） 河原

次瞭

クロスローズ インターナ
ショナル コンサルタント
（有）
CROSSROADS INTERNATIONAL
CONSULTANTS LTD.
（代） Joshua Lionel Battain
四国電力（株）松山支店
SHIKOKU ELECTRIC POWER
CO., INC., MATSUYAMA
BRANCH OFFICE
（代） 宮内

義憲

所
在
地
TEL・FAX・URL・E-mail
資 本 金 ( 万 円 )・ 従業員数(人)
事 業 内 容
〒 790-0811
松山市本町6-6-7 ロータリー本町1214
TEL 089-917-7881
FAX 089-917-7882
E-mail keiichi-m@msenterprise.co.jp
（資） 1,000
（従） 4
（事） 貿易業、貿易補助業、海外コンサル
タント業

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

国・地域、（都市等）、進出形態
開始年月、事業内容









中古建設機械、中古工作機械等／ベト
ナム、タイ、カンボジア、韓国、フィ
リピン、ボリビア
リサイクル用プラスチック、スクラッ
プ等／中国
ボーリング・マシン／韓国
自動車部品／ボリビア

ボーリング・マシンの返送／韓国

・ベトナム（ホーチミン）/駐
在員事務所/情報収集、ベト
ナム進出企業へのサポート

・ベトナム（ホーチミン）/代
理店契約/中古工作機械等の
委託販売
・韓国（ソウル）/販売等代理
店契約および物流に関する業
務提携/機械の売買
・ベトナム(ホーチミン）/業務
提携/弁護士事務所



〒 790-0045 松山市余戸中4丁目5番43号
TEL 089-974-2297
FAX 089-907-1373
URL http://www.emboma.jp
E-mail morimasa@emboma.jp
（資） 2,400
（従） 13
（事） インターネットサービス業
〒 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
（資） 300
（従） 5
（事） 中古バイク、新品中古バイクパーツ
販売

海外企業との連携

研修生
受入れ


ベトナ
ム



・アメリカ（イリノイ州シカゴ
）/委託契約/情報システム関
連業務







バイクパーツ／中国

〒 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） 776,000
（従） 220
（事） 教育事業（情報系・工業系・経理
系・医療系、福祉系・芸術系・理美
容系・ペット系専門学校、高等学
校）





・中国（遼寧省大連）/現地法
人/1997年10月/日本語教育

・中国/友好学校/留学生交流

〒 790-0004 松山市大街道2-1-3 2F・3F
TEL 089-921-7595
FAX 050-3791-7083
URL http://www.crossroadsco.com
E-mail cinterc@crossroadsco.com
（資） 300
（従） 2
（事） 国際取引コンサルタント、輸入業、
輸出／輸入エージェント





(現在は輸入休止中)
オーストラリア輸入住宅、建材／オー
ストラリア
加工食品、野菜、シーフード／オース
トラリア(エージェントとして)

・オーストラリア（ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙ
ｽﾞ州、ﾋﾞｸﾄﾘｱ州、ｸｨｰﾝｽﾞﾗﾝﾄﾞ
州、ﾀｽﾏﾆｱ州）/エージェント
／輸入業/ビジネス交渉、オ
ーストラリア企業の紹介、ビ
ジネス仲介、ビジネスツアー
の企画、通訳、翻訳等

〒 790-8540 松山市湊町6-6-2
TEL 089-946-9707
FAX 089-946-9711
http://www.yonden.co.jp
URL
（資） 14,555,192
（従） 469
（事） 電気事業





［本社所管］
一般炭／オーストラリア、インドネシ
ア他
濃縮ウラン／フランス、イギリス、ア
メリカ他
水力・火力・原子力発電設備、送電・
変電・配電設備、通信設備、一般資機
材／アメリカ、フランス、ドイツ、ベ
ルギー、中国、韓国、タイ他

［本社所管］
・フランス、アメリカ、中国/
技術交換/原発、環境等の情
報収集・提供

171

外国人

172

その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

（株）住宅情報館
JYUUTAKU JOUHOUKAN CO., LTD.

（代） 二宮

秀生

（株）タイワ
TAIWA CORP.
（代） 近藤

健司

南海放送（株）
NANKAI BROADCASTING CO., LTD.

（代） 河田

正道

ニンジニアネットワーク(株)
NINGINEER NETWORK CO., LTD.
（代） 村上

忠

ハイサブ
HAISABU
（代） 木本

三郎

(株)ファーム
FARM CO., LTD
（代） 佐藤

昭夫

（株）ブルーム・クラッシッ
ク
BLOOM CLASSIC CO., LTD.
（代） 田部

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

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





受入れ

・中国、アメリカ、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


・中国（遼寧省大連）/ラジオ
番組交換/大連市広播電視局
とのラジオ番組の素材交換、
製作協力
・アメリカ(ハワイ州ホノルル)
/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
より実施する提携









フィルム／香港

・香港/現地法人（菱志利國際
有限公司）/2009年11月/紙製
品の通信販売

・香港/委託契約/販売協力、サ
ポート


・ソフトウェア販売／中国、台
湾、シンガポール



〒 793-0030 西条市大町1705-1
TEL 0897-56-0010
FAX 0897-55-5733
（資） 3,010
（従） 700
（事） 観光牧場、農業公園等の開発・管
理・運営

石／中国









化粧品／韓国、中国

紙袋、美容器、健康食品／韓国

・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

・アジア/美容関連事業

早己

173

研修生



パソコンのパッケージソフト／中国、
アメリカ、オランダ

〒 791-2101 伊予郡砥部町高尾田1093-8

ソフトウェア／台湾、ベトナム、中
TEL 089-958-2310
FAX 089-958-6692
国、シンガポール、インドネシア
E-mail haisabu@bronze.ocn.ne.jp
（資） （従） 1
（事） 自社開発ソフトウェアの販売(海外造
船所や船会社)

〒 790-0062 松山市南江戸3-4-7
TEL 089-996-8820
FAX 089-996-8182
URL http://www.bloomclassic.jp
（資） 10,000
（従） 382
（事） 美容サロンおよび美容関連商品販売

国・地域、（都市等）、進出形態
開始年月、事業内容

外国人

ワイン／ドイツ

〒 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
（従） 118
（事） 放送業

〒 799-3101 伊予市八倉310番地2
TEL 089-927-2288
FAX 089-927-2210
URL http://www.ningineer.com
E-mail gbsupport@ninjin.co.jp
（資） 1,000
（従） 27
（事） オフィス用品・紙製品などのカタロ
グ通信販売
オンラインショッピングサイトの運
営

海外企業との連携



〒 790-0004 松山市大街道3-2-34
TEL 089-935-5000
FAX 089-935-5050
URL http://www.yadokarinet.co.jp
E-mail info@yadokarinet.co.jp
（資） 9,800
（従） 45
（事） 不動産の売買・賃貸・仲介・管理、
マンション経営、宅地建物取引業、
ホテル経営、飲食店業
〒 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
（資） 5,000
（従） 13
（事） ソフトウェアの開発・販売

輸

174


アジア

その他サービス業
企

業

名

英 文 社 名
代 表 者 名

星企画（株）
HOSHI KIKAKU CO., LTD.
（代） 薬師神

績

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

高一

（株）ユイ･システム工房
YUI-SYSTEM STUDIO CO., LTD.
（代） 中谷

恭治

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

品目／国・地域

〒 790-0932 松山市東石井6-12-36
TEL 089-956-3555
FAX 089-956-3556
URL http://www.hoshi-ad.co.jp
E-mail info@hoshi-ad.co.jp
（資） 1,000
（従） 49
（事） 広告業
〒 798-0023 宇和島市伊吹町甲1525-1
TEL 0895-24-6600
FAX 0895-24-6636
URL http://www.marutaka-i.com/
E-mail info@marutaka-i.com
（資） 1,000
（従） 4
（事） 不動産業
〒 791-1102 松山市来住町1239
TEL 089-906-8000
FAX 089-970-8080
URL http://www.yui-system.jp
E-mail info@yui-system.jp
（資） 1,000
（従） 35
（事） 情報処理サービス

175



入

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





・中国他/広告関連業

・アジア/業務提携/広告、ＩＴ
関連事業での協力





ログハウス／カナダ

・中国







・中国（遼寧省大連）/現地法
人/2006年6月/情報処理サー
ビス

・中国（遼寧省大連）/技術提
携/情報処理サービス

176

外国人
研修生
受入れ




中国

