国際関係機関・団体・銀行・通関業者等一覧
名

称

郵便番号

住

所

TEL

URL

（政府機関）
四国経済産業局 産業部 国際課

760-8512

高松市サンポート3-33 高松サンポート合
087-811-8525
同庁舎7F

http://www.shikoku.meti.go.jp/

四国運輸局

760-0019

高松市サンポート3-33 高松サンポート合
087-802-6715
同庁舎南館3F･4F

http://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/

四国運輸局 愛媛運輸支局

791-1113

松山市森松町1070

089-956-9957

同上

四国運輸局 宇和島海事事務所

798-0003

宇和島市住吉町3-1-3 宇和島港湾合同庁
舎2F

0895-22-0260

同上

四国運輸局 今治海事事務所

794-0033

今治市東門町4-3-16（旧今治市立城東小
学校）

0898-33-9001

同上

四国財務局

760-8550

高松市サンポート3-33
合同庁舎南館6F･7F

087-811-7780

http://shikoku.mof.go.jp/

高松国税局

760-0018

高松市天神前2-10 高松国税総合庁舎

087-831-3111

http://www.nta.go.jp/takamatsu/i
ndex.htm

高松入国管理局

760-0033

高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎

087-822-5852

http://www.immimoj.go.jp/soshiki/kikou/takamatu
.html

790-0066

松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎1F

089-932-0895

同上

650-0041

神戸市中央区新港町12-1

078-333-3010

http://www.customs.go.jp/kobe/

同上

078-333-3100

同上

高松入国管理局

松山出張所

神戸税関 総務課
神戸税関 税関相談官室

高松サンポート

松山市海岸通2426-5 松山港湾合同庁舎内 089-951-0301

http://www.customs.go.jp/kyotsu/
map/kobe/matsuyama.htm

神戸税関 松山税関支署宇和島出
798-0003
張所

宇和島市住吉町3-1-3 宇和島港湾合同庁
舎内

0895-22-1254

http://www.customs.go.jp/kyotsu/
map/kobe/uwajima.htm

神戸税関 今治税関支署

794-0032

今治市天保山町1-3

0898-23-0031

http://www.customs.go.jp/kyotsu/
map/kobe/imabari.htm

神戸税関 新居浜税関支署

792-0011

新居浜市西原町2-7-55 新居浜港湾合同庁
0897-32-3405
舎内

http://www.customs.go.jp/kyotsu/
map/kobe/niihama.htm

神戸税関 新居浜税関支署三島出
799-0402
張所

四国中央市三島紙屋町6-30

0896-23-8826

http://www.customs.go.jp/kyotsu/
map/kobe/mishima.htm

松山港湾・空港整備事務所

791-8058

松山市海岸通2426-1

089-951-0161

http://www.pa.skr.mlit.go.jp/mat
suyama/

広島検疫所 総務課

734-0011

広島市南区宇品海岸3-10-17 広島港湾合
同庁舎3F

082-251-4785

http://www.forth.go.jp/keneki/hi
roshima/kannai/main.html

広島検疫所 松山出張所

791-8058

松山市海岸通2426-5 松山港湾合同庁舎2F 089-951-0068

広島検疫所 松山空港出張所

791-8042

松山市南吉田町2731

広島検疫所 新居浜出張所

792-0011

新居浜市西原町2-7-55 新居浜港湾合同庁 089-951-0068
（松山出張所へ連
舎2F
絡）

広島検疫所 三島川之江出張所

799-0402

四国中央市三島紙屋町6-45

神戸植物防疫所
(業務部輸出検疫担当)

650-0042

神戸市中央区波止場町1-1 神戸第2地方合
078-331-2384
同庁舎内

http://www.maff.go.jp/pps/

神戸植物防疫所 坂出支所

762-0002

坂出市入船町1-6-10 坂出港湾合同庁舎内 0877-46-4108

同上

神戸税関 松山税関支署

791-8058

089-965-1801
（不在の場合は松山
出張所へ連絡）
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089-951-0068
（松山出張所へ連
絡）

同上
同上
同上
同上

名

称

郵便番号

住

所

TEL

URL

神戸植物防疫所 坂出支所松山出
791-8058
張所

松山市海岸通2426 松山港湾合同庁舎内

動物検疫所 関西空港支所

549-0011

大阪府泉南郡田尻町泉州空港中1 CIQ合同
072-455-1956
庁舎

http://www.maff.go.jp/aqs/

愛媛県経済労働部産業雇用局
産業政策課

790-8570

松山市一番町4-4-2

089-912-2460

http://www.pref.ehime.jp/

松山市産業経済部
地域経済課

790-8571

松山市二番町4-7-2 本館8F

089-948-6547

http://www.city.matsuyama.ehime.
jp/

今治市産業部
商工振興課

794-8511

今治市別宮町1-4-1 第1別館6F

0898-36-1540

http://www.city.imabari.ehime.jp
/

伊予市産業建設部
経済雇用戦略課

799-3193

伊予市米湊820

089-982-1120

http://www.city.iyo.lg.jp/

宇和島市産業経済部
商工観光課

798-8601

宇和島市曙町1

0895-49-7023

http://www.city.uwajima.ehime.jp
/

大洲市産業経済部
商工産業課

795-8601

大洲市大洲690-1

0893-24-1722

http://www.city.ozu.ehime.jp/

西条市産業経済部
産業振興課

793-8601

西条市明屋敷164 新館2F

0897-56-5151

http://www.city.saijo.ehime.jp/

四国中央市経済部
産業支援課

799-0497

四国中央市三島宮川4-6-55

0896-28-6186

https://www.city.shikokuchuo.ehi
me.jp/index.html

西予市産業建設部
経済振興課

797-8501

西予市宇和町卯之町3-434-1

0894-62-6408

http://www.city.seiyo.ehime.jp/

東温市産業建設部
産業創出課

791-0292

東温市見奈良530-1

089-964-4414

http://www.city.toon.ehime.jp/

新居浜市経済部
産業振興課

792-8585

新居浜市一宮町1-5-1

0897-65-1260

http://www.city.niihama.lg.jp/

八幡浜市産業建設部
商工観光課

796-8501

八幡浜市北浜1-1-1

0894-22-3101

http://www.city.yawatahama.ehime
.jp/

791-8057

松山市大可賀2-1-28 アイテムえひめ3F

089-952-0015

https://www.jetro.go.jp/jetro/ja
pan/ehime/

同上

089-952-6055

089-951-2418

同上

（地方庁）

（貿易・団体）
日本貿易振興機構（ジェトロ）
愛媛貿易情報センター
ジェトロ・愛媛産業国際化セン
ター
(公社)愛媛県産業貿易振興協会

791-8057

松山市大可賀2-1-28 アイテムえひめ3F

089-953-3313

http://www.ehime-sanbokyo.jp/

愛媛エフ・エー・ゼット(株)
本社・アイテムえひめ

791-8057

松山市大可賀2-1-28

089-951-1211

http://www.itemehime.com/

愛媛エフ・エー・ゼット(株)
アイロット事業部

791-8057

松山市大可賀3-150-1

089-951-1600

四国経済連合会

760-0033

高松市丸の内2-5 ヨンデンビル本館4F

087-851-6032

http://www.yonkeiren.jp/

四国生産性本部

760-0033

高松市丸の内2-5 ヨンデンビル本館4F

087-851-4262

http://www.spc21.jp/

愛媛県商工会議所連合会

790-0067

松山市大手町2-5-7

089-941-4111

愛媛県商工会連合会

790-0065

松山市宮西1-5-19

089-924-1103

http://www.ehime-sci.jp/

四国中央商工会議所

799-0111

四国中央市金生町下分865

0896-58-3530

http://www.e-scci.or.jp/

新居浜商工会議所

792-0025

新居浜市一宮町2-4-8

0897-33-5581

http://www.niicci.or.jp/

西条商工会議所

793-0027

西条市朔日市779-8

0897-56-2200

http://www.saijocci.or.jp/

西条商工会議所東予支所

799-1371

西条市周布220-2

0898-64-5000

同上

（経済団体・商工会議所）
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名

称

郵便番号

住

所

TEL

URL

今治商工会議所

794-0042

今治市旭町2-3-20

0898-23-3939

http://www.imabaricci.or.jp/

松山商工会議所

790-0067

松山市大手町2-5-7

089-941-4111

http://www.jemcci.jp/

伊予商工会議所

799-3111

伊予市下吾川1512-6

089-982-0334

http://www.iyocci.jp/

大洲商工会議所

795-0012

大洲市大洲694-1

0893-24-4111

http://www.ozu-cci.com/

八幡浜商工会議所

796-0048

八幡浜市北浜1-3-25

0894-22-3411

http://www.yawatahamacci.jp/

宇和島商工会議所

798-0060

宇和島市丸之内1-3-24

0895-22-5555

http://www.uwajima-cci.or.jp/

(財)今治地域地場産業振興セン
ター

794-0042

今治市旭町2-3-5

0898-32-3337

http://izc.or.jp/

愛媛経済同友会

790-0004

松山市大街道3-1-1 伊予鉄会館6F

089-921-3827

http://www.ehimekd.jp/

愛媛県経営者協会

790-0067

松山市大手町2-5-7

089-921-6767

http://www.ehime-keikyo.jp/

愛媛県商店街振興組合連合会

791-1101

松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛
媛3F

089-975-3632

http://www.syoutengai.or.jp/kens
hinren/index.html

道後商店街振興組合

790-0842

松山市道後湯之町15-23

089-931-5856

https://dogo-shoutengai.jp/

松山銀天街商店街振興組合

790-0012

松山市湊町4-8-15

089-945-6600

http://gintengai.or.jp/

松山大街道商店街振興組合

790-0004

松山市大街道2-2-3

089-931-7473

https://www.okaido.jp/

(公財)えひめ産業振興財団

791-1101

松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛
媛1F

089-960-1100

http://www.ehime-iinet.or.jp/

愛媛県中小企業家同友会

791-8057

松山市大可賀2-1-28 アイテムえひめ内

089-968-3112

http://www.ehime.doyu.jp/

愛媛県中小企業団体中央会

791-1101

松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛
媛3F

089-955-7150

http://www.bp-ehime.or.jp/

(公財)えひめ東予産業創造セン
ター

792-0060

新居浜市大生院2151-10

0897-66-1111

http://www.ticc-ehime.or.jp/

(株)西条産業情報支援センター

793-0041

西条市神拝甲150-1

0897-53-0010

http://www.saijosics.co.jp/index.html

790-0004

松山市大街道3-6-1 岡崎産業ビル4F

089-961-4500
089-961-4501

http://www.iyonet.com/

(公財)愛媛県国際交流協会

790-0844

松山市道後一万1-1

089-917-5678

http://www.epic.or.jp/

(公財)松山国際交流協会

790-0003

松山市三番町6-4-20

089-943-2025

http://www.mic.ehime.jp/

今治市国際交流協会

794-0027

今治市南大門町2-5-1 今治市庁舎第3別館
0898-34-5763
1F

http://iciea.jp/

西条市国際交流協会

793-8601

西条市明屋敷164 西条市役所地域振興課
内

http://www.saijo-iea.jp/

四国中央市国際交流協会

799-0404

四国中央市三島宮川4-6-55 四国中央市役
0896-28-6014
所市民交流課国際交流係内

(社)川之江国際交流協会

799-0101

四国中央市川之江町4084-1 愛媛県紙パル
0896-58-2055
プ工業会内

(公財)内子町国際交流協会

791-3392

喜多郡内子町内子1515 内子町役場内子分
0893-44-2114
庁3F

http://utia.jp/

八幡浜国際交流協会

796-0048

八幡浜市北浜1-1-1 八幡浜市役所政策推
進課内

http://ycia.jimdo.com/

伊方町国際交流協会

796-0301

西宇和郡伊方町湊浦1993-1 伊方町教育委
0894-38-2661
員会事務局生涯学習室内

（物産・観光関係団体）
(社)愛媛県観光物産協会
観光部門
物産部門

（国際交流団体・機関）
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0897-52-1206

0894-22-3111

http://www.sifaweb.org/

名

称

郵便番号

住

所

TEL

朝倉国際交流会

URL
http://asakoku.com/

(公財)松山観光コンベンション
協会 コンベンション推進部

790-0004

松山市大街道3-2-46 松山城山ロープウェ
089-935-6711
イ駅舎2F

http://www.mcvb.jp/

(公財)オイスカ四国支部

760-0017

高松市番町2-17-15 第2讃機ビル2F

087-821-1503

http://www.oisca.org/shikoku/

サクラメント松山姉妹都市協会

790-0003

松山市三番町6-4-20 コムズ内

089-943-2025

http://sacramento.press.ne.jp/

フレンドシップ・フォース愛媛

http://ffehime.jp/

愛媛ＳＧＧクラブ

790-0844

松山市道後一万1-1 愛媛県国際交流セン
ター気付

089-917-5678

http://ehimesgg.web.fc2.com/

愛媛シンガポール協会

791-8057

松山市大可賀3-150-1 愛媛エフ・エー・
ゼット(株)アイロット事業部内

089-951-1600

http://www.ehime-sg.com/

愛媛ブラジル協会

791-8061

松山市三津浜3-1-33 (田中屋株式会社)
会長 田中一生

089-952-2252

愛媛県ハワイ州姉妹交流連絡協
議会

790-0844

松山市道後一万1-1 (公財)愛媛県国際交
流協会内

089-917-5678

愛媛県海外協会

790-0844

松山市道後一万1-1

089-989-7144

http://www.ehimekaigaikyokai.ecn
et.jp/index.html

愛媛県日中友好協会

790-0067

松山市大手町1-1-6 第2中央ビル1F 民主
党愛媛県総支部連合会内

089-941-2882

http://www.jcfa.com/about/area.html

愛媛日英協会

790-8514

松山市南堀端町1 ㈱伊予銀行国際部内 日
089-941-1141
英協会事務局

http://www.japanbritishsociety.o
r.jp/japanese/modules/tinyd0/ind
ex.php?id=5

愛媛日独協会

790-8577

松山市文京町3 愛媛大学法文学部人文学
科 ドイツ言語文化専攻内

http://www.jdg.or.jp/list/vjdg_j
/47ehime.html

愛媛日仏協会

791-0295

東温市志津川 愛媛大学医学部法医学分野
089-960-5291
内

郷土愛媛と国際社会を考える会

790-0045

松山市余戸中2-7-5

松山・平澤友好協会

790-0003

松山市三番町6-4-20 まつやま国際交流セ
089-943-2025
ンター内

http://yuukoukyoukai.chu.jp/

松山フライブルク会

790-0003

松山市三番町6-4-20 コムズ1F まつやま
国際交流センター内

089-943-2025

http://www.matsuyamafreiburg.com/

松山ユネスコ協会

790-0067

松山市大手町1-12-1 愛媛新聞社内

089-921-7156

http://www.unesco.or.jp/matsuyam
a/

愛媛・インドネシア友好協会

790-8577

松山市文京町3 愛媛大学国際連携推進機
構内

http://web.isc.ehimeu.ac.jp/eif/

今治タオル工業組合

794-0033

今治市東門町5-14-3 テクスポート今治1F 0898-32-7000

http://www.stia.jp/

今治捺染工業協同組合

794-0028

今治市北宝来町3-1-28

0898-23-1470

伊予織物工業協同組合

790-0065

松山市宮西1-5-20

089-924-8351

伊予水引金封協同組合

799-0113

四国中央市妻鳥町1595-1

0896-56-8441

愛媛機械工業協同組合

799-2655

松山市馬木町700

089-979-5820

愛媛県外国人技能実習生受入組
合協議会

791-1101

松山市久米窪田町337-1 テクノプラザ愛
媛3F

089-955-7150

愛媛県菓子工業組合

790-0031

松山市雄郡2-5-30

089-921-7083

http://www.ehime-cia.com/

(公社)愛媛県紙パルプ工業会

799-0101

四国中央市川之江町4084-1

0896-58-2055

http://www.e-kami.or.jp/

愛媛県酒造協同組合

790-0842

松山市道後湯之町10-7

089-913-8030

http://www.ehime-syuzou.com/

愛媛県石油商業組合

790-0064

松山市愛光町1-24 えひめ石油会館

089-924-3856

http://www.ss-ehime.jp/

089-927-9355

089-973-0245

http://www5f.biglobe.ne.jp/~bunj
i/index.html

（業界団体）
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http://www.iyomizuhiki.com/

名

称

郵便番号

住

所

TEL

URL

愛媛県繊維染色工業組合

794-0058

今治市蒼社町2-1-4

0898-32-0455

http://www.senshokukumiai.com/

愛媛銑鉄鋳物工業団地協同組合

791-0522

西条市丹原町田野上方1016

0898-68-6066

http://www.e-imono.or.jp/

愛媛県トラック運送事業協同組
合

791-1114

松山市井門町1081-1
トラック総合サービスセンター内

089-993-6558

http://exp.bp-ehime.or.jp/

同上

089-993-6559

同上

愛媛県貨物運送事業協同組合
愛媛県撚糸工業組合

794-0042

今治市旭町2-3-5

0898-31-8553

愛媛県縫製品工業組合

799-1513

今治市松木233-1

0898-43-4112

(社)愛媛県木材協会

790-0003

松山市三番町4-4-1 愛媛県林業会館3F

089-948-8973

愛媛県輸出縫製品工業協同組合

794-0063

今治市片山2-10-13

0898-23-3240

愛媛県酪農業協同組合連合会

791-0397

東温市南方955-1

089-966-1400

http://www.rakuren.co.jp/com/uni
on_infor.html

愛媛県旅行業協会

790-0067

松山市大手町1-7-4 伊予鉄大手町ビル3F

089-947-7558

http://www.anta.or.jp/anta/sosik
i.html

大洲手漉和紙協同組合

795-0303

喜多郡内子町平岡甲1240-1

0893-44-2002

http://www.tesukiwashi.jp/p/zenw
aren_meibo.htm

菊間町窯業協同組合

799-2303

今治市菊間町浜228-4

0898-54-5511

http://kawara.bp-ehime.or.jp/

協同組合愛媛県鐵構工業会

791-0213

東温市牛渕横畑1094-1

089-964-9471

http://e-tetu.bp-ehime.or.jp/

協同組合愛媛臨海団地

793-0042

西条市喜多川853

0897-53-2330

http://ehimerinkai.jp/

協同組合松山卸商センター

791-8018

松山市問屋町4-23

089-922-2111

http://www.matsuyama-oroshi.jp/

西条鉄工団地協同組合

793-0046

西条市港1-12

0897-56-5005

http://www.saijoiwc.jp/index.html

四国珍味商工協同組合

791-3120

伊予郡松前町筒井1320-10

089-984-7814

http://www.shikokuchinmi.or.jp/

全国農業協同組合連合会
愛媛県本部

790-8555

松山市南堀端町2-3

089-948-5300

http://www.eh.zennoh.or.jp/

砥部焼協同組合

791-2132

伊予郡砥部町大南604

089-962-2018

http://www.tobeyaki.org/

新居浜機械産業協同組合

792-0896

新居浜市阿島1-5-50

0897-47-6230

http://www.kisan.jp/

西日本家庭紙工業組合

799-0101

四国中央市川之江町4072

松山竹製品協同組合

790-0961

松山市日の出町10-87

八幡浜蒲鉾協同組合

796-0088

八幡浜市1510-87

0894-22-0058

宇和島蒲鉾協同組合

798-0005

宇和島市築地町2-6-1

0895-22-6431

http://uwajima-kamaboko.com/

790-0003

松山市三番町4-10-2

089-933-2211

http://www3.boj.or.jp/matsuyama/
index.html

(株)日本政策投資銀行 松山事務
790-0003
所

松山市三番町7-1-21 ジブラルタ生命松山
089-921-8211
ビル4F

http://www.dbj.jp/co/info/branch
news/matsuyama/index.html

(株)商工組合中央金庫 松山支店 790-0001

松山市一番町2-6-4

089-921-9151

http://www.shokochukin.co.jp/ten
po/ehime/matsuyama.html

(株)伊予銀行

790-8514

松山市南堀端町1

089-941-1141

http://www.iyobank.co.jp/

(株)愛媛銀行

790-8580

松山市勝山町2-1

089-933-1111

http://www.himegin.co.jp/

http://www.ehimewoodpage.com/

（公的金融機関・銀行）
日本銀行

松山支店
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名

称

郵便番号

住

所

TEL

URL

愛媛信用金庫

790-0002

松山市二番町4-2-11

089-946-1111

http://www.shinkin.co.jp/ehime/i
ndex.html

(株)高知銀行 松山支店

790-0006

松山市南堀端町5-5

089-921-5101

http://www.kochibank.co.jp/atm/kengai.html

(株)四国銀行 松山支店

790-0003

松山市三番町3-9-4

089-933-3211

http://www.shikokubank.co.jp/ten
poatm/detail.php?id=96

(株)百十四銀行 松山支店

790-0011

松山市千舟町3-4-1

089-941-4114

http://www.114bank.co.jp/salut/m
ap/a111.html

(株)広島銀行 松山支店

790-0006

松山市南堀端町6-5

089-921-9131

http://www.hirogin.co.jp/network
/index.php?act=Detail&atm_code=1
7000000

(株)三井住友銀行 四国法人営業
790-0011
部

松山市千舟町4-9-6

089-933-7801

http://www.smbc.co.jp/hojin/loca
tion/index.html

(株)みずほ銀行 松山支店

790-0011

松山市千舟町3-3-1

089-921-7141

http://shop.www.mizuhobank.co.jp
/b/mizuho/info/BA339231/

(株)山口銀行 松山支店

790-0003

松山市三番町3-8-2

089-931-7141

https://www.yamaguchibank.co.jp/
outline/store/ehime.html

一宮運輸(株) 国際物流部 四国
事務所

792-0893

新居浜市多喜浜6-8-33

0897-45-0302

http://www.ichimiya.co.jp/tran/i
ndex.html

一宮運輸(株) 四国支社 今治支
店

799-1503

今治市富田新港1-1-6

0898-48-3366

同上

伊予商運(株) 国際物流事業部
海運課

791-8057

松山市大可賀3-150-1

089-951-2171

http://www.ichimiya.co.jp/iyosho
/

カトーレック(株) 松山支店

791-0214

東温市南野田74-9

089-955-5333

http://www.katolec.com/

カトーレック(株) 東予通関営業
799-1362
部

西条市今在家928-2

0898-65-4644

同上

(株)上組 松山出張所

799-2656

松山市和気町1-560-1

089-979-0131

http://www.kamigumi.co.jp/servic
e/index.html

川之江港湾運送(株)

799-0101

四国中央市川之江町番外1-10

0896-58-1230

http://www.kawanoekowan.co.jp/

関西運送(株)

791-8062

松山市住吉1-7-15

089-951-1121

山九(株) 四国支店

791-8061

松山市三津2-4-23

089-951-2118

http://www.sankyu.co.jp/index.ht
ml

四国名鉄運輸(株) 松山航空支店 791-8042

松山市南吉田町2731 松山空港貨物ビル

089-972-1777

http://koguma.shikokumeitetsu.co
.jp/index.html

(株)スチールハブ 西条営業所

793-0003

西条市ひうち東ひうち29

0897-53-9700

http://steelhub.co.jp/

全日本運輸(株)

799-1392

西条市北条962-7

0898-55-8081

http://www.ety.co.jp/zennihonunyu/newindex4.
html

大成海運(株) 新居浜営業部

792-0001

新居浜市惣開町2-5

0897-37-1101

http://www.taiseikaiun.co.jp/

大成海運(株) 松山営業部

791-8057

松山市大可賀3-150-1 愛媛国際物流ター
ミナル内

089-952-5365

同上

第一港運(株) 松山支店

799-2651

松山市堀江町甲527-1

089-979-4490

http://www.daiichikoun.com/index.html

大王海運(株) 四国本社

799-0402

四国中央市三島紙屋町7-35

0896-24-9200

http://www.daio-kaiun.com/

太陽石油(株) 四国事業所

799-2393

今治市菊間町種4070-2

0898-54-2500

http://www.taiyooil.net/environm
ent/shikoku/about/

エスエスケイシッピング(株)

798-0003

宇和島市住吉町3-2-18

0895-28-6220

http://www.sskshipping.com/

(有)田中通関事務所

791-8056

松山市別府町772-62

089-911-6575

帝人物流(株) 愛媛支店

791-8042

松山市南吉田町2798-50

089-972-2236

（通関業者）
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http://www.teijinbuturyu.co.jp/

名

称

郵便番号

住

所

TEL

URL
http://www.namikataterminal.co.j
p/

波方ターミナル(株)

799-2104

今治市波方町宮崎甲600

0898-52-2001

南豫通運(株) 倉庫海運事業所

798-0003

宇和島市住吉町2-6-14

0895-22-5340

日本興運(株)

799-0402

四国中央市三島紙屋町6-45

0896-24-2550

http://www.nikkoline.co.jp/index.html

日本通運(株) 今治支店

799-1503

今治市富田新港1-1-5

0898-48-1900

http://www.nittsu.co.jp/

日本通運(株) 新居浜支店

792-0893

新居浜市多喜浜6-10-3

0897-46-2000

同上

日本通運(株) 松山航空支店
国際貨物営業課

791-8052

愛媛県松山市須賀町6-33

089-951-2253

同上

日本通運(株) 三津浜事業所
国際営業課

791-8058

松山市海岸通1455-13

089-952-2155

同上

浜栄港運(株)

792-0011

新居浜市西原町2-7-63

0897-37-1234

http://hamasaka-koun.co.jp/

芙蓉海運(株)

792-0011

新居浜市西原町2-5-33

0897-47-3711

http://fuyoh.co.jp/

丸住ライン(株)

799-0101

四国中央市川之江町大江348-8

0896-57-2277

三島運輸(株)

799-0404

四国中央市三島宮川1-11-5

0896-24-2049

http://www.mishimaunyu.co.jp/

森実運輸(株) ロジスティクス部
792-8505
本社(国際物流課)

新居浜市惣開町2-13

0897-32-6116

http://www.morizane.co.jp/

森実運輸(株) ロジスティクス部
791-8042
松山営業所

松山市南吉田町1682-4

089-974-0022

同上

（港湾・運送事業者）
○新居浜港
金栄丸港運(株) 多喜浜営業所

792-0893

新居浜市多喜浜6-6-23

0897-45-1341

桑原運輸(株)

792-0002

新居浜市磯浦町16-7

0897-35-1111

http://www.kuwaharaunyu.co.jp/

住鉱物流(株)

792-0011

新居浜市西原町3-5-3 住友金属鉱山(株)
別子事業所内

0897-37-2474

http://sklco.com/

住化ロジスティクス(株) 倉庫課
792-0893
愛媛ロジスティクスセンター

新居浜市多喜浜6-7-1

0897-67-1325

http://www.sumika-logi.co.jp/

大成海運(株) 新居浜営業部

792-0001

新居浜市惣開町2-5

0897-37-1101

http://www.taiseikaiun.co.jp/

東西海運(株) 新居浜支店

792-0893

新居浜市多喜浜6-4-16

0897-46-3810

http://www.touzaikaiun.co.jp/ind
ex.html

浜栄港運(株)

792-0011

新居浜市西原町2-7-63

0897-37-1234

http://hamasaka-koun.co.jp/

明星運輸(株)

792-0893

新居浜市多喜浜6-9-74

0897-46-3444

http://www.akagane.net/m0025/

森実運輸(株)

792-8505

新居浜市惣開町2-13

0897-37-0111

http://www.morizane.co.jp/

青鬼運送(株) 本社

794-0036

今治市通町2-1-2

0898-32-0557

伊予運送(株)

794-0801

今治市東鳥生町5-27

0898-32-5171

一宮運輸(株) 四国支社 今治支
店

799-1503

今治市富田新港1-1-6

0898-48-3366

http://www.ichimiya.co.jp/tran/i
ndex.html

日本通運(株) 今治支店

799-1503

今治市富田新港1-1-5

0898-48-1900

http://www.nittsu.co.jp/

(株)吉忠本社

794-0032

今治市天保山町4-5

0898-35-2270

791-8042

松山市南吉田町1731

089-972-0711

○今治港

○松山空港・松山港
池田興業(株) 四国支店
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http://www.ikedakogyo.co.jp/index.html

名

称

郵便番号

住

所

TEL

愛媛海運(株)

791-8061

松山市三津2-4-23

089-951-0176

関西運送(株)

791-8062

松山市住吉1-7-15

089-951-1121

関西運送(株) 外港営業所

791-8058

松山市海岸通1455-5

089-951-1465

関西運送(株) 今出港営業所

791-8044

松山市西垣生町2895

089-973-5995

(株)近鉄エクスプレス四国

791-8042

松山市南吉田町2731
内

大栄海運(株)

791-8058

日進海運(株)

松山空港貨物ビル

URL

089-968-9181

https://www.kwe.co.jp/

松山市海岸通1455-1

089-951-2288

http://daieikaiun.com/

791-8044

松山市西垣生町1848-11

089-972-1941

日本通運(株) 三津浜事業所
国際営業課

791-8058

松山市海岸通1455-13

089-952-2155

http://www.nittsu.co.jp/

前田海運(株)

791-8058

松山市海岸通1455-7

089-951-0050

http://www.infomadonna.ne.jp/~ma
edal/index.html

伊予商運(株) 松前支店

791-3131

伊予郡松前町北川原塩屋西1126-7

089-984-2151

www.ichimiya.co.jp/iyosho/

伊予港運(株)

799-3114

伊予市灘町355

089-982-0410

日本通運(株) 伊予市営業所

799-3113

伊予市米湊826-1

089-982-1101

http://www.nittsu.co.jp/

松山中央郵便局

790-8799

愛媛県松山市三番町3-5-2

089-941-1189

http://www.post.japanpost.jp/ind
ex.html

松山西郵便局

791-8799

愛媛県松山市古三津6-13-16

089-951-2110

同上

松山南郵便局

791-1199

愛媛県松山市森松町647

089-956-1100

同上

伊予郵便局

799-3199

愛媛県伊予市米湊785-2

089-983-0322

同上

北条郵便局

799-2499

愛媛県松山市北条辻176

089-992-0982

同上

重信郵便局

791-0299

愛媛県東温市田窪333-2

089-964-2398

同上

松前郵便局

791-3199

愛媛県伊予郡松前町筒井347-1

089-984-9805

同上

宇和島郵便局

798-8799

愛媛県宇和島市丸之内1-3-12

0895-22-0100

同上

大洲郵便局

795-8799

愛媛県大洲市大洲728-1

0893-24-3830

同上

八幡浜郵便局

796-8799

愛媛県八幡浜市下浜田1355-16

0894-22-1111

同上

西予郵便局

797-8799

愛媛県西予市宇和町皆田1266-2

0894-62-1324

同上

新居浜郵便局

792-8799

愛媛県新居浜市繁本町3-2

0897-33-8800

同上

今治郵便局

794-8799

愛媛県今治市旭町1-3-4

0898-23-0800

同上

西条郵便局

793-8799

愛媛県西条市大町1710-4

0897-56-3112

同上

東予郵便局

799-1399

愛媛県西条市三津屋南11-29

0898-64-2850

同上

伊予三島郵便局

799-0499

愛媛県四国中央市三島中央5-6-17

0896-23-3563

同上

川之江郵便局

799-0199

愛媛県四国中央市金生町下分857-1

0896-56-2271

同上

○郡中港

（国際小口貨物取扱事業者）
郵便局
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名

称

郵便番号

住

所

TEL

URL

日本通運(株) 松山航空支店
国際貨物営業課

790-8052

愛媛県松山市須賀町6-33

佐川急便(株) 松山空港営業所

791-8042

愛媛県松山市南吉田町2731 松山空港貨物
089-965-0961
ターミナルビル

http://www.sagawaexp.co.jp/service/h-kokusai/

フェデラルエクスプレス
ジャパン合同会社

261-0023

千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1 ﾜｰﾙﾄﾞﾋﾞｼﾞ
0120-003-200
ﾈｽｶﾞｰﾃﾞﾝﾏﾘﾌﾞｳｴｽﾄ

https://www.fedex.com/jp/

ヤマト運輸(株) 愛媛主管支店

791-1126

愛媛県松山市大橋町466-1

http://www.kuronekoyamato.co.jp/
ytc/customer/send/services/overs
ea/

267

089-951-2253

089-963-5500

https://www.nittsu.co.jp/

