企
品目・サービス別企業索引

業

索

引

(50音順)
49
…………………………………………………………………
（株）FFT

≪農水産品・飲食料品≫

49
…………………………………………………………………
遠赤青汁（株）

39
…………………………………………………………………
（株）アール・シー・フードパック

49
…………………………………………………………………
（有）遠藤青汁

39
…………………………………………………………………
愛興食品（株）

49
…………………………………………………………………
扇屋食品（株）

39
…………………………………………………………………
愛工房（株）

49
…………………………………………………………………
（株）オーシャンドリーム

39
…………………………………………………………………
アイワインターナショナル（株）

49
…………………………………………………………………
大森産業（株）

39
…………………………………………………………………
阿川食品（株）

49
…………………………………………………………………
（株）おがた蒲鉾

39
…………………………………………………………………
AKUBI Market（合）

51
…………………………………………………………………
（株）オカベ

39
…………………………………………………………………
（有）あぐり

51
…………………………………………………………………
尾崎食品（株）

41
…………………………………………………………………
アザース（株）

51
…………………………………………………………………
オレンジベイフーズ（株）

41
…………………………………………………………………
浅野食品（株）

51
…………………………………………………………………
（株）オンスイ

41
…………………………………………………………………
朝日共販（株）

51
…………………………………………………………………
垣本商事（株）

41
…………………………………………………………………
（株）味彩

51
…………………………………………………………………
（株）梶田商店

41
…………………………………………………………………
（株）あわしま堂

53
…………………………………………………………………
亀井製菓（株）

41
…………………………………………………………………
伊方サービス（株）

53
…………………………………………………………………
キクチファーム（株）

41
…………………………………………………………………
石鎚酒造（株）

53
…………………………………………………………………
（株）キシモト

43
…………………………………………………………………
（有）石丸弥蔵商店

53
…………………………………………………………………
（株）季節園

43
…………………………………………………………………
石本興産（株）

53
…………………………………………………………………
協和酒造（株）

43
…………………………………………………………………
（株）一柳

53
…………………………………………………………………
（有）クレメント

43
…………………………………………………………………
伊予蒲鉾（株）

クロスローズ インターナショナル コンサルタント（有）
55
…………………………………………………………………

43
…………………………………………………………………
イヨスイ（株）

55
…………………………………………………………………
ケーオー産業（株）

43
…………………………………………………………………
（株）上野昆布

55
…………………………………………………………………
（株）香月園

43
…………………………………………………………………
（株）植松食糧

55
…………………………………………………………………
（株）国際貿易

45
…………………………………………………………………
宇都宮酒造（株）

55
…………………………………………………………………
五色そうめん（株）森川

45
…………………………………………………………………
（株）うにまんじゅうの田村菓子舗

55
…………………………………………………………………
（株）昆布森

45
…………………………………………………………………
梅錦山川（株）

57
…………………………………………………………………
酒六酒造（株）

45
…………………………………………………………………
梅美人酒造（株）

57
…………………………………………………………………
桜うづまき酒造（株）

45
…………………………………………………………………
宇和島蒲鉾協同組合

57
…………………………………………………………………
さくら食品（株）

45
…………………………………………………………………
（有）宇和島屋

57
…………………………………………………………………
（株）サンフーズ

45
…………………………………………………………………
栄光酒造（株）

57
…………………………………………………………………
サンヨー食品（株）

47
…………………………………………………………………
栄光通商（株）

57
…………………………………………………………………
（有）ジェイ・ウイングファーム

47
…………………………………………………………………
Ｈプロジェクト（株）

57
…………………………………………………………………
ＪＡえひめアイパックス（株）

47
…………………………………………………………………
（有）エスペランス

59
…………………………………………………………………
（株）ジェイティエスフーズ

47
…………………………………………………………………
（株）えひめ飲料

59
…………………………………………………………………
（株）志賀商店

47
…………………………………………………………………
えひめシーフードサービス（株）

59
…………………………………………………………………
四国乳業（株）

47
…………………………………………………………………
愛媛たいき農業協同組合

59
…………………………………………………………………
四国糧油（株）

47
…………………………………………………………………
えひめ中央農業協同組合

59
…………………………………………………………………
（株）七福芋本舗
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59
…………………………………………………………………
島田酒造（株）

71
…………………………………………………………………
西日本貿易（株）

59
…………………………………………………………………
（株）島原本舗

75
…………………………………………………………………
日本食研ホールディングス（株）

61
…………………………………………………………………
（株）松南園

75
…………………………………………………………………
（株）ニュウズ

61
…………………………………………………………………
（株）ジラフホールディングス

75
…………………………………………………………………
農家レストラン由紀っ娘

61
…………………………………………………………………
（株）城川ファクトリー

75
…………………………………………………………………
（株）野村町地域振興センター

61
…………………………………………………………………
（株）シロモト食品

75
…………………………………………………………………
伯方塩業（株）

61
…………………………………………………………………
（有）新栄食品

75
…………………………………………………………………
八水蒲鉾（株）

61
…………………………………………………………………
（有）進藤重晴商店

75
…………………………………………………………………
ピーコックフーズ（株）

61
…………………………………………………………………
水幸苑（有）

77
…………………………………………………………………
（株）ビージョイ

63
…………………………………………………………………
首藤酒造（株）

77
…………………………………………………………………
秀長水産（株）

63
…………………………………………………………………
（株）世起

77
…………………………………………………………………
（株）フジ・アグリフーズ

63
…………………………………………………………………
（株）清光堂

77
…………………………………………………………………
（株）藤田精麦

63
…………………………………………………………………
西南開発（株）

77
…………………………………………………………………
（株）フレスコ

63
…………………………………………………………………
成龍酒造（株）

77
…………………………………………………………………
（株）プログレス

63
…………………………………………………………………
（株）ゼロ

79
…………………………………………………………………
ベストプラネット（株）愛媛工場

63
…………………………………………………………………
仙味エキス（株）

79
…………………………………………………………………
（株）別子飴本舗

65
…………………………………………………………………
（株）ソルフィンカ

79
…………………………………………………………………
ベルグアース（株）

65
…………………………………………………………………
（株）大愛

79
…………………………………………………………………
（株）母恵夢本舗

65
…………………………………………………………………
（株）ダイイチフーズ

79
…………………………………………………………………
（株）程野商店

65
…………………………………………………………………
（株）大晟

79
…………………………………………………………………
（株）マエダ

65
…………………………………………………………………
（株）ダイニチ

79
…………………………………………………………………
増永食品（株）

65
…………………………………………………………………
武田酒造（株）

81
…………………………………………………………………
松田酒造（株）

65
…………………………………………………………………
（株）タツノコ

81
…………………………………………………………………
松山青果（株）

67
…………………………………………………………………
（株）地域法人 無茶々園

81
…………………………………………………………………
（株）マルウ水産

67
…………………………………………………………………
（株）中温

81
…………………………………………………………………
マルトモ（株）

67
…………………………………………………………………
千代の亀酒造（株）

81
…………………………………………………………………
（株）ミーティン・クラフト

67
…………………………………………………………………
（株）テイクワン

81
…………………………………………………………………
美松園

67
…………………………………………………………………
（株）ディック

83
…………………………………………………………………
水口酒造（株）

67
…………………………………………………………………
（株）デコレ

83
…………………………………………………………………
南四国ファーム（有）

67
…………………………………………………………………
（有）土居真珠

83
…………………………………………………………………
（株）ミヤモトオレンジガーデン

69
…………………………………………………………………
徳田青果（有）

83
…………………………………………………………………
（株）名水アイス

69
…………………………………………………………………
（有）徳弘水産

83
…………………………………………………………………
森文醸造（株）

69
…………………………………………………………………
とらや水産

85
…………………………………………………………………
森松水産冷凍（株）

69
…………………………………………………………………
（有）鳥津蒲鉾店

85
…………………………………………………………………
（株）八木酒造部

69
…………………………………………………………………
中城本家酒造合名会社

85
…………………………………………………………………
安高水産（有）

69
…………………………………………………………………
（株）中野食品

85
…………………………………………………………………
ヤマキ（株）

69
…………………………………………………………………
（株）中野本舗

85
…………………………………………………………………
（株）山口園芸

71
…………………………………………………………………
（有）納豆屋

85
…………………………………………………………………
（有）ゆうぼく

71
…………………………………………………………………
（株）南予ビージョイ 本社水産事業部

87
…………………………………………………………………
雪雀酒造（株）

71
…………………………………………………………………
新居浜青果（株）

87
…………………………………………………………………
遊子漁業協同組合
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87
…………………………………………………………………
養老酒造（株）

97
…………………………………………………………………
（株）河上

87
…………………………………………………………………
ヨコイ（株）

97
…………………………………………………………………
関西通商（株）

87
…………………………………………………………………
（株）予州興業

99
…………………………………………………………………
楠橋紋織（株）

87
…………………………………………………………………
（株）ヨンキュウ

99
…………………………………………………………………
（株）工房織座

87
…………………………………………………………………
（株）りーべる

99
…………………………………………………………………
コンテックス（株）

89
…………………………………………………………………
（株）龍宮堂

99
…………………………………………………………………
（株）桜井

89
…………………………………………………………………
（株）林氏国際／（株）ニュースタンダード

99
…………………………………………………………………
サヨリ商店街（株）

89
…………………………………………………………………
（有）ロンガ・フーズ

99
…………………………………………………………………
七福タオル（株）

89
…………………………………………………………………
（有）ワールド・ファーマーズ

99
…………………………………………………………………
シンワ（株）
…………………………………………………………………101
大和染工（株）

≪石材・陶磁器≫

…………………………………………………………………101
（株）タクト野田

91
…………………………………………………………………
（有）池内商店

…………………………………………………………………101
田窪（株）

91
…………………………………………………………………
（株）石の大山

…………………………………………………………………101
田中産業（株）

91
…………………………………………………………………
いよせき（株）

…………………………………………………………………101
壷内タオル（株）

91
…………………………………………………………………
オチ新瓦産業（株）

…………………………………………………………………101
帝人（株）松山事業所

91
…………………………………………………………………
（有）木下工業

…………………………………………………………………101
東レ（株）愛媛工場

91
…………………………………………………………………
（株）久門庭石

…………………………………………………………………103
（株）トーヨ

91
…………………………………………………………………
（有）里窯

…………………………………………………………………103
中忠（株）

93
…………………………………………………………………
（有）すこし屋

…………………………………………………………………103
西染工（株）

93
…………………………………………………………………
（有）中央ストーン

…………………………………………………………………103
（株）ハートウエル

93
…………………………………………………………………
とべ焼窯元ヨシュア工房

…………………………………………………………………103
（株）フィールドブルー

93
…………………………………………………………………
日東工業（株）

…………………………………………………………………103
（株）ふく紗

93
…………………………………………………………………
日東石材工業（株）

…………………………………………………………………103
（株）マック

93
…………………………………………………………………
東窯

…………………………………………………………………105
（株）マテラ

93
…………………………………………………………………
松峰商事（株）

…………………………………………………………………105
丸栄タオル（株）
…………………………………………………………………105
（株）丸鬼商店

≪繊維・繊維製品≫

…………………………………………………………………105
丸鷹産業（株）

95
…………………………………………………………………
IKEUCHI ORGANIC（株）

…………………………………………………………………105
みやざきタオル（株）

95
…………………………………………………………………
一広（株）

…………………………………………………………………105
村上パイル（株）

95
…………………………………………………………………
（有）伊藤被服

…………………………………………………………………105
矢野縫製（有）

95
…………………………………………………………………
茨木縫製（株）

…………………………………………………………………107
吉井タオル（株）

95
…………………………………………………………………
（一財）今治地域地場産業振興センター

…………………………………………………………………107
渡辺パイル織物（株）

95
…………………………………………………………………
（有）ウィン・グロー

≪製紙・紙製品≫

95
…………………………………………………………………
（株）宇髙

97
…………………………………………………………………
えひめファッション産業協同組合

…………………………………………………………………109
アイム（株）

97
…………………………………………………………………
（有）エムプランニング

…………………………………………………………………109
（株）有高扇山堂

97
…………………………………………………………………
（株）OAK

…………………………………………………………………109
（株）五十崎社中

97
…………………………………………………………………
（株）大棟商事

…………………………………………………………………109
イトマン（株）

97
…………………………………………………………………
（株）オリム

…………………………………………………………………109
（株）今村紙工

97
…………………………………………………………………
海野尾タオル（株）

…………………………………………………………………109
エヒメ紙工（株）
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…………………………………………………………………109
えひめ洋紙（株）

…………………………………………………………………125
（株）黒川木材工業

…………………………………………………………………111
（株）エム・パック

…………………………………………………………………125
河野興産（株）

…………………………………………………………………111
カクケイ（株）

…………………………………………………………………127
サイプレス・スナダヤ

…………………………………………………………………111
カナエ紙工（株）

…………………………………………………………………127
（株）鶴居商店

…………………………………………………………………111
（株）カネシロ

…………………………………………………………………127
（有）東予割箸

…………………………………………………………………111
カミ商事（株）

…………………………………………………………………127
（株）西沢材木店

…………………………………………………………………111
協和紙工（株）

…………………………………………………………………127
（有）ニチモク商事

…………………………………………………………………113
（株）クリンペットジャパン

…………………………………………………………………127
ビジネスサポート（株）

…………………………………………………………………113
（株）グローカル

…………………………………………………………………127
（株）ビッグウッド

…………………………………………………………………113
薦田紙工業（株）

…………………………………………………………………129
（株）フォーデック四国支社

…………………………………………………………………113
佐川印刷（株）

…………………………………………………………………129
丸五興産（株）

…………………………………………………………………113
（株）さん・おいけ 四国事業所

…………………………………………………………………129
（有）マルヨシ

…………………………………………………………………113
（株）スギウラ

…………………………………………………………………129
（株）木遊舎

…………………………………………………………………115
（株）世界地図

…………………………………………………………………129
（株）LINK WOOD DESIGN

…………………………………………………………………115
大王製紙（株）

≪化学製品≫

…………………………………………………………………117
大黒工業（株）
…………………………………………………………………117
大富士製紙（株）

…………………………………………………………………131
（株）アイテック

…………………………………………………………………117
太平紙器（株）

…………………………………………………………………131
（株）猪川商店

…………………………………………………………………117
（有）司紙業

…………………………………………………………………131
（株）大阪ソーダ松山工場

…………………………………………………………………119
手すき和紙 森田屋

…………………………………………………………………131
岡本化成（株）

…………………………………………………………………119
（株）トキワ工業

…………………………………………………………………131
（株）カネコ

…………………………………………………………………119
日本興運（株）

…………………………………………………………………131
木村商事（株）

…………………………………………………………………119
（株）プレミアム

…………………………………………………………………133
河野新素材開発（株）

…………………………………………………………………119
（株）本田洋行

…………………………………………………………………133
（有）サイセキ

…………………………………………………………………119
（株）真鍋商店

…………………………………………………………………133
住化スタイロンポリカーボネート（株）愛媛工場

…………………………………………………………………121
丸三製紙（株）

…………………………………………………………………133
住友化学（株）愛媛工場・大江工場

…………………………………………………………………121
丸住製紙（株）

…………………………………………………………………135
（株）スリーエスコーポレーション

…………………………………………………………………121
丸善商事（株）

…………………………………………………………………135
太陽石油（株）四国事業所

…………………………………………………………………121
三木特種製紙（株）

…………………………………………………………………135
（株）日新化学研究所 川之江工場

…………………………………………………………………121
（株）むすび倶楽部

…………………………………………………………………135
日泉化学（株）

…………………………………………………………………121
（株）モリオト

…………………………………………………………………135
（株）ニューパック住友

…………………………………………………………………123
やまと印刷（株）

…………………………………………………………………137
ノリトシ商事（株）

…………………………………………………………………123
（株）リブドゥコーポレーション

…………………………………………………………………137
福助工業（株）

…………………………………………………………………123
リンテック（株）三島工場

…………………………………………………………………137
藤田産業（株）

…………………………………………………………………137
フロンティア（株）

≪木材・木製品（家具を含む）≫

…………………………………………………………………137
松山酸素（株）

…………………………………………………………………125
（株）アイソウ

…………………………………………………………………139
三ツ輪化学工業（株）

…………………………………………………………………125
いしづち森林組合

…………………………………………………………………139
村上産業（株）

…………………………………………………………………125
（株）瓜守材木店

…………………………………………………………………139
（株）ヤスハラ

…………………………………………………………………125
（株）共栄木材

…………………………………………………………………139
リュウグウ（株）
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…………………………………………………………………153
入江工研（株）四国事業所

≪雑貨（日用雑貨、家庭・ギフト用品、身辺

…………………………………………………………………153
潮冷熱（株）

細貨等）≫

…………………………………………………………………153
ウダカエンジニアリング（株）

…………………………………………………………………141
（株）アイカ

…………………………………………………………………153
（株）エクセル電子

…………………………………………………………………141
暁工房

…………………………………………………………………155
（株）エヌアールディ 愛媛駐在所

…………………………………………………………………141
（有）アストニッシュソフト

…………………………………………………………………155
エヌ・エスコーポレーション

…………………………………………………………………141
（株）イヨマック

…………………………………………………………………155
（株）エヌ・ピー・シー

…………………………………………………………………141
（株）ウエスト

…………………………………………………………………155
（株）愛媛ジュエルピコ

…………………………………………………………………141
宇和島真珠会館

…………………………………………………………………155
エヒメ精工（有）

…………………………………………………………………141
エース商事（株）

…………………………………………………………………155
（株）大石工作所

…………………………………………………………………143
（株）FJT

…………………………………………………………………157
大倉商店

…………………………………………………………………143
（有）カマタプロダクツ

…………………………………………………………………157
越智機械工業（株）

…………………………………………………………………143
山陽物産（株）

…………………………………………………………………157
おべ工業（株）

…………………………………………………………………143
昭和刷子（株）

…………………………………………………………………157
（株）カナックス 大西営業所

…………………………………………………………………143
（株）スナミヤ

…………………………………………………………………157
金城産業（株）

…………………………………………………………………143
（株）スリーキューブ愛媛支店

…………………………………………………………………157
亀井鐵鋼（株）

…………………………………………………………………145
（有）スワモンショウ

…………………………………………………………………157
（有）海夢音

…………………………………………………………………145
ダイヤアルミ（株）

…………………………………………………………………159
川之江造機（株）

…………………………………………………………………145
（株）タロー

…………………………………………………………………159
菅機械産業（株）

…………………………………………………………………145
チュウテン貿易（株）

…………………………………………………………………159
カンキ工業（株）

…………………………………………………………………145
（株）澄心斎

…………………………………………………………………159
（株）岸製作所

…………………………………………………………………145
ネグム（株）

…………………………………………………………………159
（株）クリタ

…………………………………………………………………147
（株）ノアファミリー

…………………………………………………………………161
（株）光真商事

…………………………………………………………………147
バイオインターナショナル（株）

…………………………………………………………………161
（株）コスにじゅういち

…………………………………………………………………147
服部製紙（株）

…………………………………………………………………161
（株）コスモ精機

…………………………………………………………………147
（株）ビジネスアシスト四国

…………………………………………………………………161
（株）コンヒラ

…………………………………………………………………147
（株）ヒューネット

…………………………………………………………………161
サトー産業（株）

…………………………………………………………………149
フォワード（株）

…………………………………………………………………161
四国建設機械販売（株）

…………………………………………………………………149
ブリリアントアース（株）

…………………………………………………………………163
四国溶材（株）

…………………………………………………………………149
（株）ベルメナーズ

…………………………………………………………………163
ジャスティン（株）

…………………………………………………………………149
前谷紙工業（株）

…………………………………………………………………163
新興工機（株）

…………………………………………………………………149
（有）もだ

…………………………………………………………………163
（株）ジンノ工業

…………………………………………………………………149
（有）リバロック

…………………………………………………………………163
住友金属鉱山（株）別子事業所

…………………………………………………………………149
（有）WATANABE

…………………………………………………………………165
住友重機械工業（株）愛媛製造所新居浜工場

…………………………………………………………………165
住友重機械ハイマテックス（株）

≪機械・金属≫

…………………………………………………………………165
住友重機械プロセス機器（株）

…………………………………………………………………151
（株）アテックス

…………………………………………………………………165
（株）曽我部鐵工所

…………………………………………………………………151
（株）アドバンテック

…………………………………………………………………165
ダイオーエンジニアリング（株）

…………………………………………………………………151
（株）いうら

…………………………………………………………………167
（株）大昌鉄工所

…………………………………………………………………153
井関農機（株）

…………………………………………………………………167
（株）田窪工業所
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…………………………………………………………………167
竹中金網（株）

…………………………………………………………………181
（株）OBU

…………………………………………………………………167
（株）タステム．

…………………………………………………………………181
岡田電機（株）

…………………………………………………………………167
（株）谷口金属熱処理工業所

…………………………………………………………………181
共立電気計器（株）愛媛工場

…………………………………………………………………167
ツウテック（株）

…………………………………………………………………183
（株）サイバー

…………………………………………………………………167
（株）ツヅキ

…………………………………………………………………183
（株）サントータル愛媛

…………………………………………………………………169
ティーメックス（株）貿易部 松山事務所

…………………………………………………………………183
（株）シィ・エィ・ティ

…………………………………………………………………169
ＴＭＴマシナリー（株） 松山工場

…………………………………………………………………183
（株）シーライブ

…………………………………………………………………169
東和工業（株）

…………………………………………………………………183
（株）四国日立 愛媛支店

…………………………………………………………………169
トータスエンジニアリング（株）

…………………………………………………………………183
システムエルエスアイ（株）

…………………………………………………………………169
（株）トップシステム

…………………………………………………………………185
住友重機械イオンテクノロジー（株）

…………………………………………………………………171
（株）中野製作所 東予工場

…………………………………………………………………185
CELCO JAPAN（株）

…………………………………………………………………171
（株）西岡鉄工所

…………………………………………………………………185
（株）デンカシンキ

…………………………………………………………………171
西日本搬送機（有）

…………………………………………………………………185
日本メルセン（株）

…………………………………………………………………171
（株）日本キャリア工業

…………………………………………………………………185
パナソニックヘルスケア（株）

…………………………………………………………………171
（株）NOKS

…………………………………………………………………185
冨士電線（株）

…………………………………………………………………171
（株）野本自動車部品

…………………………………………………………………187
リアラン（株）

…………………………………………………………………171
萩尾高圧容器（株）

≪輸送機器（船舶を含む）≫

…………………………………………………………………173
（株）ヒカリ
…………………………………………………………………173
平野金属（株）

…………………………………………………………………189
（株）アール・ピー・エム

…………………………………………………………………173
（株）藤岡製作所

…………………………………………………………………189
今治造船（株）

…………………………………………………………………173
（株）フジコソ

…………………………………………………………………189
イワキテック（株）

…………………………………………………………………173
（株）藤田製作所

…………………………………………………………………189
（株）栗之浦ドック

…………………………………………………………………173
（株）フラスコ

…………………………………………………………………189
（有）康和産業

…………………………………………………………………175
（株）プロテック

…………………………………………………………………189
（株）GTE JAPAN

…………………………………………………………………175
（株）松山機型工業

…………………………………………………………………189
（株）新来島どっく 大西工場

…………………………………………………………………175
三浦工業（株）

…………………………………………………………………191
（有）タナカモーター

…………………………………………………………………177
（株）三好鉄工所

…………………………………………………………………191
（株）和ガレージ

…………………………………………………………………177
ヤマセイ（株）

…………………………………………………………………191
檜垣造船（株）

…………………………………………………………………177
ユースエンジニアリング（株）

…………………………………………………………………191
弥幸汽船（株）

…………………………………………………………………177
（株）横崎製作所

…………………………………………………………………191
（株）広島屋商店

…………………………………………………………………177
（株）よしだ

…………………………………………………………………191
（有）ブルーパンサー
…………………………………………………………………191
瑞穂産業（株）

≪電気・電子機器≫

…………………………………………………………………193
三好造船（株）

…………………………………………………………………179
愛建電工（株）

…………………………………………………………………193
村上鉄工所

…………………………………………………………………179
アド・ロールス（株）

…………………………………………………………………193
八潮工業（株）

…………………………………………………………………179
（株）E-SOLAR

…………………………………………………………………193
（株）ヤツヅカ

…………………………………………………………………179
石鎚商事（株）

…………………………………………………………………193
山中造船（株）

…………………………………………………………………179
渦潮電機（株）

≪その他品目≫

…………………………………………………………………181
エヌズエンタープライズ（株）

…………………………………………………………………195
（有）アイエムジー

…………………………………………………………………181
（株）NPシステム開発
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…………………………………………………………………195
（株）あいさと

…………………………………………………………………207
（株）JIT

…………………………………………………………………195
（有）アドコム

…………………………………………………………………207
（株）世良

…………………………………………………………………195
（株）アドメテック

…………………………………………………………………209
（有）チャイナチャイナ

…………………………………………………………………195
ウイングス ラ トランスネット インク

…………………………………………………………………209
（株）フジ

…………………………………………………………………195
（株）エコアシスト

…………………………………………………………………209
芙蓉海運（株）

…………………………………………………………………195
（有）ギガテックシステムズ

…………………………………………………………………209
（株）ボーダートレーディング

…………………………………………………………………197
きくち革店

…………………………………………………………………209
（株）マツモト

…………………………………………………………………197
熊谷園

…………………………………………………………………209
（株）松山三越

…………………………………………………………………197
（株）クリイジャパン

…………………………………………………………………211
（株）ロセアン

…………………………………………………………………197
（株）サカワ

…………………………………………………………………211
ワールドパック（株）

…………………………………………………………………197
（株）ジオジャパン

≪運輸・通信・観光≫

…………………………………………………………………197
四国ケージ（株）
…………………………………………………………………199
（株）ジャパンギャルズ

…………………………………………………………………213
（株）あいテレビ

…………………………………………………………………199
セキ（株）

…………………………………………………………………213
アイネット（株）

…………………………………………………………………199
（株）セルフリーサイエンス 松山本社

…………………………………………………………………213
青野海運（株）

…………………………………………………………………199
第一印刷（株）

…………………………………………………………………213
浅川造船（株）

…………………………………………………………………199
（株）ダイキアクシス

…………………………………………………………………213
池田興業（株）四国支店

…………………………………………………………………199
髙藤印照堂

…………………………………………………………………215
一宮運輸（株）

…………………………………………………………………201
（株）タケチ

…………………………………………………………………215
伊予商運（株）

…………………………………………………………………201
ディーコーポレーション

…………………………………………………………………215
宇和島自動車（株）

…………………………………………………………………201
東陽製菓（株）

…………………………………………………………………215
愛媛オーシャン・ライン（株）

…………………………………………………………………201
（株）原商会

…………………………………………………………………217
エフ・エー・システム・エンジニアリング（株）

…………………………………………………………………201
（株）フジカ

…………………………………………………………………217
川之江港湾運送（株）

…………………………………………………………………201
（株）別府養魚場

…………………………………………………………………217
関西運送（株）

…………………………………………………………………201
（株）松本真珠

…………………………………………………………………217
（株）近鉄エクスプレス四国

…………………………………………………………………203
（株)マティス

…………………………………………………………………217
山九（株）四国支店

…………………………………………………………………203
丸三産業（株）

…………………………………………………………………217
四国名鉄運輸（株）

…………………………………………………………………203
三原産業（株）

…………………………………………………………………219
住化ロジスティクス（株）

…………………………………………………………………203
村上石油（株）

…………………………………………………………………219
瀬野汽船（株）

…………………………………………………………………203
ヤマト（株）

…………………………………………………………………219
大栄海運（株）

…………………………………………………………………203
（有）山本商店

…………………………………………………………………219
大栄倉庫産業（株）

…………………………………………………………………203
（有）リッチモンド

…………………………………………………………………219
大王海運（株）

…………………………………………………………………205
渡部物産（株）

…………………………………………………………………219
大成海運（株）
…………………………………………………………………219
日新汽船（株）

≪総合流通業（総合商社、百貨店、スーパー

…………………………………………………………………221
日本通運（株）松山支店

マーケット、ホームセンター等）≫

…………………………………………………………………221
日本ガスライン（株）

…………………………………………………………………207
（株）ありがとうサービス

…………………………………………………………………221
浜栄港運（株）

…………………………………………………………………207
（株）伊予鉄髙島屋

…………………………………………………………………221
（株）フジトラベルサービス

…………………………………………………………………207
（有）ケーエスエー

…………………………………………………………………221
松山コンテナサービス（株）

…………………………………………………………………207
（株）サンヨーアメニティ

…………………………………………………………………221
三ツ浜汽船（株）
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…………………………………………………………………223
（株）ムロオ松山営業所

…………………………………………………………………235
愛媛エフ･エー・ゼット（株）

…………………………………………………………………223
森実運輸（株）

…………………………………………………………………237
（株）愛媛銀行

…………………………………………………………………223
ヤマト運輸（株）愛媛主管支店

…………………………………………………………………237
（株）愛媛新聞社

…………………………………………………………………223
山本汽船（株）

…………………………………………………………………237
愛媛信用金庫
…………………………………………………………………237
愛媛綜合警備保障（株）

≪建設・土木≫

…………………………………………………………………237
（株）エム・エス エンタープライズ

…………………………………………………………………225
（株）愛亀

…………………………………………………………………239
（株）えむぼま

…………………………………………………………………225
（株）愛研化工機

…………………………………………………………………239
（有）オートニクス

…………………………………………………………………225
（株）一宮工務店

…………………………………………………………………239
オオノ開發（株）

…………………………………………………………………225
協和道路（株）

…………………………………………………………………239
（株）オフィス・ラボ

…………………………………………………………………225
清村塗装工業（株）

…………………………………………………………………239
学校法人 河原学園

…………………………………………………………………225
（株）四国ライト

…………………………………………………………………239
（株）かんなぎ

…………………………………………………………………225
白石建設工業（株）

…………………………………………………………………241
協立整備（株）

…………………………………………………………………227
（株）瀬戸内

…………………………………………………………………241
クロスローズ（有）

…………………………………………………………………227
大進建設（株）

…………………………………………………………………241
苔古園

…………………………………………………………………227
テック溶工（株）

…………………………………………………………………241
（株）コモテック

…………………………………………………………………227
（株）德田工務店

…………………………………………………………………241
（株）西条産業情報支援センター

…………………………………………………………………227
（株）日昇

…………………………………………………………………241
ササキタケシ

…………………………………………………………………227
（有）燧熱学

…………………………………………………………………243
（株）サプライズ

…………………………………………………………………229
（株）FOREST CREW

…………………………………………………………………243
（有）サントレード

…………………………………………………………………229
フジワラ化学（株）

…………………………………………………………………243
（公社）サンフィールド国際人材育成協会

…………………………………………………………………229
（株）マミーハウス

…………………………………………………………………243
（株）ジェイコム

…………………………………………………………………229
（株）山本精工所

…………………………………………………………………243
四国電力（株）松山支店
…………………………………………………………………243
（株）住宅情報館

≪その他サービス業≫

…………………………………………………………………245
セーバー（株）

…………………………………………………………………231
（株）アイサイト

…………………………………………………………………245
瀬戸中央テック（協）

…………………………………………………………………231
（株）IJC

…………………………………………………………………245
そらともり（株）

…………………………………………………………………231
アイティエス（株）

…………………………………………………………………245
第一港運（株）松山支店

…………………………………………………………………231
（株）アイムービック

…………………………………………………………………245
（株）タイワ

…………………………………………………………………231
（株）アイワ技研

…………………………………………………………………245
（有）トヨハウス

…………………………………………………………………231
アトム総業（株）

…………………………………………………………………247
南海放送（株）

…………………………………………………………………233
（株）アンカレッジ･マリーナ

…………………………………………………………………247
日本パットゴルフ（株）

…………………………………………………………………233
（株）伊予銀行

…………………………………………………………………247
（株）ハート

…………………………………………………………………233
（株）いよぎん地域経済研究センター

…………………………………………………………………247
ハイサブ

…………………………………………………………………233
伊予肥糧（株）

…………………………………………………………………247
（株）ファインデックス

…………………………………………………………………235
宇和島信用金庫

…………………………………………………………………247
（株）ブルーインパクト

…………………………………………………………………235
（有）エイト・コーポレーション

…………………………………………………………………247
（株）ブルーム・クラッシック

…………………………………………………………………235
（株）エイトワン

…………………………………………………………………249
（株）プログレード

…………………………………………………………………235
エイトワンアフリカ

…………………………………………………………………249
星企画（株）

…………………………………………………………………235
（株）愛媛朝日テレビ

…………………………………………………………………249
（有）マーベラス不動産
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…………………………………………………………………249
（株）マジカルサイト
…………………………………………………………………249
マルタカ産業（株）
…………………………………………………………………249
村田宝飾（株）
…………………………………………………………………251
（株）ユイ・システム工房
…………………………………………………………………251
（株）ラック・カンパニー
…………………………………………………………………251
（同）ロータス・アイジェイ・ユナイテッド
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