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

（株）伊予鉄髙島屋
IYOTETSU TAKASHIMAYA CO.,
LTD.
（代） 林

巧

KSA CORPORATION
勝美

（株）サンヨーアメニティ
SANYO AMENITY INC.
（代） 白石

詔幸

（株）JIT
JIT
（代） 眞部

宗俊

（株）世良
SERA
（代） 世良

〒 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
（資） 54,750
（従） 1,374
（事） リユース店の経営、リユース品の輸
出、飲食店の経営

洋介

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









中古衣料品／カンボジア
中古雑貨品／カンボジア

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

・ロシア、中国/中古衣料品の
販売







LVD無電極ランプ／フィリピン
食品加工品／エクアドル

・ラオス、タイ、ベトナム、ト
ルコ/食品中間材の加工、冷
凍冷蔵設備の合併による設営

・トルコ/風力・太陽光発電装
置据付販売、オリーブを素材
とした食品・家具の加工

の採用


インド

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

URL http://www.iyotetsu-takashimaya.co.jp
E-mail info@iyotetsu-takashimaya.co.jp
（従） 566

〒 792-0811 新居浜市庄内町3丁目8番5号 
伊予の青石／フランス
TEL 0897-47-0838
FAX 0897-47-0839
電子灯り／フランス
E-mail ksa-kt@eagle.ocn.ne.jp
（資） 300
（従） 4
（事） 輸出入取扱い(再生エネルギー利用発
電装置、建築外構資材、各種加工機
械、食材）、盆栽・水引など伝統工
芸品の輸出
〒 790-0063 松山市辻町14-6
TEL 089-926-9660
FAX 089-926-9639
http://www.sanyoamenity.co.jp
URL
E-mail info@sanyoamenity.co.jp
（資） 300
（従） 17
（事） ホテルアメニティの企画・製造販売









ホテル用ヘアブラシ／韓国

使い捨てカミソリ／韓国
タオル、巾着袋、スリッパ、ブラシ／
中国
ホテルアメニティ／タイ、ベトナム

・アセアン、中国

・アセアン、中国、欧米

〒 790-0963 松山市小坂5丁目6番4号
TEL 089-948-9733
FAX 089-948-9744
E-mail noriko181855@yahoo.co.jp
（資） 1,485
（従） 10
（事） 輸入大理石の販売及び製鉄の原材料
の製造・販売









製鉄の原材料の製造販売／インドネシ
ア

大理石／インドネシア

・インドネシア（スラバヤ）/
現地法人/2015年12月

・インドネシア/製造販売の合
弁会社設立

〒 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
（資） 1,000
（従） 27
（事） 機械工具、一般鋼材、管工機材、空
圧機器卸業
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外国人



〒 790-8587 松山市湊町5-1-1
TEL 089-948-2111
FAX 089-948-2441

（資） 10,000
（事） 百貨店

（有）ケーエスエー

（代） 高石

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

鉄製品（加工部品)／ベトナム
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ラオス
タイ
ﾍﾞﾄﾅﾑ



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

（有）チャイナチャイナ
CHINA CHINA
（代） 高岡

秀和

（株）フジ
FUJI CO., LTD.
（代） 尾﨑

英雄

芙蓉海運（株）
FUYOH KAIUN CO., LTD.
（代） 野間

省一

（株）ボーダートレーディン
グ
BORDER TRADING CO., LTD.
（代） 久保

良治

（株）マツモト
MATSUMOTO CO., LTD.
（代） 松本

明弘

（株）松山三越
MATSUYAMA MITSUKOSHI COMPANY

（代） 永木

昭彦

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



〒 790-0062 松山市南江戸4丁目4-7
TEL 089-997-8880
FAX 089-997-8883
E-mail taka888888@nifty.com
（資） 300
（従） 6
（事） お茶、雑貨、食品

お茶／中国

〒 790-8567 松山市宮西1-2-1
TEL 089-926-7111
FAX 089-925-6981
URL http://www.the-fuji.com
E-mail kikaku@m.fujicompanies.co.jp
（資） 1,592,144
（従） 4,461
（事） チェーンストア業（食料品、衣料
品、日用雑貨品などの小売販売）
〒 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
（資） 1,100
（従） 11
（事） 輸出入貨物取扱い、通関、日本食品
輸出





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



〒 791-8031
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） 2
（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







歯ブラシ、ヘアブラシ／韓国
歯みがき／台湾

プラスチック樹脂／サウジアラビア、
台湾、シンガポール
フィラメント、ラミネート原反、各種
アメニティ中間資材／中国

・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
ミネート原反の日本国内販売
・中国(中山)/代理店契約/PET
容器の日本国内販売

〒 797-0045 西予市宇和町坂戸668番地
TEL 0894-62-0363
FAX 0894-62-5229
URL http://gardenmate.co.jp/
（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）



〒 790-8532 松山市一番町3-1-1
TEL 089-945-3111
FAX 089-934-8212
URL http://www.mitsukoshi.co.jp
（資） 50,000
（従） 331
（事） 百貨店





［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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中国



園芸資材、インテリア等／中国

中国
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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

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

豊彦

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

輸

出

品目／国・地域

211

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







紙製品、袋、ネーム、ラベル／中国

袋、紙製品、ネーム、さげ札／中国

・中国（上海）/現地法人/2001
年1月/包装資材製造業
・ベトナム(ホーチミン)/現地
法人/2014年１０月/製品・包
装資材・検品加工業

〒 790-0056 松山市土居田町15-3
TEL 089-931-4147
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

〒 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） 40
（事） 包装資材卸売業

輸

外国人
の採用
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