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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

株式会社愛亀 松山市 Ｄ　建設業 ―

道路工事を中心に、「インフラの町医者」として、街の社会基盤整（インフラストラクチャー）を守る会社で
す。インフラは、人と街の生命の源であり、人の手なくしては作り上げることはできません。「いい物しか
作らない　いいモノしか残らない」を掲げ、都市インフラのスペシャリストとしての使命感をもって、地元
愛媛から海外までのインフラを支えます。

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.j
p/

株式会社アイムービック 松山市
Ｇ　情報通信

業
―

AWS環境でのWebサイト・システム開発、保守運用、セキュリティ対策、Webマーケティング
■変化の激しいWeb業界だからこそ柔軟な開発体制が必要■
弊社開発体制の特徴として、社内にディレクション、デザイン、フロントエンド、バックエンド、保守運用の
各専門スタッフが所属し、プロジェクトの性質に合わせて柔軟に組み合わせができます。

http://www.eyemovi
c.com/

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・富士フィルム・理想科学・京セラ）
の販売及びサポート&サービス、プリンタ（キャノン・エプソン・富士フィルム・京セラ）の販売及びサポート
&サービス。コンピュータ・システム及び各種周辺機器の販売、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

https://www.agusas.
co.jp/

浅川造船株式会社 今治市 Ｅ　製造業 ―

創業73年、日本最大の海事都市今治で船造りを生業としてきました。私たちが目指してきたのは時代が
求める船造り。常に時代の声に寄り添い、品質の高い船を長年世に送り出してきました。どこよりも早く
化学製品輸送に特化したステンレスケミカルタンカーと呼ばれる船の建造に重点を置き、”地道に、愚直
に、徹底的に”をモットーに国内外の船主様に品質の高い船を提供してきました。

http://www.asazo.co
m

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.asadagu
mi.co.jp/

朝日共販株式会社 西宇和郡伊方町
Ｉ　卸売業，小

売業
― しらすを中心とした水産食料品の製造、加工、販売。

http://www.shirasu.j
p/

株式会社アテックス 松山市 Ｅ　製造業 ―

【創業87周年】電動いす・動力運搬車、農業関連機械・省力化機械を多品種製造する完成品メーカー
農業関連機械（草刈機・運搬車等）・電動車いす・省力化機械を開発・製造・販売している会社です。農
業機械は、草刈関連機械がマーケットで高いシェアがあります。ラジコン草刈機では業界1位のシェアで
す。また、電動車いす「マイピア」を展開し、国内業界2位の売上髙となっております。

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…温浴施設や宿泊施設、直売所を展開。クラフトビール作りにも挑戦。
子会社の小原ハム、チーズ工房醍醐等では、手仕事で職人がハムやチーズを作り、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700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.awashi
mado.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.andokog
yo.co.jp/

石岡建設株式会社 喜多郡内子町 Ｄ　建設業 ―

当社は1945年の創業以来、土木建設工事を通して地域の発展と共に歩んでまいりました。交通のイン
フラとなる道や橋をつくり挑戦と工夫を積み重ね、確かな技術力をもって、「より安心・安全な地域づくり」
に一貫して取り組んでいます。2020年12月には建設会社では県内初となるユースエール（ホワイト企
業）の認定を受けました。近年は福利厚生をより充実させ、ワークライフバランスの実現に力を入れてい
ます。

https://www.ishioka-
net.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専業メーカーで
す。創業者井関邦三郎の「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.j
p/

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/

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。
・令和3･4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1,318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.ichiwak
a.jp/

井原工業株式会社 四国中央市 Ｄ　建設業 ―

井原工業は、土木では四国で一番高い橋脚、建築では四国中央市役所などの中・大型物件、環境は地
域の浄水場などの施工実績が多い、創業100年の総合建設業です。「四国で生まれ、四国に育ち、四国
のためにこれからも」を合言葉に、四国の発展と共に成長してきました。文系・理系関係なく、四国で働
きたい・四国で活躍したい学生のご応募お待ちしております。

http://www.iharakog
yo.co.jp/

株式会社いよぎんコンピュータサービス 松山市
Ｇ　情報通信

業
―

・システム構築サービス
・ＩCＴコンサルティングサービス
・情報通信サービス
・パッケージソフトのご提供

http://iyoics.co.jp

株式会社宇和島プロジェクト 宇和島市
Ｉ　卸売業，小

売業
―

■宇和海の漁船漁業者・養殖業者の経営安定のための需要創造・開拓
■宇和海水産物の安定的販売チャネル開発、ブランド価値向上と安定供給
■水産物を中心に食品の高付加価値化を目指す商品開発・加工技術向上
■さらなる地産地消の推進と地域での職域づくり
■海外輸出促進　　　　　　　　　　　■宇和海水産物の海外輸出促進

http://www.project-
u.jp

https://www.itm-
gr.co.jp/ichiroku/
https://www.16hokut
o.com/

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
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産業

分類②
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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

https://www.npsyste
m.co.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、26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。高校野球を中心
に、独自のコンテンツ制作に心血を注いでいます。

https://eat.jp/index.
html

愛媛建設株式会社 北宇和郡鬼北町 Ｄ　建設業 ―

弊社は、愛媛県南予地方を中心に土木・建築・解体工事を行っています。
令和2年度からは、就職から定年まで長く就業できることを目的とし、健康経営と入社後のスキルアップ
につながる資格取得に注力しています。地域と共にある会社であり続けられるよう、また南予地域の発
展に貢献できるよう努力いたします。

https://www.ehimek
ensetsu.com

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
― トヨタ車販売および自動車整備・修理 http://www.e-tp.jp

株式会社大石工作所 新居浜市 Ｅ　製造業 ―

化学プラントを中心に、プラントで用いる大型圧力容器や輸送機器などの製造・整備・据付だけでなく、
プラント設計・製造・現場施工といったエンジニアリング業から、日常点検や品質管理・設備診断である
メンテナンス業までトータル保全計画を立案して行っています。（地域未来牽引企業認定、健康経営優
良法人認定、愛媛県スゴ技認定、愛媛県SDGｓ推進企業）

http://ois.gr.jp/

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70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/

オレンジベイフーズ株式会社 八幡浜市 Ｅ　製造業 ―
大手ハンバーガーレストランチェーンをはじめ、会員制倉庫型卸売小売店へ牛肉100％パティを供給し
ています。会社が設立されて約10年と比較的若い会社で、従業員の年齢も若く、活気のある職場です。

https://www.obfoods
.co.jp/

有限会社片上工務店 新居浜市 Ｄ　建設業 ―

大手工場や建設現場での足場工事、足場コンサルタント業。弊社の『難易度の高いプラント向けフル
オーダーメイド足場』は愛媛県の『スゴ技』として認定されています。インフラ設備、総合病院、大型商業
施設などの大規模工事、なかでも『工場の足場』に特化している点が大きな強みです。平均年齢35歳と
若く、仕事では切磋琢磨しオフは全力で遊ぶ、運動部のような活気のある社風です。

https://katakami-
recruit.com/

株式会社かどや 宇和島市
Ｍ　宿泊業，
飲食サービス

業
―

和風・郷土料理を中心に愛媛・東京で23店舗を展開しています。宇和島の郷土料理を通じて文化を大
切に守り抜き、「食」を通じて人に喜びや感動を提供できる企業を目指しALLかどやで邁進中です。業界
や田舎の常識にとらわれない、失敗してもチャレンジし続ける風土を大切に、人材を育成しています。

https://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.kadoyag
umi.com

株式会社カナン・ジオリサーチ 松山市
Ｌ　土木建築
サービス業

―

私たちの生活の基盤となる道路、橋、空港、トンネルなど、インフラ構造物を自社開発の技術を駆使し安
全で安心な社会インフラ維持のため、調査・点検している会社です。愛媛県本社を中心に、東京・大阪・
福岡等に支店、営業所を設け順調に事業を拡大しており、「愛ある技術で社会に貢献」を胸に地域の安
全を守りながら成長を続けています。

https://canaan-
geo.jp/

カミイソ産商株式会社 四国中央市 Ｅ　製造業 ―
日本一の紙処、四国中央市にてシール・ラベル、マスキングテープ、テーブルマット、コースター等を製
造している会社です。印刷と加工にこだわりを持ち、皆さんに満足いただける製品を作っております。地
元で作られた紙を使い、「紙から生まれるものづくり」に邁進しております。

http://www.kamiiso.c
o.jp/

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、生コンクリート圧送や運輸、
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.j
p

株式会社輝城 松山市
Ｉ　卸売業，小

売業
Ｄ　建設業

近年注目されております膜構造といった建築物の設計（一級建築士事務所）から施工までを行い、重要
文化財「道後温泉・火の鳥」から工業用までの膜構造建築を手掛けております。常に前向きに時代の変
化に対応できる企業を目指し、地元大学との共同研究を行い可能性のある企業になるために力をいれ
ております。社員全員が良き個性として向き合える会社です。

https://www.kjo-
ehime.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35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。昨年はレーザー付きドローンを
導入し、3次元測量・3次元設計を加速中ですが、働き方改革の推進で人手不足の状況です。地元愛媛
で働きたいと思っている学生の学生さんの応募をお待ちしています。

http://kyoritsukouei.j
p/

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50億円です。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.kyowado
uro.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.
co.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://koshin-n.co.jp
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光陽株式会社 今治市 Ｅ　製造業 ―

コロナ渦においても昨年は過去最高の売上と利益を計上。自己資本率79％のアパレル企業です。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。そして、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/

三共エンジニアリング株式会社 四国中央市 Ｄ　建設業 ―

当社は紙の町四国中央市に本社を置き、大王海運グループの一員としてプラント設備・事務所や倉庫
の設計施工、機械電気設備の保守、自家用発電機の保守管理等、社会基盤、産業基盤を支えるトータ
ルエンジニアリング会社です。環境に配慮したプラント設備として日本初となるトンネルコンポスト方式の
ごみ処理施設を建屋建築から機器設置まで一括で設計施工しました。

http://www.sankyoe
ng.co.jp/

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（1日最大約200万個の生産が可能）
・焼き菓子用オーブン設備あり、焼き菓子とアイスの複合品製造も強み
・第二工場（製氷）稼働（2020年）
・大手（ロッテ・明治・森永製菓・ハーゲンダッツジャパン等）のOEM専業
・FSSC認証取得工場

http:s//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 ―

・住宅・建設・不動産で今治No.1を目指すプロ集団です。
・働き続けるための保育料補助等、女性にやさしい企業です。
・インターンシップ受入可能
・是非ホームページをご覧下さい。

https://www.shigema
tsugroup.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、今年創業41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
るスーパーやドラッグストア、CVS等を中心により安全で安心な製品提供しています。また、賞味期限の
長いロングライフ製品の生産も手掛けており、同製品を更に賞味期限を延長したことで日本全国にある
問屋や通販との取引を更に拡大、更には海外への輸出も始めております。

https://www.pascon
et.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.c
o.jp/

株式会社四国ライト 今治市 Ｄ　建設業 ―

愛媛県内で道路のラインや標識、ガードレールなどの交通安全施設工事を展開しています。WE MAKE
SAFETYをスローガンに、地域の安心・安全を創り続けて、創業47年を迎えます。SDGs宣言、ISO規格も
認証取得しており、仕事を通じて社会貢献できる企業です。地元愛媛に根付いた仕事、形に残るモノづ
くりで、一緒に働いてくれる方をお待ちしております。

http://www.shikokuri
ght.co.jp/

システムアーク株式会社　四国支店 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・保守・運用
松山市で30年事業継続している事業所です。

https://www.sys-
ark.co.jp

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、SNS広告（Facebook/Instagram、
LINE、Twitter等）の運用支援事業、ネイティブ広告（Smartnews、Gunosy等）の運用支援事業、その他ア
ドネットワーク・DSP等の運用支援事業、Webサイトの企画・制作・解析、採用デジタルマーケティング事
業

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/

常裕パルプ工業株式会社 四国中央市 Ｅ　製造業 ―

「建材向け古紙パルプ」は、長年当社を支えてきた業界トップクラスシェアの事業。ペット用の商品開発も
進み、海外展開も視野にグローバルなフットワークも魅力的な注目ポイントです。「建築の屋根の防水
シート：アスファルトルーフィング」では、建物の屋根の雨水を防ぎ、豪雨災害などから、日常の暮らしの
安心・安全を守っています。「トイレに流せる紙：水解紙」は、新規事業として高齢化社会にマッチした、
介護用分野への展開を図ります。

https://www.joyu.co.
jp/

白石建設工業株式会社 新居浜市 Ｄ　建設業 ―

当社は、昭和34年の創業から愛媛県新居浜市内を本社に、総合建設業を主に営んでいます。現在で
は、グループ会社７社と連携し、エネルギー事業、リフォーム事業、不動産事業、農業、介護事業、住宅
事業など、幅広い活動を『未来あふれるまちづくり』をモットーに行っている会社です。若手を中心に新し
い事業に挑戦し続けています。

https://www.shiraish
i-inc.co.jp/

株式会社シンツ 松山市
Ｉ　卸売業，小

売業
―

当社は、創業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

正起ガス株式会社 新居浜市
Ｉ　卸売業，小

売業
―

創業67年、現在本社含め、3事業所あり。地域密着型の営業で、地元大手のお取引先とのお付き合い。
お客様とのコミュニケーションを大事に進めております。関連会社として、正浩商事㈱、創作地区、あか
がねタクシー㈱あり、グループ会社社員数約70名。お客様・会社・社員全ての繁栄を目指しております。

http://www.seikigas.
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、怪我や病気の保障等
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
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仙味エキス株式会社 大洲市 Ｅ　製造業 ―
食料品製造業
業務用エキス調味料及び機能性食品素材の製造・販売
一般消費者向け加工品食品の製造（グループ企業ブランド及び他社ブランド）

http://www.senmieki
su.co.jp

株式会社大旺 今治市 Ｄ　建設業 ―

昭和37年に愛媛県今治市で創業した弊社は、ものづくりの「やりがい」「楽しさ」「喜び」を進めるために、
働き方改革や最新技術を使った生産性の向上に努め、令和の建設産業を目指しております。建設業の
魅力は何といっても携わったものが家族に自慢できる、地域で長く使ってもらえることです。安心して永く
活躍できる環境でやりがいのある会社を仲間と共に創り上げていきませんか。

https://daiou.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/

株式会社大屋 西条市
Ｉ　卸売業，小

売業
―

【健康で豊かな暮らしを創造し、共に働く仲間の幸せを実現します】の理念の元、四国4県にドラッグスト
アmac54店舗、内マック調剤薬局を12店舗に併設展開しています。医療用医薬品だけでなく、OTC医薬
品・健康食品・サプリメント・雑貨・食料品などの提案により、地域の方に「マックがあってよかった」と
思っていただける店舗を目指しています。

https://www.daiya-
grp.co.jp/

谷本建設工業株式会社 大洲市 Ｄ　建設業 ―

大正10年創業以来、地元大洲を中心に土木・建築業を手掛ける総合建設会社です。ドローンを使った
3D測量と衛星からの位置情報を駆使したICT機器を導入して、効率化・省力化された新スタイルの建設
工事を行っています。新卒者や未経験者には、ベテラン技術者による教育・指導体制を整えていますの
で、働きながら学び成長することができる職場です。

http://taniken-
inc.com

株式会社中予精工 東温市 Ｅ　製造業 ―

当社は、超精密金型の設計製作を行っています。愛媛の地で、すべてにおいて、一貫生産を実現し、日
本のものづくりを支え続けています。世の中に溢れるものは、金型により大量生産され、消費者のもとへ
渡ります。その技術力は、多くの企業様に高く評価されています。金型は、ものづくりに欠かせない技術
の基盤であります。

https://www.chuyo-
seiko.jp/

露口建設株式会社 上浮穴郡久万高原町 Ｄ　建設業 ―
主に愛媛県と久万高原町発注の工事を請け負っています。年間を通して仕事が途切れないので、安定
した収入を得ることができます。
能力に応じて色々な資格取得をしていただきますので、自身のキャリアアップを目指せます。

徳永鉄建株式会社 西条市 Ｄ　建設業 ―

幅広く地域の建築物を手がけ、近年は特に住宅建築に力を入れ、「木心家」の屋号でお客様に本当に
喜ばれる、デザイン、技術共に優れた家づくりをしています。年間8～10棟＋企業関連建築で受注も安
定しています。今後の人材不足を考慮し、各部門、複数人の雇用を継続したいと考え、社員は全て正社
員として長く雇用する方針です。

http://team-
kigokoroya.jp/

トヨタカローラ愛媛株式会社 松山市
Ｉ　卸売業，小

売業
―

【事業概要】トヨタ自動車の新車販売、各メーカーの中古車販売、自動車修理・整備全般、保険代理店
業、通信機器販売、カー用品販売　等
【企業PR】当社はおかげさまで、今年で、創業55周年を迎えました。大きな変革期を迎えている中、一生
涯お付き合い頂けるコンシェルジュとして、新しい価値や体験、ソリューションをご提供できるヒトづくり、
お店づくりを目指し、日々挑戦しています。

https://toyota-
corolla-ehime.jp/

有限会社鳥生工務店 今治市 Ｄ　建設業 ―

建築及び土木工事の請負・設計・施工並びに監理、不動産の売買・仲介業務等を行っています。愛媛県
今治市（旧大西町）で、43年住まい造りをしてきた実績と、宅地分譲開発から不動産仲介業務もできる
地元企業の強みを生かし、自社社員大工・社員建築士による一貫システムを確立した「地域密着型トー
タルサポート工務店」です。

https://toryukoumut
en.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://nagahamakis
etsu.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。

http://nishi-shikoku-
mazda.co.jp/

株式会社西田興産 大洲市 Ｅ　製造業 Ｄ　建設業

当社は、愛媛県内で、公共事業を主体とした建設事業、護岸工事等で使用するブロックの製造、工事等
で使用する生コン・アスコン製造、管理型産業廃棄物最終処分場、高層ビルの外壁等のPC製品など複
数の事業を展開しています。地域社会との連携、地域社会への貢献、そして環境との共生を経営理念
に掲げて事業を展開している創業70年の伝統ある企業です。

https://www.nishidak
osan.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、主に公共土木工事（道路工事・河川工事・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。2021年よりICTを活用した工事を推進し、受注先からの要望の大きい高品質の土木工事
を提供できるよう、積極的に経営力の向上に取り組んでいます。

https://numada.co.jp
/

登尾鉄工株式会社 新居浜市 Ｅ　製造業 ―

大型建築物の鉄骨を製作する会社です。病院・庁舎・ミュージアム・大型ビル等、四国主要都市の街を
私たちの鉄骨が支えています。2021年度　新居浜ものづくりブランド認定企業、新居浜市SDGs推進企
業として認定を受け、新しい事へもチャレンジしています。大学生の皆さんに興味を持っていただきたい
のは、工務業務です。知識・経験は不要です。是非ご一考お願いいたします。

http://www.noborio.c
o.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.hakatano
shio.co.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。

株式会社日淺 今治市 Ｄ　建設業 ―
愛媛県発注・今治市発注の公共土木工事及び民間発注の宅地造成工事、外構工事等共に高評価を頂
いています。（令和２年度　愛媛県優良建設工事知事表彰・今治市優良工事表彰を受賞）
「安全・信頼・迅速」をモットーに更なる技術の向上を目指しています。

https://imabari.mypl.
net/shop/000036472
8/

株式会社ビージョイ 松山市 Ｅ　製造業
Ｉ　卸売業，小

売業

設立60年目のビージョイは、食肉の生産、加工、販売まで一貫した事業展開をしている食品メーカーで
す。安心安全な商品提供のため衛生管理体制を強化し良質な食肉を安定して供給することで愛媛の産
業の活性化に貢献しています。精肉（牛・豚・鶏等）や食肉加工品を愛媛県内の飲食店・ホテル・スー
パー等や中四国、関西圏のスーパー、百貨店等へ販売しています。

http://www.bejoy.jp/

檜垣造船株式会社 今治市 Ｅ　製造業 ―

日本屈指の海事都市今治で中小型造船を中心に製造しています。当社は、お客様のニーズに合わせて
700隻をこえる多種多様な建造実績があり、中小型輸送船では高いシェアを誇っています。また、新技術
の開発にも力を入れており、業界初のエコシップの開発・建造など時代のニーズに合った船作りを行っ
ています。

http://www.higaki.co.
jp
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尾藤建設株式会社 四国中央市 Ｄ　建設業 ―

創業94年、「より豊かなふるさとづくり」をテーマに、地場産業の発展と地域の暮らしの向上を支える地
域密着総合建設業です。
資格取得支援や評価給制度を導入しており、頑張りが認められる環境でスキルアップを後押しします。
勉強したい・成長したいという意欲のある方への応援は惜しみません。

https://bitoh.co.jp

福助工業株式会社 四国中央市 Ｅ　製造業 ―
総合パッケージメーカーである福助工業は、包む文化を通して暮らしをトータルに考える総合生活提案
型企業です。皆様の生活の身近なところにある各種パッケージの印刷・製造・販売を行っております。全
員が正社員として働き、個々が目標と責任感をもって心のこもったモノづくりに取り組んでいます。

http://www.fukusuke
-kogyo.co.jp/

藤岡建設株式会社 西条市 Ｄ　建設業 ―

1955年の創業以来、【人と自然そして地球の未来を考える】をテーマに人々の豊かな暮らしと社会の発
展に一貫して取り組んでおります。総合建設業に加え、生コン事業、リサイクル事業、再生可能エネル
ギー（太陽光発電、木質バイオマス発電）、林業、農業等を展開しており、環境配慮型コングロマリットと
して基盤を築くグループになります。

http://www.fujiokakk.
co.jp/

藤岡生コン株式会社 西条市 Ｅ　製造業 ―
藤岡建設（株）を中心としたFUJIOKAグループの一員で、【人と自然そして地球の未来を考える】をテー
マに人々の豊かな暮らしと社会の発展に一貫して取り組んでおります。藤岡生コン（株）は、生活基盤を
支えるコンクリートを安定供給しています。

http://www.fujiokakk.
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。30年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/

株式会社藤田製作所 西条市 Ｅ　製造業 ―

我々藤田製作所は減速機と呼ばれる産業機械に使われる鋳物部品の鋳造と機械加工を生業としてい
ます。今年で創業86年を迎える歴史ある企業ですが、『変化に挑戦、日々改善』のスローガンの基、【社
員一人一人の豊かな生活】と【会社の存続】を両立するためのアイデアを大切にするモノづくりの会社で
す。

https://www.fujitam.
co.jp

株式会社フジデリカ・クオリティ 松山市 Ｅ　製造業
Ｉ　卸売業，小

売業

中四国で展開しているスーパーマーケット「フジ」で惣菜を販売しています。惣菜の商品開発・製造・販売
を一気通貫で行っており、「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製造
惣菜小売であり続けること」を目指しています。

http://www.fujidelica
.co.jp/

株式会社二神組 松山市 Ｄ　建設業 ―

総合建設業（土木工事・建築工事）・一級建築士事務所・宅地建物取引業他
・豊富な経験と技術を強みに100年以上の歴史があります
・社員の健康・満足度向上への取り組み（健康経営優良法人認定）
・万全の成長フォロー体制で、新入社員の高い定着率

http://www.futagami
gumi.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.poemeho
npo.co.jp

堀田建設株式会社 八幡浜市 Ｄ　建設業 ―
“大きすぎず、小さすぎず”の会社です。堅苦しくなく、アットホームな雰囲気の職場ですが、長い社歴の
なかで社内制度や組織は充実され、施工能力では高い信頼を得ています。皆、自信と誇りを持って仕事
をしています。地元で安心して働ける会社です。

https://www.hotta-
grp.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.matsuya
makigata.co.jp/

株式会社マルカワ 四国中央市 Ｅ　製造業 ―

当社はお客様の大切な商品の顔である「パッケージ」を製造する印刷会社です。お客様の要望に込めら
れたデザインの意図をしっかりと把握し、美しく再現することが私たちの使命です。年々高まるお客様か
らの要望にお応えすべく、商品の設計開発から製造、納品までの全てのプロセスにおける管理の徹底
を行い高品質な物を造ることで、皆様に安心してお使いいただけるよう日々努めております。

http://www.marukaw
a-pe.co.jp

三木特種製紙株式会社 四国中央市 Ｅ　製造業 ―
社会と未来に機能性材料の製造、革新と進歩を通して貢献する。
「人と未来の調和を目指して！」

http://www.mikitoku.
co.jp/

株式会社三瀬商店 八幡浜市
Ｇ　情報通信

業
―

三瀬商店は、愛媛県内でauショップ7店舗（KDDI一次）、UQスポット2店舗、iCracked Store 1店舗を運営
しています。入社し安心して働いてもらえるよう、新入社員研修や店舗研修、基礎知識などの研修制度
も充実しています。また社内の取り組みとして、ワークライフバランスを推進しています。

http://www.mise200
1.co.jp/recruit

三原産業株式会社 宇和島市
Ｉ　卸売業，小

売業
―

エネルギー総合商社、自動車販売から車検・整備・保険に至るまでのカーライフサポート事業、肥料・飼
料・食品卸小売業、など多様な事業を展開しています。10年後・20年後を見据えて、様々な業務を経験
して頂き、その後その人に合った部署で力を発揮していただきます。様々な事業を展開している弊社だ
からこそ、皆さんが成長出来る場所を必ず提供できます。是非一度、企業見学にいらしてください。

https://www.e-
mihara.info

株式会社三好鉄工所 新居浜市 Ｄ　建設業 Ｅ　製造業

プラントの建設およびメンテナンス工事
プラント向け産業用機器の設計・製造
「モノづくりの会社だけどヒトづくりの会社」をキャッチコピーに、人を第一に考え、人材育成を大切にして
います。

http://miyoshi.gr.jp/

株式会社夢創 今治市 Ｄ　建設業 ―
主に愛媛県・今治市発注の公共工事及び民間土木工事を請け負っています。各種資格支援制度あり。
やる気がある人は伸びる環境です。
働き方改革推進中で月平均残業時間2時間以下（2021実績）

https://www.musoh.
biz

株式会社モリオト 四国中央市 Ｅ　製造業 ―

株式会社モリオトは三四半世紀（75周年）を迎えます。『リサイクル』という言葉が知られていない時代か
ら、総合リサイクル企業として資源の有効活用に寄与し、紙のトータルコーディネーターを目指してきまし
た。社訓である『伝承と創造』に基づき、技術やノウハウ、顧客を次世代へ引き継いでいくため、近年は
若手育成にも注力、経営者のみならず社員全員共有、伝承しています。

http://www.morioto.
co.jp

やまと印刷株式会社 四国中央市 Ｅ　製造業 ―

紙の町四国中央市で印刷会社として1918年（大正7年）に創業。今では印刷だけでなく、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。「失敗を恐れずチャレンジし成
長すること」「失敗に対して周囲がしっかりサポートすること」を全員が大切にしています。即戦力ではな
く、0から当社のカラーでじっくり成長することを目指していきます。

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/
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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.yonetan
i-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・調剤薬局等の医療機関に、医療用医薬品や医療機器等の販売と、最新の医療情報をお
届けしている総合商社です。迅速かつ安定的な商品の供給、ニーズに合わせた情報提供により、高い
評価をいただいています。少子高齢化社会や医療制度等、環境の変化に対応し、社業を通じて地域医
療に貢献しています。

https://www.yonyak
u.com/

リュウグウ株式会社 四国中央市 Ｅ　製造業 ―

1883年に創業、ファッションバック、ポリ袋、文具紙製品など「包装」のメーカーとして、自社製品を中心
に製造販売を行っています。「創意・誠意・熱意」の精神で「お客様が喜んでくれるモノづくり」を行い、実
績と信頼を築き上げてまいりました。そして、分野にとらわれず「自分のやりたいこと」を見つけることが
できる会社を目指しています。共に成長していきましょう！

http://www.ryugukk.
co.jp

株式会社菱進テック 西条市 Ｅ　製造業 ―
菱進テックは、半導体ウエハテスト、テストプログラム、治工具開発、信頼性試験等を行う会社です。西
日本最高峰石鎚山の麓に位置し、西条市の恵まれた工業インフラと自然災害に対して、比較的想定被
害の少ない立地を生かし、世界に通じる半導体のサプライチェーンの一端を担っています。

http://ryoshin-
tech.com/

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2021中小企
業部門・ひめボス宣言事業所

http://wataken.info
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