
令和２年度登録企業一覧（50音順）

令和２年12月18日時点　７7社（今後も追加登録がある見込み）

会社名称 市町
産業

分類①

産業

分類②
事業概要・企業PR ＨＰ

株式会社愛亀 松山市 Ｄ　建設業 ―
 県内の県道市道町道から、県外の高速道路まで、「インフラの町医者」として、舗装工事や道路メンテナンスの他、競技場の整備や技
術試験業務を行っています。現在は、山陽自動車道の舗装工事や、大洲市の災害復旧工事などが施行中、海外ではカンボジア5号線
の道路改良工事を行っております。それぞれの分野のプロフェッショナルが地域と海外のインフラを支えています。

https://www.ikee.jp/

株式会社愛橋 松山市 Ｄ　建設業 ―

○プレストレスト・コンクリート　設計・製作・施工　　○一般土木　　○コンクリート構造物補修・補強工事　　○PCマクラギ　　○建築Pca製
品
創業から50有余年、地元の公共事業に携わってきました。わたしたちと共に地元愛媛、安心して暮らせる街づくりに尽力してみません
か。

http://www.aikyo-

e.co.jp/

株式会社アイクコーポレーション 松山市 Ｇ　情報通信業 ―
○出版事業（自動車情報誌／生活情報誌／住宅情報誌／地域情報誌など）
○コンテンツ事業（上記の情報WEBサイト（PC／スマホ）の企画・開発・運営）
○ICTソリューション事業（企業向けWEBサイト制作／システム開発・保守など）

https://www.aic.co.jp/

株式会社アグサス 松山市
Ｉ　卸売業，小

売業
―

○マルチファンクションプリンタ・普通紙複写機・ファクシミリ等（キャノン・ゼロックス・理想科学・京セラ）・コンピュータ・システム及び各種
周辺機器の販売及びサポート＆サービス
○情報システム開発、インターネットシステム・イントラネットシステム提案・構築・サポート＆サービス
○オフィス用品・オフィス家具・用紙・トナーカートリッジ等各種消耗品の販売、OA機器・コンピュータシステム・通信機の配線工事、電
話・通信回線取次

https://agusas.co.jp/

株式会社浅田組 宇和島市 Ｄ　建設業 ―
大正3年創業以来、土木・建築を通じて事業を展開している総合建設会社です。弊社スローガン「地域と心に残るモノづくり」のもと道路、
トンネル、橋梁、土地造成、港湾・河川整備など生活に必要不可欠なインフラ建設を通じ地域の安全・安心に貢献できる仕事を手掛け
ています。

http://www.asadagumi.

co.jp/

朝日共販株式会社 西宇和郡伊方町 Ｅ　製造業 ―
水産食料品（しらす、ちりめん、カニ、海藻）の製造・販売。
愛媛県の最西端、伊方町に本社工場を構え、鮮度と品質にこだわり、妥協のない加工技術が一体となり、大手量販店を中心
に、自慢のしらすを全国に届けています。

http://www.shirasu.jp/

株式会社アテックス 松山市 Ｅ　製造業 ―

昭和９年、愛媛県松山市にて創業。農業機械や電動車いすの商品開発・生産・販売を手掛けています。主力製品は草刈機
で、2019年４月には愛媛県産業技術研究所の協力を得て完成した、ハイブリッド型ラジコン草刈機「神刈」を新発売。また、
2018年末には経済産業省による『地域未来牽引企業』に選定されました。地域経済を牽引する担い手として、更なる発展に貢
献していきます。

https://atexnet.co.jp/

株式会社ありがとうサービス 今治市 Ｉ　卸売業，小
売業

―

①リユース事業…ブックオフやハードオフを県内外で展開。海外にも出店中。
②飲食事業…モスバーガーやオリジナル店舗を四国で展開。
③地方創生事業…温浴施設や直売所を展開。クラフトビール作りにも挑戦。子会社のＧＢＣ、小原ハム、醍醐等では、手仕事
で職人がチーズやハムを作り、愛媛を盛り上げるために挑戦する「しまなみサンセバスチャンプロジェクト」を進行中。

http://www.arigatou-

s.com

株式会社あわしま堂 八幡浜市 Ｅ　製造業 ―

あわしま堂は、愛媛県に本社を置く和洋菓子メーカーです。独自開発した生産ラインにより和洋菓子の大量生産を実現させま
した。「美味しさつくり　笑顔つくり」の理念のもと、愛媛、京都、栃木の工場で年間約600種類の和洋菓子を製造しています。美
味しいお菓子で、日本全国に笑顔の輪を広げる事が私たちの使命です。2015年11月に、「栃木佐野工場」が稼働を開始し、
販路拡大へ向け大きな一歩を踏み出しました。

https://www.awashima

do.co.jp/

安藤工業株式会社 西条市 Ｄ　建設業 ―
弊社は明治45年の創業以来、一貫して「誠実を重んじ信用を第一とする」ことを社是とし営業して参りました。
土木工事業・建築工事業を通して、お客様お一人お一人のご要望をお聞きし、製品として責任をもって完成させることで、お客
様や地域に貢献させていただいている企業です。

http://www.andokogyo.

co.jp

井関農機株式会社 松山市 Ｅ　製造業 ―

事業概要：農業機械の製造・販売
企業PR：井関農機は、1926年から90年以上、農業とともに歴史を歩んできた農業機械メーカーです。創業者の井関邦三郎の
「需要家に喜ばれる製品を」という言葉を胸に、数多くのすぐれた製品を世に送り出してきました。今、井関農機の活動のフィー
ルドは世界中へと広がっており、私たちは、「世界の食を支える｝という、大きな使命を担っています。

http://www.iseki.co.jp/

株式会社一宮工務店 新居浜市 Ｄ　建設業 Ｅ　製造業

○建築・土木：施工管理及び設計　○エンジ：化学プラントの設計・制作及び据付他。
建築土木部門では技術力・サービスの質の高さとスピードが評価され、愛媛県建設業界をリードする存在に成長し、エンジ部
門では化学プラント建設や設備機械の設計・施工・据付・メンテナンス等を行っており、守備範囲の広い総合工事会社として創
業から70年以上に渡って地元愛媛の暮らしを支えています。

http://www.ichimiya.co

.jp/komten/

https://www.itm-

gr.co.jp/ichiroku

https://www.16hokuto.

com

一若建設株式会社 宇和島市 Ｄ　建設業 ―

○愛媛県内の主に南予地方で公共土木工事（トンネル・道路工事・橋梁工事・港湾工事・法面工事・河川工事等）を発注者よ
り受注し施工管理しております。
○2019・2020年度　愛媛県格付総合数値：土木一式工事：愛媛県ＨＰ公表数値1,518点【愛媛県内企業　第１位】
○2019年１月１日より、土日完全週休２日制を実施しております。

https://www.ichiwaka.j

p/

宇和島自動車株式会社 宇和島市 Ｎ　旅行業 ―
当社は2018年に創業100年を迎えた歴史あるバス会社です。地域に根ざした企業として"人に優しい"バス会社でありたいとい
うのが私たちの思いで、皆様の通学や生活の足として、また交通弱者とされるお年寄りや障がいをお持ちの方にも安心してご
利用いただけるよう、日々模索しております。

https://www.uwajima-

bus.co.jp

株式会社ＮＰシステム開発 松山市 Ｇ　情報通信業 ―
運送業向けデジタルタコグラフ等の車載機及び運行管理システム等のソフトウェアの開発・販売、農業向けＩｏＴデバイス・セン
サー及び環境モニタリングクラウドシステムの開発・販売

http://www.npsystem.c

o.jp

株式会社愛媛朝日テレビ 松山市 Ｇ　情報通信業 ―
「地元を愛す。」みなさんが生まれるちょっと前。1995年4月1日に放送を開始しました。それ以来、25年あまり、地上波ローカル
テレビ局として地域に根差したテレビ局を目指してきました。高校野球や地元発オリジナルドラマの制作など、独自のコンテン
ツ制作に心血を注いでいます。

http://eat.jp/index.htm

l

株式会社愛媛CATV 松山市 Ｇ　情報通信業 ―

ケーブルテレビ放送事業ならびに電気通信事業
松山市と近隣市町並びに愛南町をサービスエリアとして約7,100ｋｍに及ぶ伝送路を敷設し、『市民が主役、街じゅうがスタジ
オ』を合言葉に自主制作の地域情報番組や多チャンネル放送、有線・無線インターネット、固定・携帯電話サービスなどを提供
しています。

https://www.e-

catv.ne.jp/

株式会社愛媛新聞社 松山市 Ｇ　情報通信業 ―
愛媛新聞社は、愛媛の報道機関として県民の幸せを追求し、社業を通じて地域の課題解決や発展に貢献することを目指し
て、日々取り組んでいます。新聞発行を主軸として、さまざまな媒体で情報を発信しているほか、各種イベントや文化事業も手
掛けています。

https://www.ehime-

np.co.jp/

愛媛トヨペット株式会社 松山市 Ｉ　卸売業，小
売業

―
愛媛トヨペットのチームスローガンは、「『ありがとう』を成長の原動力に」です。「日頃から感謝する気持ちを忘れないことで、変
革期においても安定期においても、身の回りに起こる全ての出来事を学びと捉え、成長の力に変えていこう」という想いです。
チームスローガンに共感していただけましたら、声をかけて下さい。

http://www.e-tp.jp

20

株式会社一六 松山市 Ｅ　製造業
Ｍ　宿泊業，飲
食サービス業

ITMグループの中核企業。四国銘菓「一六タルト」を主力商品とした和洋菓子の製造販売の菓子事業と「愛媛の家族レストラ
ン」を目指し、レストラン北斗、北斗七星、うどん茶屋北斗を運営するレストラン事業を展開中。
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会社名称 市町
産業

分類①

産業

分類②
事業概要・企業PR ＨＰ

株式会社越智工業所 今治市 Ｅ　製造業 ―
当社は、自社取得の特許製品約60件を所有し、イベント・防災・災害・消防・警察・医療・原子力・食品機器・ODA行政関係・テ
ントの総合メーカーとして、全国約2,000社の販売代理店をもち、製造販売を行っている業界トップの会社です。現在は断トツ
の日本一を目指し日々躍進しています。　本年は新型コロナ対策として、陰圧テント等がメディアに大きく取り上げられました。

http://www.kok-

no1.co.jp/

株式会社戒田商事 松山市 Ｄ　建設業 ―

東芝ビジネスパートナーとして東芝エレベーター（株）の代理店及び東芝キャリア（株）・矢崎総業（株）の特約店・三浦工業
（株）の代理店として空調機器の販売、空調設備工事の設計施工、メンテナンス、給排水、衛生設備工事の施工、エレベー
ターの販売並びに伊藤忠エネクス（株）の販売店として石油製品の販売など以上の内容に付帯する一切の業務を愛媛県内を
中心に展開しています。

http://www.kaidaee.co

m

有限会社片上工務店 新居浜市 Ｄ　建設業 ―

【難度の高いプラント向けフルオーダーメイド足場の施工技術】として、愛媛県の『スゴ技』にも認定されている、足場に特化した
会社です。60年の歴史があり、足場コンサルタントとしてお客様から大きな信頼を得ています。
細やかな社員研修、明確なキャリアステップに基づいた成長対話をチーム内で行うことで、若手社員の育成に会社全体で取り
組んでいます。

http://www.katakami.c

o.jp

株式会社かどや 宇和島市
Ｍ　宿泊業，飲
食サービス業

―

1.飲食店事業　和風郷土料理、とんかつ専門店、うどん専門店、カフェ
2.料理仕出し業　慶弔料理、会議用弁当のお届け
3.ネット通販事業　　　　4.FC事業
現在、宇和島市、松山市、東京都に20店舗と1事業部を展開しています。今後も国内での出店を計画しており、近い将来、海
外進出を目指しています。

http://www.kadoya-

taimeshi.com/

株式会社門屋組 松山市 Ｄ　建設業 ―

私たちが手掛ける建物というものは、50年、100年そこに存在します。個人の方は一生をかけて、企業でしたら社運をかけて取
り組む大イベントです。その巨額な財産を預かる責任は重大ですが、チーム一丸となって取り組み得られる達成感は計り知れ
ません。まずは建物に興味を持つことから始めてください。そこから建物に携われる喜びに興味を持ってください。地図に、歴
史に、色々な人の記録にも残る、そんな魅力ある仕事を一緒にしていきましょう。

http://www.kadoyagum

i.com

株式会社ガルバ興業 西条市 Ｅ　製造業 ―
国内最大級のメッキプールを保有し、巨大な建造物のメッキ加工が可能です。物流部門と広大な土地を自前で持つことで、全
国にある競合他社にない確固たる優位性を確立しております。現在、大型ショッピングモール駐車場のメッキ加工を行うなど業
績も堅調です。

http://recruit.galva.co.j

p

株式会社キクノ 松山市
Ｉ　卸売業，小

売業
Ｅ　製造業

創業明治8年、145年以上の歴史がある会社です。セメントの卸売、生コンクリート及びコンクリート製品の製造販売をはじめ、輸
送や車両整備事業、リニューアル工事・建築資材販売など幅広い分野で地域のインフラを支えています。

https://www.kikuno.jp

共立工営株式会社 松山市 Ｌ　土木建築
サービス業

―

共立工営株式会社は、東証1部上場E・Jグループの企業であり、創立34年を迎えました。
愛媛県を中心とした四国エリアを舞台として「地域密着」を合言葉に、測量・点検・調査・設計のアイテムを駆使して、国土の安
全・安心に貢献する総合建設コンサルタントです。今年はレーザー付きドローンを導入し、3次元測量・設計を加速中ですが、
働き方改革を推進する中、人手不足の状況です。令和3年度以降は、初任給の見直しで人材確保を目指します。

http://kyoritsukouei.jp/

協和道路株式会社 松山市 Ｄ　建設業 ―
舗装工事を主力とする建設会社で、年商は昨年度実績で約46億円です。受注先は国、NEXCO、愛媛県、各市町村及び民間
です。弊社の特徴は、上記舗装工事以外に国道の土木維持工事や、松山空港はじめ大阪国際空港、関西国際空港の土木
関連の維持工事を受注しており、長くの実績もあります。（詳しくはホームページをご参照ください）

http://www.kyowadour

o.co.jp

株式会社栗之浦ドック 八幡浜市 Ｅ　製造業 ―

私たち栗之浦ドックは、愛媛県八幡浜市に本社を置き、創業80年にわたり、お客様のニーズにあったオリジナルの船づくりを
行っています。
宇和島市には三好造船という関連会社も有しています。
愛媛県南予地区では数少ない、新造船を建造する造船会社です。

http://kurinouradock.c

o.jp/

株式会社興新設計 新居浜市 Ｌ　土木建築
サービス業

―
我社は、あらゆる「ものづくり」の開発・設計パートナーとして高い技術力を提供し、製鉄から半導体まで様々な生産現場で必要
とされる機械やプラントなどの大型設備まで、顧客の要望に合った各種機械・設備の設計を行っています。文系出身者も多く、
全社員協力して毎日楽しく業務に取り組んでおります。

http://www.koshin-

n.co.jp

光陽株式会社 今治市 Ｅ　製造業 ―

光陽株式会社は衣料品を製造し販売するアパレル企業です。お客様に満足していただける商品とサービスで順調に成長し、
自己資本率96％という財務内容のアパレル企業に成長しました。アパレル不況といわれる中で、なぜ売り上げが伸びるのか？
なぜ利益が出るのか？それを学び体現できる企業です。一緒に学び、働くことで、その道のスペシャリストが育つ企業です。社
会に貢献しながら、一人一人がそれぞれの場所で輝くことができる企業です。

http://koyo-imabari.jp

サトー産業株式会社 四国中央市 Ｉ　卸売業，小
売業

―

ネジ類、管工器材、工具類といった消耗品からプラント資材、工作機械、包装機器、物流・省力機器まで商品を幅広く取り扱う
産業機械器具の商社です。紙産業の集積地である地元四国中央市に営業基盤を確立しています。自社展示場での展示会及
びメーカーとの同行営業による提案型営業に注力する他、アフターフォロー等利便性の追求も志向しており、今後も更なる成
長を目指しております。

http://sato-

sangyo.com/

サンタ株式会社 伊予郡松前町 Ｅ　製造業 ―

西日本最大級のアイス生産設備を誇るサンタ。1日最大約200万個の生産が可能です。アイスクリーム専業メーカーでは製造で
きない」焼き菓子とアイスクリームを融合したサンドタイプもつくることができ、まさに、当社で製造できないアイスクリームはないと
言っても過言ではありません。現在は大手食品メーカーのOEMを専門に手掛けていますが、中には当社が開発し、提案して
製品化されたヒット商品もあり、サンタは日本のアイス業界を支えているという自負があります。

http://www.e-

santa.co.jp/

株式会社シアテック 新居浜市 Ｌ　土木建築
サービス業

―

住友化学グループの建設コンサルタント、一級建築士事務所です。
土木・建築分野の各種のプロジェクトに関わり、企画、調査、計画、設計、監理、施工管理、維持管理等の業務を担当します。
住友化学グループの工場内施設のほかに、事務所、庁舎、学校施設や官公庁の社会資本整備など多数の案件があり、様々
な分野でご自身の能力を発揮できます。

http://www.ciatec.co.jp

重松建設株式会社 今治市 Ｄ　建設業 ―

重松グループは総合住宅産業です。個人住宅から公共施設やビル建設、リフォーム、不動産売買仲介や賃貸仲介などを幅広
く手掛ける、地元では数少ないゼネラルコンストラクターとして大きな信頼を得ています。
営業・工務ともに女性社員が活躍し、年代問わず活気があります。U・Iターンの新卒社員もいます。また、育児休暇・介護休暇
を就業規則で定めています。

https://www.shigemats

ugroup.co.jp

株式会社四国シキシマパン 伊予郡砥部町 Ｅ　製造業 ―
当社は、本年4月を以って創業40周年を迎えた会社であり、主に食パンや菓子パン、和洋菓子を製造、四国4県にあるスー
パー、CVS、ドラッグストアを中心に製品提供しています。また、賞味期限が長いロングライフ製品の生産にも手掛けており、日
本全国にある問屋を中心に製品提供も始めております。

https://www.pasconet.

co.jp/

四国竹林塗装工業株式会社 新居浜市 Ｄ　建設業 ―

昭和37年創業以来、新居浜市を中心に塗装工事業にて多くのお客様に御愛顧いただいております。塗装工事全般、工場の
塗装、住宅の屋根・外壁のリフォームを中心にリフォーム事業を行う全国に100店以上が展開されているプロタイムズの店舗も
営業しています。
又、フランチャイズ店としての新規事業に併せ教育研修も充実させております。未経験者でも安心して働けるようになっていま
す。

http://s-take.jp/

四国ホーム株式会社 松山市 Ｄ　建設業 ― デザイン性・耐震性・耐久性に優れた三井ホームの住宅・リフォームを四国内で施工・販売しています。

http://www.mitsuihom

e.co.jp/areasite/shikok

u/

四国溶材株式会社 今治市 Ｅ　製造業 ―
四国で唯一、溶接に使用する溶接材料を製造・販売しています。「溶接材料」は世界の工業界に欠かせない大切な製品で
す。ものづくりの根幹を支える仕事で地域産業に貢献できます。

http://www.sweco.co.j

p/

システムアーク株式会社 松山市 Ｇ　情報通信業 ― コンピューター・ソフトウェアの開発・運用・保守
https://www.sys-

ark.co.jp
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株式会社Shift 松山市 Ｇ　情報通信業 ―

デジタルマーケティングのコンサルティング事業
SEM運用支援事業
ディスプレイ広告（アドネットワーク・DSP等）の運用支援事業
ネイティブ広告（Fecebook、LINE、Twitter等）の運用支援事業
Webサイトの企画・制作・解析

https://shift-

web.co.jp/

ジャスティン株式会社 四国中央市 Ｅ　製造業 ―
工業用品の設計、製造及び施工、販売
メイン事業であるパッキン・ガスケットの製造において、17時までの注文であれば、即日に発送する事が可能。

http://justin.jp

株式会社シンツ 松山市
Ｉ　卸売業，小

売業
―

当社は、総業440年を誇る老舗企業です。取扱商品は人々の生活に欠かせない食品・建築・土木資材等多岐に亘り、総合商
社として企業活動を行っています。グループ会社には石油・保険・生コン・物流・酒類関係等の会社があり、様々な分野にチャ
レンジすることも可能な会社です。多角的な経営が強みでもある我が社で、是非一緒に働いてみませんか。

http://www.shintsu-

group.co.jp

株式会社親和技術コンサルタント 松山市
Ｌ　土木建築
サービス業

―
昭和46年の創立以来、信頼・誠意・感謝を指針に地域に根ざした企業活動を通じて、安心・安全で住みよい街づくりの一翼を
担ってきました。今までに蓄積した技術力を駆使し、機能的かつ自然に優しい都市環境・住環境づくり、社会基盤の整備に今
後も貢献できる努力を重ねて行きます。

http://www.sgc-

ce.co.jp

セキ株式会社 松山市 Ｅ　製造業 ―
セキは2020年に創業112年を迎えました。長い歴史と確かな実績、そして上場企業としての責任と誇り。しかし、その歴史に甘
んじることなく2017年10月からは軟包装パッケージの水性フレキソ印刷事業をスタートするなど、新たな事業・領域にも積極的
に取り組んでいます。

https://www.seki.co.jp

/

石和設備工業株式会社 新居浜市 Ｄ　建設業 ―
主に、製紙・化学工場のプラント電気設備工事、受変電設備の工事・施工管理等を行っています。
高い技術力を持って堅実な仕事を継続することが私たちの目指すところです。社員の資格取得等に力を入れており、電気工
事のスペシャリストとして成長できる環境が整っています。

https://www.sekiwa-

setsubi.com

株式会社瀬戸内組 四国中央市 Ｄ　建設業 ―
地場産業でもある紙関連企業の製造工場、倉庫建設において多くの実績があります。他にも公共工事（土木・建築）、店舗、介
護施設、戸建住宅等多種多様な建設物を手掛けております。また、社員教育にも積極的に取り組み、技術者の養成、資格取
得の全面的なサポート、人間ドック等福利厚生も充実し、働きやすい職場環境を提供致します。

http://setouchigumi.co.

jp/

セントラルエンジニアリング株式会社 松山市 Ｌ　土木建築
サービス業

―
四国を中心に、全国各地にわたり橋梁設計・道路設計・上下水道設計などの業務を承っております。
これまでに培ってきた高い技術力と対応力をもって、より豊かな社会づくりへ貢献してまいります。

https://ce-eng.co.jp

仙味エキス株式会社 大洲市 Ｅ　製造業 ―

食料品製造業　業務用天然調味料及び機能性食品素材（特定保健用食品原料等）の製造販売・一般消費者向け加工食品の
製造（ＯＥＭ等）【えひめ子育て応援認証企業】【健康経営優良法人2020】
独自の製造技術により、あらゆる用途に対応した業務用天然調味料メーカー。ＨＡＣＣＰ認定工場として、ハイレベルの総合天
然調味料及び機能性食品素材メーカーとして飛躍を続けています。

http://www.senmiekisu

.co.jp

大進建設株式会社 松山市 Ｄ　建設業 ―
松山市及びその近隣市町を中心に、建築工事の請負（元請：一般の企業様、個人様からの直接請負）が主要業務の建設会
社です。工事の請負だけではなく、中心市街地の再開発を企画から建設まで実施し、雇用の創出のための企業誘致も実施し
ています。また自社ブランドの分譲マンション供給などの不動産業も営み、松山市の活性化に取り組んでいます。

http://www.daishin-

k.jp/

株式会社チェックイン 松山市 Ｍ　宿泊業，飲
食サービス業

―
当社は、ホテルチェックイングループというビジネスホテルを全国展開しています。「清潔」「低価格」「安らぎ・安心」を理念に、
ビジネスホテルの五つ星を目指しています。愛媛2店舗、東京3店舗、京都1店舗のビジネスホテルを展開しています。

http://www.checkin.co.

jp/

株式会社長浜機設 大洲市 Ｄ　建設業 ―
法面保護工事及び各種プラント建設現場でのメンテナンス工事、足場組立、解体工事や溶接などの鍛冶工事を行っていま
す。若い社員が多く、技術の習得だけでなく、各種資格取得支援など従業員の充実を図ることを第一に考え、実践している企
業です。チームワークを大切にし、他の社員と共にモノづくりの楽しさ、充実感、達成感を味わえます。

https://nagahamakiset

su.com

株式会社西四国マツダ 松山市 Ｉ　卸売業，小
売業

―
マツダの新車販売、各メーカー中古車買取・販売、自動車修理・整備全般、カー用品販売、保険代理店業、ＪＡＦ取扱い、自動
車リースなど

http://nishi-shikoku-

mazda.co.jp/

株式会社沼田建設 上浮穴郡久万高原町 Ｄ　建設業 ―
久万高原町内で、主に公共工事（道路・河川・砂防工事等）に携わっている建設会社です。
先人から受け継いだ「丁寧に誠実に」の社風を守り、地域の守り手として着実で信頼される企業を目指しています。

https://numada.co.jp

登尾鉄工株式会社 新居浜市 Ｅ　製造業 ―
四国を中心に大型建造物の鉄骨を製造しています。設計図から鉄骨の図面を作成し、自社工場にて製造しています。製造し
た鉄骨を現場へ運び、大きな建物に組み上げるまでが、私たちの事業です。

http://www.noborio.co.

jp/

伯方塩業株式会社 松山市 Ｅ　製造業 ―
テレビＣＭ「は・か・た・の・しお～♪」でおなじみの「伯方の塩」を製造販売しています。塩は単なる調味料ではなく、空気や水と
共に人間の生命活動にとって必要不可欠な基本食料です。「伯方の塩」は消費者運動から生まれたもので、創業以来、常に
消費者の目線で、より美味しく安全な塩を作り続けることを最大の使命としています。

http://www.hakatanos

hio.co.jp/

萩尾機械工業株式会社 新居浜市 Ｅ　製造業 ―
弊社はものづくりの会社でお客様のニーズに答えながら一品物を作ってきました。弊社では材料調達・製缶・溶接・機械加工・
試運転・検査までを一貫した生産管理体制でおこなっているため、QCDのどれも欠かすことなく生産することができます。また、
従業員一人一人の能力の向上に向けて、現場でのOJT指導や外部研修の参加、資格支援制度などにも力をいれています。

https://www.hagiokikai

.jp/

株式会社八紘設計コンサルタント 南宇和郡愛南町
Ｌ　土木建築
サービス業

―
技術サービスを行う集団として、社会資本整備に関する調査計画、設計、維持点検等に加え工事等の際の事業者支援の役割
を担っています。街や人の未来を考え、みんなの暮らしに役立つ社会から求められる仕事です。　　　　　また、愛南町は情が
厚く親切な方が多いと県内でも特に南予は人柄がいいといわれているこんな住みやすい愛南町で仕事をしてみませんか。

-

株式会社ビージョイ 松山市 Ｉ　卸売業，小
売業

Ｅ　製造業
ビージョイは.牛・豚・鶏・食肉加工品を、愛媛県内外の飲食店、スーパー、中四国・関西圏を中心とする県内のスーパーや百
貨店などへ、商品を提供する会社です。

http://www.bejoy.jp/

尾藤建設株式会社 四国中央市 Ｄ　建設業 ―

昭和２年創業以来「より豊かなふるさとづくり」を目指し地域に密着した活動を続けています。創業から約90年、公共工事から一
般住宅、商業用店舗まで様々な施工実績を積み重ねてきました。お客様のイメージを具現化し建物の美を追求、人と自然の
調和をテーマに建物に対する思いや目的にそって施工を行うことを大切にしています。今後も更なる技術向上に努め、お客さ
まの要望ひとつひとつに応えられるよう真心のこもったサービスを提供します。

http://bitoh.co.jp/

株式会社ひめぎんソフト 松山市 Ｇ　情報通信業 ―
コンピュータのソフトウェアの開発および販売、コンピュータによる情報処理、コンピュータシステムの管理・運営等
愛媛銀行のグループ会社

http://www.himeginsof

t.co.jp/
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福助工業株式会社 四国中央市 Ｅ　製造業 ―
事事業概要：各種パッケージの印刷・製造・販売
社員のチャレンジ精神を大切にし、若手が活躍できる環境が当社にはあります！創業110年の歴史ある当社で、日常生活に欠
かせない製品を創造しませんか？皆様のご応募をお待ちしております。

http://www.fukusuke-

kogyo.co.jp/

株式会社富士建設コンサルタント 宇和島市
Ｌ　土木建築
サービス業

―
宇和島市、松山市、大洲市に各店を配置し、主に愛媛県を中心に、公共土木事業（道路整備、河川改修および橋梁・砂防ダ
ム建設等）における測量・設計・地質調査・補償調査業務を行っています。７月の豪雨災害など災害発生時は、行政とともに地
域住民の安全と安心を守るため、技術力で地域社会の復旧・復興に貢献しています。

http://www.fujicc.co.jp

/

株式会社富士造型 松山市 Ｄ　建設業 ―
愛媛県を中心に住宅事業、総合建設業、店舗事業の3分野に事業展開しています。新しい創造と新しい価値の実現を目指
し、社員一同「奉仕と親切」の精神で日々チャレンジしています。

https://www.f-

zokei.com

株式会社フジデリカ・クオリティ 松山市 Ｅ　製造業 ―
中四国に展開するスーパーマーケット「フジ」で総菜の販売を行っています。総菜の商品開発・製造・販売という一体化経営を
行い、食の楽しさ、美味しさ、大切さを提案し、地域に愛されるオンリーワンの総菜製造小売であり続けることを目指していま
す。

http://www.fujidelica.c

o.jp/

株式会社二神組 松山市 Ｄ　建設業 ―

総合建設業として、建築・土木を主として行っています。
現在、主として道路・河川及び砂防や治山施設の土木工事を行うとともにマンション・学校等の新築工事、耐震工事、リフォー
ムを行っています。
当社は創業以来106年の歴史を持ち、高い技術力と地域に根ざした社業の推進で、地域からの信頼を得て今までの工事実績
を積み重ねています。

http://www.futagamigu

mi.co.jp

株式会社母恵夢本舗 今治市 Ｅ　製造業 ―
和・洋菓子製造及び販売
長年にわたり、その優しい味わいが幅広い世代に愛され続けています。さまざまなニーズに対応するために商品開発にも注力
しており、日本はもとより、世界に向けて自社ブランドを広げていくべく、努力を続けています。

http://www.poemehon

po.co.jp

株式会社松山機型工業 松山市 Ｅ　製造業 ―
当社は元々『木』の加工から始まりましたが、現在では精密機械加工にも取り組みながら、農業機械用部品・自動車用部品を
始め、各種産業用機械部品の型製作や部品加工を手掛けています。愛媛松山という地で活動しながら、国内は勿論、海外へ
も部品供給を行っています。

http://www.matsuyam

akigata.co.jp/

丸重商事株式会社 新居浜市 Ｉ　卸売業，小
売業

―
非鉄金属や化学薬品などの販売をはじめとし、大手メーカーのプロセス支援（構内物流）や陸運、金属加工業など様々な
フィールドで事業を展開し、豊かな未来作りに貢献します。

http://www.marujyu-

group.co.jp

南商事株式会社 松山市 Ｉ　卸売業，小
売業

―
大手メーカー、全国ご当地メーカー、海外からの輸入品などを買い付け、スーパーマーケット、飲食店などのお客様に対して、
アイスクリームの供給をしています。業界No.1の品揃え、販売戦略、企画の提案などを評価され、アイスクリームの専門商社とし
て創業73年目になります。

https://www.minami-

shoji.jp

ムラカミテクノワークス株式会社 新居浜市 Ｄ　建設業 ―
弊社は『ピタッとつなげる　グッとつながる　もっとひろがる』をキャッチフレーズに、仕事を通じて社会や人とのつながりを大切に
する会社です。弊社はプラント配管工事を主軸に化学プラントをはじめ、石油化学・発電・食品等の多種多様なプラント設備装
置の製作・現地据付を行っています。小規模ならではの風通しのよさと、ものづくりの楽しさを感じてもらえる環境にあります。

https://murakamitw.co.

jp

やまと印刷株式会社 四国中央市 Ｅ　製造業 ―
印刷及び加工業です。印刷だけでなく、カレンダーやメモ、付箋といった紙製品、包装用のフィルム製品の製造を行っていま
す。紙やフィルムをカットしたり型抜きしたり、製本・製袋も行います。更に梱包や組み立てを行い最終製品にするアッセンブ
リーまでグループで一貫して生産しています。

http://www.ty-

print.co.jp/

株式会社よしだ 新居浜市 Ｄ　建設業 ―
増改築リフォーム全般のプランニング・営業・施工管理「この会社は本当に皆の仲がいい」と社員が自慢するほど、社員同士が
和気あいあいとしているといわれます。しかし、そんな中にも競争意識は高く、お互いが切磋琢磨して成長し合っているところが
自慢できます。

https://www.reform-

yoshida.com/

米谷建設株式会社 新居浜市 Ｄ　建設業 ―
地元である新居浜市を中心に、幅広く建築工事・土木工事を手掛ける総合建設業者です。創業は昭和2年。以来93年間、地
元・新居浜市に密着した建築・土木事業を手掛けてきました。創業以来の引合いを頂いている、住友各社様をはじめ、公共工
事、寺社等から一般住宅まで幅広い業務実績があります。

https://www.yonetani-

k.jp/

株式会社よんやく 松山市 Ｉ　卸売業，小
売業

―

病院・診療所・調剤薬局等、全ての医療機関に医療関連商品と医療に関する最新の情報をお届けしている総合商社です。商
圏である愛媛県・徳島県での医療用医薬品の販売シェアNo.1の会社で、2018年6月に創業100周年を迎えました。新たに建築
した本社屋は快適で働きやすい職場環境であるだけでなく、大災害にも耐えうるハード面を備えています。また、社員教育にも
力を注いでいる会社です。

https://www.yonyaku.c

om/

株式会社渡辺建設 今治市 Ｄ　建設業 ―

事業内容：土木工事及び建築工事の施工
資本金：3,080万円
ＩＳＯ9001.14001認証・えひめ建設業ＢＣＰ認証・えひめ子育て応援企業・えひめ学校教育サポーター・健康づくり推進宣言・
クールビズ四国・愛媛県おいしい食べきり宣言事業所・健康優良法人2020中小企業部門・ひめボス宣言事業所

http://wataken.info
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