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愛媛からの挑戦
「ボイラ業界のトヨタを目指す！」

三浦工業株式会社
取締役会長　髙橋　祐二

　前会長の白石さんから社長就任を打診された当時、私は50歳で、国内事業は順調に成長していました

が、海外事業は伸び悩んでいました。ミウラグループの中長期ビジョンを考えれば、思いきった社長の

若返りで一気に海外事業を加速させたいのだと解釈し、就任直後から人・モノ・金の経営資源の積極的

な投入を図りました。

　具体的には、先ず、海外でマネジメントができる人材を次々と投入しました。外国語を話せる人では

なく、日本で成功したビジネスモデルを海外の経営陣に理解してもらい行動してもらえるようになる、

誰もが認めるエース級の人材です。部長・支店長を同時に８名送り込んだこともありました。その時か

ら社内の空気が一変し、海外事業を他人事ではなく当事者として関わってくれるようになったと思いま

す。赴任した皆さんの苦労や努力、そして培われた経験が、現在のミウラの海外事業の進化につながり、

24の国と地域で事業ができるようにまでなりました。来年春には、海外で８つ目の工場となる中国第二

工場が立ち上がる予定です。

　また、私自身も、まだ進出していない国や地域を積極的に視察しました。そして新興国をターゲット

に捉え、「ミウラボイラのニーズがあるところにユニット工場を出そう！」「ボイラ業界のトヨタを目指

そう！」と、社員にチャレンジを促しました。急激な円高も味方してくれ、１ドル80円前後の時代に海

外の工場設立や法人化に大きな投資ができたことは、世界の同業他社と差別化できる要因になったので

はないかと思います。これも、経営陣や社員の迅速な対応のおかげと感謝しています。

　さらに、役職者に私服で社外に集まってもらい、社長である私自らが103回のマネジメント研修を実

施しました。ミウラのミッション（経営理念）である「世界のお客様に省エネルギーと環境保全でお役

に立つ」についてしっかり考え腹に落とし、部下の指導にあたってもらうためでした。

　創業者三浦保は、まだ会社が小さい頃に「世界一安くて良いボイラを創ろう」という壮大なスローガ

ンを掲げていました。私は、2004年４月からの社長としての12年間を、海外事業中興のためにトップス

ピードで駆け抜け、三浦保の想いを海外経験豊富な現社長・副社長へ託しました。ミウラは今、ボイラ

を核として周辺機器をつなぐことにより、お客様の抱えておられる工場全体の問題を解決する「トータ

ルソリューション」をご提案するほか、バラスト水処理装置のような新しい分野にも果敢にチャンレン

ジしています。
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中国経済交流ミッションについて
愛媛県 経済労働部 産業政策課 貿易海運係

１．はじめに

　人口減少に伴う国内市場の縮小や、成長著しい中国、

東南アジアをはじめとした世界の需要増加を取り込む

ため、愛媛県では海外の国際展示会における県ブース

の出展や、個別企業のマッチング商談会の実施などに

より県内企業の海外展開を積極的に後押ししています。

　こうした取り組みの一環として、令和元年５月24日

から26日までの間、知事を団長として経済団体代表者

や県内企業など総勢約30人で、中国遼寧省の省都であ

る瀋陽市及び大連市を訪問する「中国経済交流ミッ

ション」を実施しましたので、内容をご紹介します。

　

２．大連市訪問の概要

　中国大連市は600万人を超える人口を有し、中国東

北部の経済的な窓口になっており、上海市に次いで県

内企業の進出が多い地域です。愛媛県と大連市は1994

年に「経済交流」協定を締結し、これまで訪問団の相

互派遣や商談会の開催、研修生の受け入れなどの経済

交流を進めてきましたが、このような中、今年で協定

締結25周年を迎えるにあたり、本県との交流を更に深

化させたいとの要請が同市からあり、今回、経済分野

のみならず、農業、観光、介護、環境、医療、スポー

ツなど、幅広い分野での交流を推進する「友好協力関

係」協定を締結しました。協定締結にあたっては、大

連市の事実上のトップである譚成旭書記との会見の場

が設けられるなど、本県との協定締結に対する中国側

の期待の高さを感じたところです。

　また、今回のミッション訪問では、県内企業の中国

国内での市場開拓を後押しするため、大連市政府関係

者や現地企業などを招いた、「愛媛県技術セミナー」

を開催しました。本セミナーでは、知事から愛媛県の

産業構造や本県が誇る「スゴ技」企業を紹介するとと

もに、参加企業から自社の製品や技術についてプレゼ

ンテーションを行いました。セミナー終了後は参加企

業のブースに多数の現地企業・関係者が集まり、技術・

製品の詳しい説明を求めて熱心なやり取りが行われる

大連市長との協定締結の様子 大連市内の日本語学校生
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など、本県企業に対する関心の高さがうかがわれました。

　さらに今回は、こうしたセミナーのほか、事前に入

念なニーズのすり合わせをしたうえで、県内企業が大

連地域の中国企業を個別に訪問して商談を行う「訪問

型マッチング」を別途実施し、精度の高いマッチング

につながりました。

３．遼寧省訪問の概要

　愛媛県と遼寧省は、翌1995年に「経済交流」協定を

締結しましたが、今回、大連市と同じく幅広い分野で

の交流を行う「友好協力関係」協定を締結しました。

遼寧省においても同省の事実上のトップである共産党

陳求発書記との会見が設けられ、その中で、中国側か

ら環境や農水産加工分野での県内企業の進出や技術交

流へ大きな期待が寄せられました。

遼寧省におけるセミナーでの中村知事のあいさつ

　また、瀋陽市においても大連市と同様に、県内企業

が自社の技術力についてプレゼンテーションを行い、

プレゼンテーション終了後には100名を超える多数の

来場者から多くの質問が寄せられるなど、瀋陽市でも

本県企業に対する関心は高く、県内ものづくり企業の

進出や技術交流へ大きな期待が寄せられました。

　一方、遼寧省は中国国内でも特に高齢化率が高い地

域であり、今後も日本を上回るスピードでの上昇が見

込まれています。このため、介護人材の育成が大きな

課題となっており、中国と比較して先に高齢化が進ん

だ日本の介護への関心が非常に高くなっています。今

回の県内企業によるプレゼンテーションに併せて、本

県の介護関連事業者も中国からの技能実習生の受け入

れ状況や交流の取り組みについて説明を行い、大きな

反響がありました。県としても介護人材の育成・交流

の流れが更に太く大きな幹に成長するよう、支援を

行っていく予定です。

　 

４．おわりに

　最近は米中での貿易問題が新聞等で大きく取り上げ

られているところですが、遼寧省は約4,400万人の人口

（うち大連市は約600万人）を抱え、１省でシンガポー

ルやマレーシアなどを超えるGDPを持ち、また、低下

したとはいえ６％を超える経済成長を維持しています。

　今回の中国経済交流ミッションをきっかけに、遼寧

省及び大連市の両地方政府との交流を更に継続・深化

させるとともに、既に民間レベルで交流の芽が育ちつ

つある介護人材の育成支援のほか、県内企業の現地で

の事業展開をしっかりと後押しし、本県経済の活性化

につなげていきたいと考えています。

遼寧省陳求発書記との会見
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仙味エキス株式会社

筬島　克裕
代表取締役社長

１．概　要

会 社 名：仙味エキス株式会社

所 在 地：愛媛県大洲市平野町野田779番地２

設立年月：1976（昭和51）年４月22日

資 本 金：9,000万円

事業内容： 魚介・畜産を原料としたエキス調味料及び

特定保健用食品・機能性表示食品素材の製

造、販売

代 表 者：代表取締役社長　筬島　克裕

従業員数：174名（2019年７月現在、グループ全体）

工場・事業所：【工場】愛媛県大洲市

　　　　　　　【支店】広島県福山市

　　　　　　　【出荷拠点】兵庫県神戸市

関連会社：仙味エキス販売株式会社

　　　　　株式会社仙味コーポレーション

　　　　　ベストフード株式会社

　　　　　KSI冷蔵株式会社

主要商品： エキス調味料【魚肉エキス、畜産エキス、

甲殻・貝類エキス、だし・調味液】

　　　　　機能性食品素材【サーデンペプチド】

２．沿　革

1976（昭和51）年　 「有限会社四国エキス産業」として

愛媛県八幡浜市に設立

1977（昭和52）年　愛媛県大洲市に新工場竣工

1979（昭和54）年　愛媛県大洲市に本社移転

1981（昭和56）年　 「有限会社」より「株式会社」に組

織変更

　　　　　　　　 社名を「仙味エキス株式会社」に変更

1982（昭和57）年　 「仙味エキス販売株式会社」を愛媛

県八幡浜市に設立

1984（昭和59）年　本社事務所竣工

1988（昭和63）年　 農林水産省「食品産業におけるハイ

セパレーション・システムの開発」

に参画

1992（平成４）年　 出荷ターミナル竣工

1994（平成６）年　 愛媛県大洲市40周年記念式典にて

「優良企業」受賞

　　　　　　　　新工場竣工

1997（平成９）年　 「株式会社仙味コーポレーション」

設立

1998（平成10）年　 「HACCP」認定工場取得

1999（平成11）年　第二工場竣工

2000（平成12）年　 特定保健用食品「エスピーマリン」

発売開始

2002（平成14）年　すり身工場竣工

2003（平成15）年　広島県福山市に福山支店開設

2010（平成22）年　 2009年四国産業技術大賞 技術功績

賞 最優秀賞受賞

2012（平成24）年　 第45回グッドカンパニー大賞 優秀

企業賞受賞

2014（平成26）年　本社事務所棟竣工

2015（平成27）年　第三工場竣工

2019（平成31）年　 第40回食品産業優良企業等表彰（農

林水産大臣賞）受賞
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３．事業内容

（１）業務内容

　当社は、独自の製造技術によって、魚介・畜産から

天然原料を100％活かした天然系エキス調味料や機能

性食品素材を製造しています。蒲鉾などの水産練り製

品、スープ・つゆ、カップ麵、冷凍食品、コンビニの

パスタ・惣菜、パンやスナック菓子など、あらゆる分

野の食品に当社のエキス調味料が使われています。

　また、多様な調味料を開発し、天然系調味料メーカー

としての基礎を確立するとともに、血圧降下作用のあ

る特定保健用食品の開発にも取り組んできました。更

に、これまでの豊富な基礎研究から、多様なお客様の

ニーズを確実に商品化しており、その応用開発力で業

界のリーディングカンパニーとして、以下の業務内容

を推進しています。

　①業務用調味料の製造販売

　② 一般消費者向け商品（各種スープ・つゆなど）の

製造販売

　③各種ゼリー、清涼飲料の製造販売

　④機能性食品素材の研究開発

　⑤生産受託業務、プライベートブランドの開発

　⑥各食品メーカー様の問題解決、新レシピの提案

（２）当社の強み

①充実した基礎研究と多種多様な商品開発

　1976年の創業から「水産ペプチドの機能性に関する

研究・技術」を中核とする独自技術を活用して魚介・

畜産等の天然素材から天然系調味料や機能性食品素材

を開発してきました。主力の「エキス調味料」は、新

鮮な原料が持つ自己消化分解酵素を利用した独自の製

法により、自然なうまみや風味が生きている高品質の

商品という評価を得ています。その商品数は300種類

を超え、現在も素材の特徴を活かした新たな製品が生

み出されています。

　また、食品の一次機能（栄養）、二次機能（美味）、

三次機能（生体調整）の研究を続けて、イワシを原料

とする機能性食品素材「サーデンペプチド」を開発。

現在では特定保健用食品原料だけでなく、機能性表示

食品の素材として、様々な商品にご使用いただいてい

ます。今後も、独自の技術を駆使して社会に貢献する

「研究開発型企業」であり続けたいと思います。

②「安全」「安心」への取組み

　生産工場は、人間の消化器官を工業的に再現した完

全パイプラインで、食品衛生管理の国際基準である
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HACCPをいち早く取得し、細部まで行き届いた衛生

管理と品質安定性を実現しています。また、機能性食

品素材「サーデンペプチド」は米国食品医薬品局より

安全であると認められたGRAS（安全基準認定）の認

定を受けています。グローバルスタンダードをクリア

した工場とあわせて、社員教育、日々の徹底した衛生

管理を行うことで、お客様へ「安全」「安心」の高品

質製品をお届けしています。

４．国際業務関連

（１）これまでの国際関連事業

　当社は「エキス」という商品の特性上、国内向けの

事業展開が主流ですが、現在、アメリカ、中国、韓国、

台湾などに当社製品が直接・間接的に輸出されていま

す。具体的には、カニカマやラーメンなどの和食ブー

ムにより、当社エキスをご使用いただいた商品が広く

世界へ販売されています。また、当社がHACCPを取

得しているアメリカには直接カニエキスや昆布エキス

を輸出しており、現地でご使用いただいています。

　近年手がけている一般消費者向け商品も中国・台湾

を中心としたアジアに輸出されており、今後更に販売

量が増えていく見込みです。

（２）今後の国際関連事業計画

　たとえ四国の企業であっても、世界に通用する技術

や商品として評価されるブランドを目指します。海外

における和食ブームの流れに乗せて、当社の商品が活

躍できる市場とチャンスは充分にあるとみています。

　今後は当社技術を海外へも展開するとともに、食糧

問題を解決する未利用資源の活用にも研究対象を広

げ、世界に通用する技術を磨いていきたいと考えてい

ます。そのためにも、社員全員が生き生きと能力を発

揮し、「食」は命を支えるものだという使命の下に、

全ての関係先の皆様と幸せを分かち合える会社を目指

します。

５．経営理念

　当社は創業以来、天然と健康にこだわり、美味しさ

を追求して参りました。

⃝ 「食」を通じて「安全で美味しく健康に役立つ商品

づくり」で社会に貢献します。

⃝ 社員全員が持てる能力を存分に発揮し、幸せを実感

できる会社を目指します。

という経営理念に基づき、一貫して食を見つめ、全社

一丸となって邁進してきた過程を皆様にご支持頂いた

結果だと感謝致しております。

　そして今、21世紀を迎えて更なる発展の新しいス

テージへと大きく夢を膨らませています。21世紀の「食

の世界」は「医食同源」がキーワードであり、同時に

「いのち」に直結する「食の安全性」が不可欠です。

創立当初から品質にこだわり、この「医食同源」を実

現しうる数々のノウハウと独自の製造技術を磨いてき

た当社は、今まさに無限の可能性を秘めた新たな時代

の先端に立っています。この新たな時代の本質をしっ

かりと見極め、皆様が求めている「食」を追求してい

くことが当社の使命と考え、確実に実行して参ります。
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１．はじめに
　外務省の平成30年国別日系企業数調査によると、【表
１】のとおり、ベトナムにおける日系進出企業数は
1,816社（前年比＋7.6％）と６番目に多く、増加率は
上位10ヶ国中トップとなっています。加えて、ベトナ
ムは賃金の高騰が続く中国や人材不足の日本からの外
注の移管先として、また技能実習生等の人材の輩出国
としても非常に注目されています。
　

【表１】国（地域）別日系企業（拠点）数
順位 国 日系企業数 前年比
１ 中国 32,349 ＋0.1％
２ 米国 8,606 ＋2.2％
３ インド 4,805 ＋4.7％
４ タイ 3,925 （※）＋120.1％
５ インドネシア 1,911 ＋5.6％
６ ベトナム 1,816 ＋7.6％
７ ドイツ 1,814 ＋0.2％
８ フィリピン 1,502 ＋4.2％
９ マレーシア 1,295 ▲4.9％
10 シンガポール 1,199 ＋5.1％

※タイは前年から算出基準が変更になっている
（出典）外務省 平成30年海外進出日系企業実態調査

　
　そこで、今回はベトナムの魅力、最近の進出傾向や
留意点、今後の展望を報告いたします。
　

ホーチミンの街並み

　
２．進出先としての魅力

（１）安くて豊富な労働力
　ベトナムに進出している企業が挙げる一番の魅力
は、賃金が低く、労働力を確保しやすいという点です。
【図１】のとおり、ベトナム（ハノイ）のワーカーの
月額平均賃金は2019年１月時点で217米ドルとなって
おり、同じASEAN内で賃金水準の高いタイやマレー
シアの約半分のコストで雇用することが可能です。
　また、ベトナムの平均年齢は約30.5歳（2015年時点 
国連統計より）と若く、人口約9,700万人のうち約６
割の約6,000万人が労働人口であり、その豊富な労働
力も魅力の一つとなっています。
　

【図１】ASEAN諸国のワーカーの月額平均賃金

（出典）JETRO「投資関連コスト」（2019.1）より作成

シンガポール

1,946

タイ

413

マレーシア

413

インドネシア

308

フィリピン

234

ベトナム

217

カンボジア

201

ラオス

180

ミャンマー

162

・2019年１月時点
・単位：米ドル
・各国首都のデータ（ミャンマーはヤンゴンのデータ）

　
（２）安定した内政
　政治リスクや宗教問題がないこともベトナムの魅力
です。
　ベトナムは共産党による一党独裁体制であることか
ら、選挙の度に法律や政治方針が変わる心配はほとん
どありません。また、国民の80％が仏教（大乗仏教）
であることから、宗教的にも安定しています。加えて
地震や火山噴火といった大規模な自然災害のリスクも
ありません。
　　

（３）親日国
　ベトナムは非常に親日的な国です。ベトナムへの過
去のODA援助額は日本がトップであり、道路や空港、
港など多くのインフラが日本の援助により整備されま
した。

日系企業の
� ベトナム進出傾向と今後の展望

株式会社伊予銀行　国際部付フォーバルベトナム派遣　
宮城　慎吾
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　バイクメーカーをはじめとする日本の製品に対する
信頼も厚く、また子供のころから「ドラえもん」など
の日本のアニメにも親しんでいることから、日本およ
び日本人への印象は非常に良好です。ベトナム人に
とって日系企業で働くことは一つのステータスでもあ
ります。
　
３．最近の進出傾向

（１）製造業から非製造業へ
　【図２】のとおり、これまでは安価な労働力を目当
てとした輸出加工型の製造業の進出が多かったベトナ

ムですが、【図３】のとおり、近年では、中間所得層
をターゲットとした内需型の企業や、専門人材を現地
で雇用することを前提としたIT企業・コンサル等の
進出も増加しています。
　特に最近は日本での人材不足から、IT企業の開発
部門や建築設計企業のCAD設計部門等を分社化し、
ベトナムにて法人設立する企業が増加しています。
　

（２）ベトナム人材を活かした進出
　日本には現在ベトナム人の技能実習生が約14万人
（2018年10月現在）おり、国別では最も多くなってい
ます。
　ベトナム人は一般的に勤勉で手先が器用と言われて
おり、実習期間で日本人以上に仕事が上達することも
珍しくありません。そこで、実習期間が満了して帰国
した優秀な実習生を活かしてベトナムでビジネスを行
いたい、また帰国した実習生が活躍できる場を作りた
いと考える企業も多くあります。特に実習生を多く雇
用している製造業や建設業では、実習生が帰国するこ
とをきっかけにベトナムで会社設立するケースが増え
ています。

（３）米中貿易戦争による影響
　近年の米中貿易戦争により、中国から米国に輸出し
ていた企業がベトナムに進出するケースが増えてきて
います。特に労働集約型で薄利多売の縫製業などは関
税引き上げの影響が大きく、多くの企業がベトナムに
生産移管を実施、もしくは検討しています。一方で、
これらの企業の流入により、ベトナム国内でワーカー
が不足し、賃金が急激に上昇することも考えられます。
　日系の工業団地運営企業によると、米中の関税引き
上げの発表以降、工業団地の入居価格は日に日に上昇
し、加えて最小購入面積もこれまでの倍になるなど、
売り手市場となっているとのことです。
　
４．進出の留意点

（１）賃金の上昇
　近年ASEAN各国で最低賃金の引き上げが活発であ
ることには注意が必要です。ベトナムも例外ではなく、
直近では2018年12月13日に月額平均5.3％の引き上げ
が実施されています。
　このままのペースでいけば10年で現在の倍の賃金水
準になりますので、これから進出を考えている企業

【図２】日系企業新規進出業種（1998～2016）

（出典）2019年６月JETROホーチミン事務所作成資料より筆者加工作成

コンサル
432件

IT
408件

日系企業新規進出業種（1988年～2016年）

小売流通
385件

建設　95件

教育・訓練　37件
その他　255件

製造
1,545件

【図３】日系企業新規進出業種（2017～2018）

（出典）2019年６月JETROホーチミン事務所作成資料より筆者加工作成
　　　 （2018年データは速報値）

IT　124件

日系企業新規進出業種（2017年～2018年）

小売流通
163件

建設
41件

教育・訓練
26件

その他　119件

製造
200件

コンサル
153件
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は、採算シミュレーションを慎重に検討する必要があ
ります。
　特にIT人材は、ベトナム国内でも需要過多で賃金
上昇は顕著です。現地の人材会社によると、特にマネー
ジャークラスは経験者が少ないことから賃金の上昇が
著しく、日本語が話せるIT企業経験者のマネージャー
クラスともなると、月3,000米ドルを超える求人も出
てきているようです。これは日本人の給与水準とほと
んど変わらない水準です。

（２）裾野産業の未発達
　ベトナムでは裾野産業が育っておらず、原材料・部
品は他国からの輸入に頼っているケースが多くなって
います。ジェトロの調査によると、ベトナムの原材料・
部品の現地調達率は約36％であり、中国：66％、タイ：
57％と比べ、低い水準にあります。
　実際に中国とベトナムの両拠点を持つ企業にヒアリ
ングをしましたが、ベトナムでは簡単な材料でも中国
から輸入するため、結局中国の方が低コストとなる
ケースもあるとのことでした。

（３）地元企業との競争
　車・電気製品の製造や、高度な建築案件の受注など
においては、これまで外資系企業が一定の存在感を示
していましたが、近年では地元民間企業が台頭してき
ています。
　日本国内でも大きく報道されていると思いますが、
ベトナム国内のコングロマリットであるビングループ
が自動車産業への参入を果たしました。当グループで
は、既に数種類の自動車と電気スクーターの受注を開
始しており、国内での大規模なプロモーション効果も
あり、スタート段階での受注は好調に推移している模
様です。
　また、2018年にはベトナムで最も高い高層ビル「ラ
ンドマーク81」がホーチミンにオープンしました。こ
れは高さ461.3ｍ、最高層81階の商業ビルですが、こ
の建設をゼネコンとして受注したのは、近年著しく成
長を遂げている地元建設会社のコテコンズ建設です。

ランドマーク81

５．今後の展望
　ベトナムでは賃金の上昇が続いており、労働集約型
の製造業の進出は一段落しています。一方で国民の生
活水準は大きく向上してきていることから、今後は小
売業や飲食業を中心としたサービス業の進出が有望と
思われます。既に2020年中にユニクロと無印良品が出
店を発表しており、現地の中間所得層を狙った進出は
今後も増えることが見込まれます。
　また上述の通りベトナムでは裾野産業が未発達です
が、米中貿易戦争の影響で大手製造業がベトナムに生
産移管を進める中、原材料や部品をベトナムで製造し
たいという企業にとっては、ここにビジネスのチャン
スがあるとも言えます。　
　現在のベトナムの一人当たり名目GDPは2,551米ド
ル（IMF：2018）であり、これは日本では1970年代の
水準にあたります。その後日本では、環境や介護といっ
た新しい分野が発展したように、今後のベトナムにお
いても新たなビジネスの可能性が期待できます。
　
６．おわりに
　ベトナムはまだまだ課題も多い国ではありますが、
それをカバーできる多くの魅力と可能性を持つ国であ
り、今後も多くの分野で日系企業の進出可能性が残さ
れています。一方で経済発展が著しく、私が滞在して
いる約１年の間にも進出企業の傾向や街の風景が変わ
りつつあり、非常に変化が激しい国でもあります。ベ
トナム進出を検討される方は、常に最新の情報を入手
し、検討していくことが肝要と言えます。
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自己紹介
　私は2018年４月から愛媛県職員として（一財）自治
体国際化協会ソウル事務所に派遣され、現地での支援
活動や情報収集を行っています。自治体国際化協会は
世界７都市に海外事務所を設置し、自治体の国際化支
援事業（国際交流事業のサポート、大型イベントへの
ブース出展やメディア等を通じた地域の魅力PRなど）
に日々取り組んでいます。韓国ソウルに赴任して１年
と数ヶ月が経ちますが、韓国の概要及びこれまでに現
地で見聞きした情報についてご紹介いたします。

１．韓国の概要　
　韓国の人口は約5,180万人、その内の半数はソウル
特別市、仁川広域市を含んだ京畿道のエリアに集中し
ています。面積は約10万平方キロメートルで、日本の
１/４にあたります。主要産業は電気・電子機器、自
動車、鉄鋼、石油化学、造船などで、2018年の世界
GDP順位は12位に位置していますが、GDPの40％以
上はサムスン電子やヒュンダイ自動車など大企業10社
で占めており、日本と比較しても大企業への依存度が

顕著であることが特徴です。
　韓国の貿易についてですが１）、主要輸出品目の内
訳は、半導体21％、石油製品８％、自動車関連10％、
主要輸入品目の内訳は、原油15％、半導体８％、天然
ガス４％となっています。日韓の貿易に焦点をあてる
と、日本からの主要輸出品は半導体並びに半導体等製
造装置、精密化学原料、光学機器、鉄鋼板などで、日
本の主要輸入品は石油製品、半導体、鉄鋼板、精密化
学原料などです。これらの数値が示しているように、
韓国産業の中では半導体産業が突出しており、サムス
ン電子とSKハイニックスを筆頭とした韓国企業がア
メリカと並び世界シェア上位を占めています。
　韓国経済については、長期不況からの出口を見出せ
ずにいる現状です。政府は最低賃金の急激な引き上げ
（2018年に16.4％、2019年に10.9％）など対策を講じ
ていますが復調の兆しが見えず、市民からも不満・苛
立ちの声が上がっています。若年者（15歳から29歳）
の失業率も10％前後で推移しているため、国内での求
職に見切りをつけて海外就職を選択する若者も多くい
ます。日本での就職を希望する若者も多く、当事務所
が後援している「日本留学＆就職フェア」（今年は６
月１～２日に開催）に訪れる参加者も年々増加してい
るところです。
　韓国社会の顕著な特徴の一つを挙げると、生活全般
にITが深く浸透していることです。キャッシュレス
決済が主流の韓国で現金を使うことは稀ですし、公共・
民間サービスもカカオトークやネイバー等のアプリを
活用して予約が可能です。ITインフラの整備も進ん
でおり、ソウル市交通情報センターでは市内の地下鉄
とバス、交通渋滞の管理や情報集約･発信に加え、
CCTV（監視カメラ）による常時チェックを行ってい
ます。
　
２．日韓交流について
　2018年中に韓国を訪問した日本人観光客数は2,948,527
人（前年比27％増）、日本を訪問した韓国人観光客数
は7,538,952人（前年比６％増）となっており、両国に
おける海外旅行先の中で上位を占め、最も身近な海外
旅行先として根強い人気があります２）。ただ直近半
年（2019年１月～６月）については、韓国経済の長期
低迷、近年のベトナム人気の高まりなどの影響から、
日本を訪問した韓国人観光客数はやや減少しているも

韓国の概要と日韓交流について

愛媛県　クレアソウル事務所
所長補佐　奥野　秀樹
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のの（前年比3.8％減）３）、日韓のLCC路線が相次いで
地方に就航し、今まで足を伸ばすことができなかった
地域まで韓国人旅行客のリーチが伸びてきている状況
なので、今後の訪日観光客の動向について注視したい
ところです。
　日韓間においては、有形無形問わず様々なモノが往
来しています。韓国で日本のTVドラマやアニメに触
れる機会も多いですし、日本では若者を中心にK−POP
が人気です。日本人がよく訪れるソウル市内の明洞に
はコスメやファッションの店舗が軒を連ね、日本語で
呼び込みの声をかけられます。2018年11月には、韓国
で初めてのアニメ・ゲーム分野の公式総合イベント
「Anime X Game Festival in Seoul」が開催され、２
日間で約32,000人が来場するなど、高い関心が寄せら
れています。
　また日本酒は韓国人に喜ばれる日本産品の一つで
す。韓国で日本酒を購入する場合、関税のために、日
本で購入するよりかなり高額になります。それでも韓
国への日本酒輸出量はここ10年間で５倍近くに増加
し、確実に消費者の裾野を広げています。７月にソウ
ル市内で開催された「ソウル酒フェスティバル」には
120以上の蔵元が出展し賑わいを見せていました。
　同様に日本食も大変人気があり、韓国文化の中で広
く受け入れられています。日本風居酒屋、回転寿司、
ラーメン屋はソウル市内でしばしば目にしますし、
スーパーにはわさびや納豆などが並んでいます。韓国
を訪れる日本人観光客の大半は韓国グルメを目当ての
一つにしていると思いますが、日本を訪れる韓国人旅

行者にとってもグルメは重要な要素です（韓国で放送
される日本旅行番組には高い確率で食事スポットの紹
介が含まれています）。日本食、日本発外食ブランド
の韓国進出については、現地企業と政府機関・自治体
が連携して支援するケースもしばしば見られます。
　このように日韓間での活発な交流が行われる一方
で、政治情勢の影響を受けやすい面もあります。現地
で生活する者の実感としては、そうした情勢の影響と、
両国人が個人として付き合う際の態度は分けて考えな
ければならないと思います。日本人が日頃、韓国文化
に接している以上に、韓国でも日本に対して好意的な
関心があると感じています。
　日韓交流に関連して、当事務所では日韓自治体の交
流支援にも力を入れています。日本の自治体が韓国の
自治体と結んでいる姉妹（友好）提携先の数は162に
のぼり、アメリカ・中国に続いて３番目に多い相手国
となります。日本各地域で様々な交流が実施されてい
ますが、県内では松山市が京畿道平澤市と友好都市提
携しており、スポーツ交流などに取り組んでいます。
また、今年10月28日（月）から10月31日（木）の４日間、
県内で「日中韓３か国地方政府交流会議」が開催予定
です。この会議は歴史的、地理的にも密接な関係にあ
る日本、中国、韓国の地方政府間の国際交流・協力を
一層促進することを目的に輪番制で実施されており、
今回の会議にも、中国・韓国の地方自治体関係者等が
多数来県し、会議への参加のほか、県内の魅力的な観
光地域を巡るエキスカーションにも参加する予定で
す。この会議を契機に今後ますます、両国との絆が強
化されることを期待しています。

３．愛媛県の取組み
　最後になりますが、愛媛県の韓国での取組みについ
て簡単に触れたいと思います。2017年11月に韓国の代
表的LCCチェジュ航空が仁川−松山路線を就航して以
降、累計で９割近い搭乗率を維持しており、愛媛を訪
れる韓国人観光客は順調に増加しているところです。
LCC便の増加で地方旅行が身近になっている好機に、
韓国内の大手旅行会社が主催する旅行博覧会にブース
を出してPRするなど、県でも様々なインバウンド施
策に取り組んでいます。県内の旅館･ホテル事業者も、
定期的に現地旅行会社を訪問しセールスを実施してお
り、愛媛が日本の地方旅行の中で存在感を示せるよう
働きかけています。　

静岡県にある中華料理店「長太郎」。静岡県ソウル事務所が支援して
2018年６月にソウル梨泰院に店舗（写真）をオープン
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　また、県では県産材の輸出にも取り組んでおり、木
材業界団体と連携して韓国でも積極的な事業展開を進
めています。韓国では「韓屋（ハノック）」という伝
統的な木造建築への憧れが根強くあるものの、朝鮮戦
争以後は木材が不足しコンクリート建築が増加したた
め、木造家屋建築は減少していました。近年また木造
建築への志向が高まっていることから、県では日本の
木造軸組構法の普及と県産材の使用を狙いとして、韓
国での住宅建設に取り組んでいます。2017年11月、韓
国平澤市に県産材を用いた住宅を建設し、2018年６月
に完成見学会を実施しました。また、2019年６月から
韓国で２棟目の県産材住宅が建設されています。これ
らの建設においては、県内工場で予め加工（プレカッ
ト）した資材を韓国に持ち込むことで、人員や工期を
削減してコストを低く抑えるとともに、県内の大工技
術者を同国に派遣し、現地の施工業者に技術指導を実
施しました。

　このように、官民問わず韓国へ積極的に進出してい
る状況を後押しするため、今後も観光・貿易・交流な
ど様々な分野において、韓国での取り組みに関する支
援や有益な情報の提供ができるよう努めてまいります。

※追記
　原稿作成時点において、日本による一連の輸出規制
強化措置などで日韓関係が深刻化しており、民間レベ
ルの交流や文化の往来へも影をおとし始めています
が、日韓関係が早期に正常化し、日韓交流が一層進展
することを願ってやみません。

韓国で２棟目となる住宅建築（洪城郡）。今後完成見学会も予定2018年６月開催「ハナツアー旅行博覧会」で愛媛県ブースを出展

1 　各数値についてはOEC（The Observatory of Economic 
Complexity）の国別統計を参照

　https://oec.world/en/
2 　JNTO（日本政府観光局）の訪日外客統計及び韓国観光公

社の観光統計による
3 　JNTO（日本政府観光局）の訪日外客数（６月推計値）に

よる
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第29回通常総会と記念講演会の開催報告
愛媛県産業貿易振興協会 

　当協会は、６月５日（水）、愛媛国際貿易センター（ア
イテムえひめ）４F大会議室において、第29回通常総
会を開催いたしました。本会は当協会が公益社団法人
となってから９回目の総会となります。当日は梅雨入
り前の蒸し暑い日であったにもかかわらず、多くの会
員の皆さまにご出席いただき誠にありがとうございま
した。
　総会では、まず大塚会長からご出席の方々へのご挨
拶の後、愛媛県知事中村時広様の代理としてご出席い
ただきました愛媛県経済労働部長の田中英樹様、また
松山市長野志克仁様の代理としてご出席いただきまし
た松山市産業経済部部長の家串正治様よりご来賓の祝
辞をいただきました。

ご来賓の祝辞
　
　その後、会員の出席状況について、事務局より当協
会の正会員207名中、ご本人または代理人の出席が54
名、委任状による出席が116名と過半数にご出席いた
だいており、本総会が有効に成立する旨の報告を行っ
た後、定款にしたがって大塚会長が議長となり、以下
の議案について審議に入りました。

〈議案〉
第１号議案　 平成30年度決算書類（貸借対照表及び正

味財産増減計算書）及び附属明細書並び
に財産目録の承認の件

第２号議案　 役員の任期満了に伴う改選の件
 　各議案についてご審議のうえ、すべて滞りなくご承
認いただきました。
 　また、事務局より以下の事項についても報告が行わ
れました。

〈報告事項〉
報告事項①　平成30年度事業報告について

報告事項②　令和元年度事業計画について
報告事項③　令和元年度収支予算について
　
　上記の第２号議案決議により、本総会の終了をもっ
て退任されることとなりました理事の方々へ感謝の意
を申し上げるとともに、新任理事の方々には当協会の
活動へのご支援をお願いしました。
　最後に、大塚議長がご出席いただいた会員の方々に
対して円滑な議事進行へのご協力についてお礼申し上
げるとともに当協会のますますの発展を祈念して総会
を閉会いたしました。
　

通常総会の議事風景
　
　なお、本総会の終了をもって任期満了となりました
理事のうち東倉勝利氏、山本恒久氏、山本龍典氏、合
田謙司氏の４名の方が理事をご退任され、新たに土居
忠博氏、新山富左衛門氏、髙塚眞志氏、日野晴隆氏の
４名の方にご就任いただきました。
　また、本総会終了後に第67回理事会を開催し、新た
に選任された理事および監事の方々の互選により、代
表理事（会長および副会長）の選定を行う予定であり
ましたが、決議に必要な理事の過半数の出席が充足さ
れなかったため、後日「理事選任に伴う代表理事及び
業務執行理事並びに当協会の役員選定について」書面
にて審議を行い、会長には大塚岩男氏が再任されると
ともに、副会長に村上友則氏、一宮捷宏氏、髙橋祐二
氏の３名の方が再任されました。
　新たな役員は、以下のとおり、会長、副会長を含め
て理事20名、および監事２名となりました。
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【役　員】
役 職 氏　名 所　属 ・ 役　職

会　長 大塚　岩男 ㈱伊予銀行
代表取締役頭取 重任

副会長 村上　友則 愛媛県商工会連合会
会　長 重任

副会長 一宮　捷宏 日泉化学㈱
代表取締役会長 重任

副会長 髙橋　祐二 三浦工業㈱
代表取締役会長 重任

専務理事 日野　晴隆 愛媛県産業貿易振興協会
専務理事 新任

理　事 服部　　正 愛媛県紙パルプ工業会 
会　長 重任

理　事 廣瀨　　了 宇和島商工会議所
会　頭 重任

理　事 本田　元広 ㈱愛媛銀行
代表取締役会長 重任

理　事 大沢　哲也 日本食研ホールディングス㈱
代表取締役社長 重任

理　事 尾﨑　英雄 ㈱フジ 
代表取締役会長 重任

理　事 城戸　善浩 ヤマキ㈱ 
代表取締役社長 重任

理　事 菊池　元宏 丸三産業㈱
代表取締役社長 重任

理　事 檜垣　英史 今治造船㈱
専務取締役 重任

理　事 弓﨑　秀二 愛媛県中小企業団体中央会 
専務理事 重任

理　事 大西　宏昭 愛媛県経営者協会
専務理事 重任

理　事 井上　裕基 今治タオル工業組合
理事長 重任

理　事 明関　　眸 マルトモ㈱
代表取締役副社長 重任

理　事 髙塚　眞志 愛媛エフ・エー・ゼット㈱
代表取締役専務 新任

理　事 土居　忠博 愛媛県商工会議所連合会 
専務理事 新任

理　事 新山富左衛門 愛媛経済同友会
代表幹事 新任

監　事 弓山　慎也 愛媛信用金庫
理事長 重任

監　事 重松　栄治 ㈱いよぎん地域経済研究センター
代表取締役社長 重任

【ご退任】
役　職 氏　名 所　属 ・ 役　職

理　事 東倉　勝利 愛媛県商工会議所連合会
前専務理事

理　事 山本　恒久 愛媛経済同友会
前代表幹事

理　事 山本　龍典 愛媛エフ・エー・ゼット㈱
前代表取締役専務

理　事 合田　謙司 愛媛県産業貿易振興協会
前専務理事

（注）「所属・役職」は、令和元年６月５日現在。

　本総会にて理事をご退任されました愛媛県商工会議
所連合会前専務理事 東倉勝利様、愛媛経済同友会前
代表幹事 山本恒久様、愛媛エフ・エー・ゼット㈱前
代表取締役専務 山本龍典様、および、当協会前専務
理事の合田謙司様におかれましては、これまで当協会
に賜りましたご支援・ご協力に対しまして、深く感謝
申し上げます。
　
　さて、通常総会終了後には、引き続いて恒例の記念
講演会を開催しました。
　今回の講演会は、株式会社いよぎん地域経済研究セ
ンター代表取締役社長 重松栄治様に『大いなる変化
の中で、我々はどう生きるか』と題しまして、ご講演
いただきました。

㈱いよぎん地域経済研究センター重松社長によるご講演
　
　人口減少やデジタル化、グローバル化等、わたした
ちを取り巻く社会構造の変化が急速に進んでおり、企
業にとってAI、LoT、ICT等の活用による生産性の向
上が喫緊の課題となっています。
　今後、国内だけでなく海外におけるビジネス展開に
大きく影響を及ぼすと考えられる、次世代通信システ
ム５Gや自動運転システムなどの先進テクノロジーの
世界的リーダーシップをとっている企業等の活用事例
や最新動向などを分かり易くご説明いただきました。
そして、100年に一度といわれる大いなる変化を絶好
のチャンスとしてとらえ、企業が出来ることにチャレ
ンジしていくことが必要である、と貴重なお話をいた
だきました。
　
　当日はご多忙にもかかわらず、総会にご出席いただ
いた会員の皆さまに加え、多くの団体や企業の方々に
ご聴講いただきましたこと、改めて、心からお礼申し
上げます。

（注） 本稿に掲載している記念講演会の講演内容に関する記述
は、聴講に基づいて当協会が作成したものであり、文責
は当協会にあります。
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令和元年度
国際ビジネス支援講座開催のお知らせ

　『産貿協』は、松山商工会議所とジェトロ愛媛貿易
情報センターと提携して、国際ビジネスに従事する人
材の育成のため『国際ビジネス支援講座』を開催いた
します。
　この講座は、県内企業の販路拡大に向けた海外進出
や輸出・入取引の増加に伴い、海外ビジネスに精通し
た実務担当者の育成が一層重要となってきていること
から、国際業務に関する知識・経験豊富な方を講師に
お招きし、県内企業の海外ビジネスに携わっている実
務担当者、更には管理・経営者の方を対象として貿易
取引の基礎知識から通関・決済に至る広範囲で実務に
即した内容となっております。特定テーマでは貿易取
引〈海外進出〉コースを設け、海外進出前の準備、進
出後の現地経営、および人材の確保と育成方法等を解
説いたします。海外取引〈経営者〉コースでは、専門
家の方から「メガFTA時代の国際ビジネス戦略」と
題してFTA利用の成功要因と失敗の要因についてお
話しいただき、その後各種機関から海外事業支援策に
ついてご説明いただく予定になっております。
　今回は、各地区の商工会議所から後援をいただき、
貿易取引〈輸出入実務者コース〉を、新たに新居浜会
場および宇和島会場にて開講いたします。必要なコー
スだけを受講することや、全コースをセットで受講す
るなど、ご希望に沿ってお申込みください。

Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース
Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース

開催日時 令和元年10月17日（木）　9：30～17：00

コースの
ポイント

貿易に関する基本用語から仕組み、輸出入取引
の流れ、貿易に関する費用、輸送、通関、決済、
金融に至るまでを分かり易く解説

受講対象者 初心者

講　　師 ㈱グローバル・ビズ・ゲート
代表取締役　 池田　隆行 氏

第１講座
9：30

～10：50

〇貿易取引の仕組と基礎知識
　・貿易取引の流れ
　・海外取引には一定のルールがある
　・取引申し込みから契約締結まで
　・貿易運送の主な手段

第２講座
11：00

～12：00

〇取引契約で決めること
　・貿易保険による運送リスクの回避
　・価格の決め方（建値）－インコタームズ－
　・決済条件と代金回収は表裏一体

第３講座
13：00

～14：50

〇貿易書類を理解する
　・船積書類と通関書類
　・主な貿易書類
〇貿易運送と通関
　・運送と通関手続きの手配
　・船積み/荷降しの流れ
　・通関手続きの仕組み

第４講座
15：00

～17：00

〇決済と金融
　・貿易代金決済
　・適用為替相場と為替変動リスクの回避
〇日本の関税制度
　・関税制度の仕組み

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース
Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース

開催日時 令和元年10月24日（木）　9：30～17：10

コースの
ポイント

輸出・輸入に関して、取引先開拓から成約、物流、
通関、決済、貿易金融を実務に即して解説

受講対象者 貿易実務担当者、管理者

講　　師 各講座欄に記載

令和元年10月24日（木）　9：30～12：00　

講　師：愛媛エフ・エー・ゼット㈱　アイロット事業部　
　　　　国際営業課　係長　玉井奈緒子 氏

第１講座
9：30

～10：45

〇取引先開拓と各種規制への対応
　・市場調査、取引相手の具体的発掘方法
　・相手方信用調査と選定
　・輸出入に関する規制の確認と対応
　・HSコードと輸入国の関税率調査方法

第２講座
10：45

～12：00

〇取引成約に向けた取組
　・インコタームズ（費用と危険負担）留意点
　・コスト構造と取引価格の決定
　・決済方法の決定
　・取引交渉に際しての留意点

令和元年10月24日（木）　13：00～15：00　

講　師：日本通運㈱　松山支店　営業推進センター　
　　　　通関士　高市　　浩 氏

第３講座
13：00

～14：00

〇輸出入の手続き
　・輸出に伴う梱包から運送、通関、船積まで
　・輸入に伴う貨物到着から通関、引取りまで
　・ 通関手続き、輸送方法の選択、コンテナ輸

送の実務

第４講座
14：00

～15：00

〇運送業者への委託と船積書類
　・輸出入者と運送業者との連携
　・輸出入者が行うべき準備
　・輸出入申告書と主要船積書類の具体例解説
〇貨物海外保険について
　・保険金請求に向けた対応について
　・事故事例について
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令和元年10月24日（木）　15：10～17：10　

第５講座
15：10

～16：10

講　師：㈱伊予銀行　国際部
　　　　Foreign Trade Adviser　池内　　亮 氏
〇輸出入決済と貿易金融
　・輸出代金回収と輸入代金支払方法
　・適用為替相場
　・貿易金融活用方法
　・為替リスクヘッジ活用方法

第６講座
16：10
　～17：10

講　師：㈱愛媛銀行　国際部
　　　　主任　三浦　泰樹 氏
〇輸入信用状の開設と輸出信用状接受
　・信用状統一規則の概要と実務上の留意点
　・輸入信用状の開設と留意点
　・輸出信用状接受時の留意点
　・信用状に伴うトラブル事例

Ⅲ．貿易取引〈海外進出〉コース
Ⅲ．貿易取引〈海外進出〉コース

開催日時 令和元年11月１日（金）　9：30～16：30
コースの
ポイント

海外進出の具体的方法と海外ローカルスタッフ
マネジメントに関して事例を中心に解説

受講対象者 貿易実務担当者、管理者、経営者

講　　師
中矢一虎法律事務所（司法書士・行政書士）代表
国際法務㈱　代表取締役　
大阪市立大学商学部　講師　中矢　一虎 氏

第１講座
9：30

～12：30

〇海外進出で成功する要件
　・海外進出前の準備
　・海外進出後の現地経営
〇日本社内での海外人材の確保と育成方法
　・ある金型製造メーカーの失敗事例研究
　・社内に海外人材がいないケースの対応策
　・社内人材養成の必須マスター項目
〇海外事業の立ち上げ方
　・海外進出の進め方
　・ 日本企業が自ら海外進出しない場合の対処

方法
　・駐在員事務所　等

第２講座
13：30

～16：30

〇海外投資推進の注意点
〇海外人事労務（事例を中心に学ぶ）
　・就労
　・人事労務

Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース
Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース

開催日時 令和元年11月７日（木）　13：00～17：30

コースの
ポイント

・ メガFTA時代の国際ビジネス戦略に関して解
説

・各種機関の海外事業支援策
受講対象者 管理者、経営者
講　　師 各講座欄に記載

第１講座
13：00

～15：00

講　師：㈱アールFTA研究所
　　　　代表取締役　麻野　良二 氏
〇メガFTA時代の国際ビジネス戦略
　・ 国際ビジネスのためのFTA活用の背景と効

果
　・FTA利用の成功要因、失敗の原因を探る
　・FTA原産地規則と企業実務の結合
　・自己証明制度の活用
　・むすび：日本企業にとってのFTA

第２講座
15：10

～17：30　

講　師：各支援機関担当者
　⒈　ジェトロ愛媛
　⒉　JICA四国
　⒊　日本政策金融公庫
　⒋　中小企業基盤整備機構
　⒌　愛媛県発明協会
　⒍　えひめ産業振興財団
　⒎　愛媛大学
〇各種機関の海外事業支援について
　・ジェトロの支援
　・JICAの支援
　・日本政策金融公庫の支援
　・中小企業基盤整備機構の支援
　・ 愛媛県発明協会、えひめ産業振興財団の支

援
　・愛媛大学の人材支援
　・質疑応答

貿易取引〈輸出入実務者〉コース（前回）

　本講座の実施要領は、以下のとおりです。
実 施 日：令和元年10月17日～11月７日
　　　　　（上記の各コース概要のとおり）
会　　場：松山商工会議所　５階　大ホール
申込期限：各コース開始日の３日前
定　　員：各コース40名程度
申込方法：受講申込書により、当協会にお申込み。
受 講 料：下表のとおり
　
　なお、今回は貿易取引〈輸出入実務者〉コースの第
１講座から第４講座までを、新居浜商工会議所（11月
14日）および宇和島商工会議所（11月21日）におきま
して開講する予定です。
　

コース名（講座名） 会　員 非会員
Ⅰ．貿易取引〈基礎〉コース

各コース
￥1,000

各コース
￥2,000

Ⅱ．貿易取引〈輸出入実務者〉コース
Ⅲ．貿易取引〈海外進出〉コース
Ⅳ．海外取引〈経営者〉コース
セットコース（全コース受講）

（法人でのお申込みは、各コースで受講者が
異なっても可）

￥3,000 ￥5,000

（注） 松山市内の中小企業者等の方は、受講料の一部に対して補助を受ける
ことが出来る「松山市人材育成事業補助金制度」の対象となる場合が
あります。
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公益社団法人 愛媛県産業貿易振興協会

えひめトレード＆トレンド EHIME 
TRADE & TREND 

〒791-8057　松山市大可賀2-1-28 アイテムえひめ3階
TEL089-953-3313　FAX089-953-3883
ホームページ：http://www.ehime-sanbokyo.jp
メールアドレス：eibassn@smile.ocn.ne.jp

内容についてご意見、ご質問があれば、下記までお問い合わせ下さい。

印刷：セキ株式会社
〒790-8686　松山市湊町7丁目7-1
TEL089-945-0111　FAX089-932-0860

公益社団法人 愛媛県産業貿易振興協会
発 行


