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　愛媛県は、第二次産業が集積する東予地域（県東部）、
第三次産業が盛んな中予地域（松山市を中心とする県中
央部）、そして、第一次産業が中心の南予地域（県南西部）
とそれぞれに特色ある産業が集積し、全国的にも珍しいバ
ランスの取れた産業構造となっています。
　特に、ものづくり産業に注目しますと、東予地域には、古く
より製紙業から紙加工業に至る紙関連産業が集積し、パル
プ・紙・紙加工品製造業の製造品出荷額等が全国１位の四
国中央市、江戸時代の別子銅山の開坑以来、化学や機械、
非鉄金属といった住友グループの企業城下町として発展し

てきた新居浜市、近年、鉄鋼をはじめ、飲料や化学、造船等の大手企業の工場立地
が目覚ましい西条市、更には、国内最大のタオル産地であり、世界に誇る造船や海運
会社が立地する今治市など、多彩な工業都市が連なり、日本屈指の高い技術力や優
れた製品を持つ「ものづくり企業」が数多く集積しています。
　また、中予・南予地域に目を転じますと、それぞれ地域に根ざし、地域特有の資源を
巧みに活用した、きらりと光る多様な「ものづくり企業」があります。
　県では、これら本県の誇る「ものづくり企業」の優れた技術や製品を、平成23年度に
「愛媛ものづくり企業「スゴ技」データベース」として整備し、毎年、その充実に努めて
いるところですが、令和2年度までの追加掲載等を含めまして、合計194社254技術の
データベースに増強いたしました。
　このデータベースを活用し、「愛媛の底力」とも言える本県の魅力ある企業や産業
集積を、内外に広くＰＲすることにより、販路の拡大につなげていくとともに、異業種間の
技術のマッチングに役立てていきたいと考えております。
　日々、イノベーションを志向されている企業関係者の皆様におかれましては、データ
ベース掲載企業に少しでも御興味をもたれましたら、ぜひとも、県庁担当部署まで御連
絡いただければ幸いです。このデータベースが、皆様のビジネスチャンスを広げるツー
ルの一助として、積極的に御利用いただけますことを念願しています。

m e s s a g e

愛媛県内 主要都市の
製造品出 荷額等　

愛 媛 県 の 産 業

四国4県構成割合

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
平成31年工業統計調査

（令和2年4月1日現在の推計人口）

愛媛県（45.0%）
4兆2,640億円

香川県（29.1%）
2兆7,619億円

徳島県（19.6%）
1兆8,531億円

高知県（6.3%）
5,944億円

Ehime's Amazing Techniques
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“しまなみ海道”
至 広島県尾道市

至 香川県

〈高速道路〉

造船・タオル・繊維・石油など

9,713億円

今治市

化学・一般機械・食料など

4,213億円

松山市

　愛媛県の推計人口（令和2年4月1日現在）は約133万人、県内総生産（名目）は約5兆1,498億円
（平成29年）、製造品出荷額等は約4兆2,640億円（平成30年）。
　本県の産業構造は、生産額ベースでみると第1次産業が2.1％、第2次産業が30.7％、第3次
産業が66.9％となっています。
　また、製造品出荷額等が多い業種は、非鉄金属（18.5%）、紙・パルプ（12.7％）、石油・石炭

（12.2％）、船舶などの輸送用機械（11.4％）の順となっています。
　なお、本県は、製造品出荷額等においては、四国全体の45.0%のシェアを有する工業県とし
ての特徴を持っています。

各県人口

人口
51万人

人口
15万人

愛媛県 約133万人　香川県 約95万人　徳島県 約72万人　高知県 約69万人

●タオル
●祝儀用品
　（水引・金封等）
●障子紙、書道用紙

【工業製品】主な日本一
（平成27年工業統計調査）

愛媛の日本一!!
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地域ごとの産業集積愛媛県内 主要都市の
製造品出 荷額等　

　四国中央市は、伝統的な水引工芸から紙・パルプの大型工場を有する大王製紙（株）など、高
度な最先端分野まで網羅する全国でも有数の紙の産地で、製紙・紙加工業の製造品出荷額等
は日本一を誇っています。同市には製紙メーカーとともにユニ・チャーム（株）やリンテック（株）な
ど数多くの紙加工業者が集積し、「紙製品なら、切手と紙幣以外は何でも作れる」といわれるほ
ど、生産品目が多岐にわたっています。
　新居浜市は、江戸時代の別子銅山開坑以来、住友金属鉱山（株）、住友化学（株）、住友重機
械工業（株）といった住友グループの企業城下町として名高い地域で、非鉄金属や化学関連、小
惑星探査機の物質採取装置製造企業など技術力の高い中小機械産業群が形成されています。
　西条市は、高耐食表面処理鋼板の開発・生産拠点である日本製鉄（株）瀬戸内製鉄所、シス
テムLSI製品等を製造するルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング（株）西条工場、液晶
偏光膜用フィルムのリーディング企業である（株）クラレ西条事業所、アサヒビール（株）四国工
場等の大手企業が集積する工業地域で、近年、最も企業立地が活発な地域となっています。

東予地域 四国中央市・新居浜市・西条市

　県内人口の約4割をかかえ、とりわけ松山市には、県都として行政の中枢機関等が集中してお
り、道後温泉や松山城を有する観光地として、商業、観光、サービス業等の第3次産業の集積が
進んでいます。
　航空機やスポーツタイプの自転車向け炭素繊維の供給基地である東レ（株）愛媛工場や、高
い強度を持つアラミド繊維を製造する帝人（株）松山事業所などの化学メーカー、農機具の大手
機械メーカーの井関農機（株）、環境関連分野にも積極的な展開をみせる大手ボイラーメーカー
の三浦工業（株）、健康・医療機器等を製造するPHC（株）、削り節などを製造する食品加工メー
カーのヤマキ（株）やマルトモ（株）などの国内トップクラスの企業やそれらを支える技術力の高い
中小関連企業のほか、県内の情報サービス業の大半が立地するなど、東予地域と並ぶ本県産
業のリーディングゾーンとなっています。

中予地域 松山市を中心とする中予地域

　日本有数のかんきつ類の産地として広く知られているほか、漁業でも県の魚であるマダイをはじ
め、ブリ、真珠の養殖が盛んで、第1次産業のウエイトの高い地域です。
　八幡浜地域には、古くからの水産練り製品の製造業者に加え、我が国で初めて魚肉ソーセージ
を開発したハム・ソーセージメーカーである西南開発（株）が立地しています。
　大洲市には、バイオテクノロジーを駆使して天然調味料エキスや特定保健用食品等を製造してい
る仙味エキス（株）が立地するほか、医療用脱脂綿や化粧綿などの衛生材料等を製造している丸三
産業（株）や旅館・ホテル向け業務用歯ブラシの全国トップメーカーである（株）アイテックなど、独自の
分野で高い企画・開発力を持った企業が立地しています。
　宇和島地域では、豊かな水産資源を活用した水産加工業を営む企業が立地しているほか、パー
ティークラッカーのシェア日本一を誇る（株）カネコなどがあります。

南予地域 八幡浜市、大洲市及び宇和島市を中心とする南予地域

東予地域 今治地域
　全国シェアの6割以上を占め、「今治タオル」のブランド化にも取り組む国内最大のタオル産
地で、衣服・繊維関連企業も数多く集積しています。また、海上交通の要衝であったため、古くか
ら海運業に加え、今治造船（株）や（株）新来島どっくなどの造船業やBEMAC（株）などの造船
関連の加工組立型産業が発展し、国内の鋼製貨物船新造数の約17%を占める日本屈指の造
船業の集積地となっています。このほか、石材、製瓦、漆器など、地域資源を活かした地場産業
や大手調味料メーカーの日本食研ホールディングス（株）、高品質な石油製品を精製する太陽石
油（株）など、多種多様なものづくり企業が数多く立地しています。
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“しまなみ海道”
至 広島県尾道市

至 香川県

〈高速道路〉

化学・非鉄金属・一般機械など

8,953億円

新居浜市

非鉄金属・電気機械・鉄鋼・飲料など

8,451億円

西条市

紙・パルプ・プラスチックなど

6,446億円

四国中央市

（平成31年工業統計調査）

人口
12万人

人口
10万人

人口
8万人

【農林水産品】主な日本一
（平成29〜令和元年、出典：農林水産省統計）

●かんきつ
●キウイフルーツ
●裸麦（みそや焼酎などの原料）

●真珠
●養殖真鯛

44年連続日本一！！

33年連続日本一！！

14年連続日本一！！

33年連続日本一！！

29年連続日本一！！

愛媛県イメージアップキャラクター
みきゃん



｢スゴ技」企業INDEX
愛媛ものづくり企業「スゴ技」データベース
http://www.sugowaza-ehime.com/
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繊 維
㈲石川テント
伊予屋タオル㈱
㈱工房織座
TMトミオカ㈱
㈱トーヨ
西染工㈱

05

㈱藤高
㈱丸山タオル
協同組合 菱花
家具・装備品
㈱サカワ
パルプ・紙・紙加工品
㈱五十崎社中
泉製紙㈱

06

カミ商事㈱
合鹿製紙㈲
清水㈱
大王製紙㈱
大富士製紙㈱
㈱TAMU

07

㈲だるま製紙所
㈱トキワ工業
服部製紙㈱
丸三製紙㈱
丸住製紙㈱
三木特種製紙㈱

08

りくう
㈱リブドゥコーポレーション
㈱和紙のイシカワ
化学工業
㈱アイテック
アイム㈱
シンワ㈱

09

㈱本田洋行
丸三産業㈱
プラスチック製品
岡本化成㈱
東洋殖産㈱
日泉化学㈱
福助工業㈱

10

㈲森下工業所
ゴム製品
ジャスティン㈱
㈱タケチ
窯業・土石製品
大伸㈱
日本ジスク工業㈱
フジワラ化学㈱

11

鉄鋼業
愛媛銑鉄鋳物工業団地協同組合
㈱越智鋳造所
新居浜機械産業協同組合
非鉄金属
道前工業㈱
金属製品
㈲アールエスカンパニー
㈱愛新鉄工所

12

阿部鉄工所
愛媛ボーリング機工㈱
㈱小笠原工業所
小田エンジニアリング㈱
㈱小野鐵工所
㈱クリタ

13

㈱栗田鋳造所
㈱ケン・マツウラレーシングサービス
㈱コスにじゅういち
㈱コスモ精機
㈲佐々木組
㈲サンテクノ久我

14

㈲塩崎製作所
㈱ジンノ工業
住友重機械ハイマテックス㈱
㈲大伸ステンレス
㈱ダイテック
ダイヤアルミ㈱

15

㈱大力
㈱高須賀製作所
㈲高橋工業
㈲タカヨシ工業所
㈱田窪工業所
竹中金網㈱

16

㈱タステム.
㈱谷口金属熱処理工業所
㈱中央ステンレス
㈱長曽鉄工所
ツウテック㈱
㈱続木鉄工所

17

㈲寺尾鉄工所
東和工業㈱
㈱西岡鉄工所
萩尾高圧容器㈱
㈲ホリエ
㈲松川工業

18

㈱ミヤタニ
㈱ユタカ
プラント
㈱大石工作所
加賀工業㈱賀
㈲片上工務店
㈱三好鉄工所

19

一般機械
IHテクノロジー㈱
㈱愛研化工機
㈲愛トリノ
㈱アテックス
㈱アドメテック
㈱いうら

20

イズミ精機㈱
井関農機㈱
潮冷熱㈱
(同)エヌエスコーポレーション
㈱大亀製作所
越智機械工業㈱

21

おべ工業㈱
川之江造機㈱
菅機械産業㈱
技研工機㈱
クリーンメカニカル㈱
三光機械工業㈱

22

㈱ジェー・エス・ティ
㈲シグマ企画
新和工業㈱
住重アテックス㈱
住友重機械プロセス機器㈱
㈱セルフリーサイエンス

23

㈱曽我部鐵工所
ダイオーエンジニアリング㈱
㈱ダイキアクシス
㈱大昌鉄工所
大和エンジニアリング㈱
㈱トップシステム

24

㈱日本キャリア工業
萩尾機械工業㈱
㈱フジコソ
㈱フラスコ
㈱松山機型工業
眞鍋造機㈱

25

㈱マルヤス
三浦工業㈱
宮田鉄工㈱
ヤマセイ㈱
ユースエンジニアリング㈱
㈱横崎製作所

26

電気機械
アプライズ㈱
㈱飯尾電機
ウインテック㈱
㈱エクセル電子
㈱エム・コット
㈱エムディテクノス

27

㈱OBU
岡田電機㈱
㈱サイバー
㈱シーライブ
システムエルエスアイ㈱
田中技研㈱

28

㈱テクノマジック
西機電装㈱
㈱日本システムグループ
PHC㈱
BEMAC㈱
㈱ホクト

29

リアラン㈱
㈱リバーテック
輸送機械
浅川造船㈱
今治造船㈱
イワキテック㈱
光永産業㈱

30

檜垣造船㈱
矢野造船㈱
米山工業㈱
IT・コンピューター
㈱インプット
㈱SSP
㈱NPシステム開発

31

㈱愛媛電算
㈱オーエムアイ
㈱ジツタ
㈱タイワ
㈱ニューウェイブ
㈱パルソフトウェアサービス

32

ピーシートレンド㈱
ビズニック㈱
㈱ファインデックス
農業生産法人㈱ミヤモトオレンジガーデン
食料品
朝日共販㈱
㈱えひめ飲料

33

㈱オカべ
㈱キシモト
㈲サンビーフーズ
四国乳業㈱
㈲進藤重晴商店
仙味エキス㈱

34

日本食研ホールディングス㈱
八水蒲鉾㈱
㈱マエダ
㈲松下海産
マルトモ㈱
ヤマキ㈱

35

その他
㈱越智工業所
㈱カネコ
佐川印刷㈱
セキ㈱
㈱Forest Crew
㈱フジカ

36 ベルグアース㈱
㈱水上塗装

※掲載している情報は2020年8月1日現在のものです。
掲載内容は変更される場合もありますので、ご了承ください。
※日本一のアイコンやパンフレット中のシェア・順位等は
掲載企業が調査したものです。

3 Ehime's Amazing Techniques



　「ピラミッド スズ（涼）シェー
ド」は屋根の上に日陰をつくり、
室内の温度上昇を抑えるエ
コテント。通気性のあるポリエ
ステル製のメッシュ素材に、フ
ッ素コートを施した生地を使
用。独自開発したピラミッド型
の止金具でしっかりと屋根に
固定しているので、少々の風
ではビクともしない。
　企業名やキャラクターなど
がプリントでき、屋根の上を広
告スペースとして利用できる。
同じ生地を使ったロールスク
リーンは壁や窓などに取り付
け可能。

エコテントで 地球を冷やす 
日かげのプロ

TMトミオカ株式会社
〒791-1121　愛媛県松山市中野町130　
TEL／089-993-7896　FAX／089-993-7895　
http://www.tm-tomioka.com　設立／平成2年7月　
資本金／2,000万円　代表者／代表取締役 宮道 享　
従業員数／16名　事業内容／テント製造・販売、レンタル
リース、サイン制作施工　売上高／非公開

TMトミオカ株式会社 繊維

株式会社トーヨ
〒799-1101　
愛媛県西条市小松町新屋敷甲2155-1
TEL／0898-72-5444　FAX／0898-72-5443
http://toyo-ltd.jp　設立／昭和47年7月　資本金／2,500万円
代表者／代表取締役社長 渡辺 学　従業員数／40名
事業内容／防護服・防護具の製造・販売　売上高／非公開

　アラミド繊維および素材を使用
した防護服・防護具などの防災
服や保安用品を専門に製造・販
売。繊維本来が持つ耐炎性、高
強力性などを活かし、軽量で作
業性が良くデザイン性の高い製
品を開発している。
　強度や熱など、それぞれの機
能に合わせて厳しい着用評価テ
ストを繰り返し実施し、さらなる安
全性を追求。生地の選別や組合
せなど細かい部分まで個別対応
を行い、小ロットにも対応できる。

株式会社トーヨ

安全と 快適求めた 防護服

繊維 日 本  一

これぞ

スゴ技

　金属製折板屋根に専用ブラケットとフレームで短時間
で取り付けられるルーフシェードは、低コストにもかかわ
らず、驚異的な遮熱効果を発揮する。
　丈夫なポリエチレンの特殊メッシュシートが日光を遮断
して屋根の上に日陰を作る。挟まれる空気層が熱伝導
を低減し、屋根の温度の上昇を抑える。その結果、室内
の温度も上がりにくくなって、夏場の空調の電力消費が
大幅に減り、環境負荷も下げることができる。

有限会社石川テント

ルーフシェード 屋根に日陰で エコロジー

有限会社石川テント
〒799-0113
愛媛県四国中央市妻鳥町
2935-4
TEL／0896-56-5042
FAX／0896-58-7991
設立／平成元年3月
資本金／500万円
代表者／取締役 石川 浩
従業員数／3名
事業内容／日除け製品、テント
製品、シート製品、ビニールカー
テン、高速シートシャッター
売上高／非公開

繊維

  これぞ スゴ技

  これぞ スゴ技

　タオルに浮かび上
がる有名人やキャラク
ターの写真。伊予屋
タオルによって「美写
紋」と名付けられたこ
の織り技術は、コンピ
ュータを駆使した画
期的な製織方法で特
許も取得。ボディはタ
オルとしての実用性も
備えており、記念品や
販促ツールとして需要
は高まる一方だ。
　また名前や模様を組み込んだ「夢織り姫」も人気。同社の製品は
常時100種類の色糸を揃えているなど徹底した生産システムで低
価格、短納期を実現している。

伊予屋タオル株式会社
〒799-1502　愛媛県今治市喜田村1-11-17　TEL／0898-48-3390　FAX／0898-48-8700
http://www.dokidoki.ne.jp/home2/iyoya/　設立／昭和42年10月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役社長 小田十一　従業員数／40名　事業内容／タオル全般、写真織タオル、名入れ
織り姫、プリントタオル　売上高／非公開

伊予屋タオル株式会社 繊維 日 本  一

名前入り 写真も浮かぶ
夢タオル

　旧式織機の研究や復元を手がけた
工房織座のオーナーが、昭和初期に
稼働していた旧式の着尺一列機「豊
田式織機」を復元。これは昭和初期、
豊田佐吉により造られた力織機で、現
在稼働しているものはほとんどないとい
うレアなもの。
　工房織座はこの機械を使った商品の

生産・販売を行
うほか、オリジナ
ルの新しい織技
術を開発。世界
でも希少性の高
い「たてよこよろ
けもじり織り」の
手法により、第3
回ものづくり大
賞経済産業大
臣賞を受賞した。

株式会社工房織座
〒794-0117　愛媛県今治市玉川町鬼原甲55
TEL／0898-55-2564　FAX／0898-55-2584
http://oriza.jp　設立／平成22年10月
資本金／300万円　代表者／代表取締役 武田正利
従業員数／10名　事業内容／コットンマフラー、リネ
ンマフラー、ウールショール、コットンキャップなど企画・
製造・販売　売上高／非公開

株式会社工房織座

織機が語る 昭和レトロの 新モダン

繊維

これぞ

スゴ技

西染工株式会社 繊維

エコ目指し 付加価値染める 自社の技

西染工株式会社
〒794-0027　愛媛県今治市南大門町4-5-1
TEL／0898-22-2588　FAX／0898-23-8478
http://nishisenkoh.com　設立／昭和43年11月
資本金／1,000万円  代表者／代表取締役 山本敏明
従業員数／50名  事業内容／繊維製品企画・製造・販売、染色加工
売上高／7億6,600万円（平成28年8月期）

　「染まるものはなんでも染めてみる」をモットーに、タオルをはじめ繊維製品全般の染
色を手がける。いち早く天然染料による量産体制を確立し、不純物を取り除く綿糸の精

練工程に天然オレン
ジ抽出成分を使用
するなど、エコ企業と
しての評価も高い。
　さらにオーガニック
認証（OCS）も取得。
インクジェット加工や
広幅テンター加工、
抗菌・消臭効果のあ
る白金ナノ粒子加工
などによる高付加価
値製品が注目を集
めている。  これぞ スゴ技
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　五十崎の手漉き和紙は、350年前から続く伝統産
業の一つ。その五十崎和紙と独創的なギルティング
のデザインをコラボレートさせた壁紙や小物を制作・
販売。
　ギルディングの技術は、パリ在住のデザイナー、ガ
ボー・ウルヴィツキ氏から直接学び、壁紙の商品開
発などでアドバイスも受けている。JAPANブランドの
育成支援事業社にも登録しており、五十崎の手漉
き和紙を使ったオリジナル商品の開発に努めている。

伝統を 継承・発展させた オリジナルの和紙
株式会社五十崎社中 パルプ・紙

紙加工品

株式会社サカワ
〒799-0301　愛媛県東温市南方2215-1
TEL／089-966-5566　FAX／089-966-4455　
http://www.sakawa.net　設立／大正8年7月
資本金／3,000万円　代表者／代表取締役 坂和寿忠
従業員数／30名
事業内容／電子黒板・
黒板・ホワイトボードの
製造・販売、大規模木質
構造建築事業、不燃木
材の製造・販売
事業所／東京、広島（営
業所）　売上高／非公開

　上部にスピーカー付きのプロジェクターを設
置した感圧式電子黒板「しゃべるくん」は、投
影された画面を直接触ってPC操作したりと、
文字を書き込めるタッチパネル的な使い方が
可能。既存の黒板に取り付けられる「しゃべる
くんスライド式」は、省スペースで地震の揺れ
にも安心な構造。
　掲示板と黒板の機能を併せ持った世界初
ドットシステムのホーローケイジ板、正確に映
像を投影するUDV黒板など、さまざまな製品
を開発している。

株式会社サカワ

黒板と IT器機を 併用する

家具・装備品 日 本  一
これぞ

スゴ
技

　平成20年、今治の次代を担うメーカーがそれぞれの
専門技術を結集させ、異業種のコラボレーションユニッ
ト「協同組合 菱花」が誕生。織りを手がける（株）上脇、
染めの西染工（株）、イグサ織りの技術を持つ諏訪紋匠
の3社である。
　菱花は世界初となる高密度・超幅広ジャガード織りを
実現。同23年には産業振興貢献賞を受賞。今後の「菱
花ブランド」の確立を目指して、新しいユニットの挑戦は
始まったばかりだ。
協同組合菱花
〒794-0043　愛媛県今治市南宝来町2-8-14
TEL／0898-31-1308　FAX／0898-24-2738
http://www.artisans-ryoka.com　
設立／平成20年6月　資本金／100万円　
代表者／代表 上脇大智　事業内容／繊維製品企画・製造・販売
売上高／非公開

協同組合菱花

文様を 染めて織りなす 
未来絵図

繊維 日 本  一

先端の 古紙処理技術に 川清く
泉製紙株式会社

泉製紙株式会社
〒799-0101  
愛媛県四国中央市川之江町1523
TEL／0896-58-2427
FAX／0896-58-6589
http://izumi.kami.ne.jp
創業／昭和21年1月　資本金／4,500万円
代表者／代表取締役社長 宇高昭造
従業員数／81名　事業内容／再生紙のトイレ
ットペーパーの生産、再生紙のペーパータオルの
生産、関連商品の外注生産　売上高／非公開

　化学薬品を大量に使用し、水質汚染の原因とな
っていた従来の方式を大きく変えた古紙再生シス
テムを構築。これは古紙再生繊維同士の摩擦力を
利用し、インクを気泡に吸着させて除去するもの。
　また、エネルギー源単位の低い抄紙機を開発し、
古紙1tあたりのCOD（化学的酸素要求量）や電
力・燃料消費も大幅に軽減する“環境にやさしいト
イレットペーパー製造プロセス”を開発した。世界最
先端の古紙処理技術として、高い評価を得ている。

パルプ・紙
紙加工品

  これぞ

 スゴ技

これぞスゴ技

株式会社五十崎社中
〒795-0301　愛媛県喜多郡
内子町五十崎甲1620-3 
TEL／0893-44-4403  
FAX／0893-44-4403　
http://www.ikazaki.jp
設立／平成20年7月　資本金／
300万円　代表者／代表取締役 
齋藤宏之　従業員数／3名
事業内容／和紙加工品製造・販売
売上高／非公開

株式会社丸山タオル
〒794-0801　
愛媛県今治市東鳥生町3-1-48
TEL／0898-23-0403　
FAX／0898-32-0403
http://maruyamatowel.co.jp
設立／昭和59年4月　資本金／
9,570万円　代表者／代表取締
役 丸山 要　従業員数／37名
事業内容／タオル製造業
事業所／東村第二工場、西条プ
リント工場　売上高／非公開

プリントと より機で紡ぐ 新個性
株式会社丸山タオル 繊維

これぞ

スゴ技

　「タオルは直接肌に触れるものだから、より安全に」をコンセプトに、バスタオル、フェ
イスタオルなど上質のタオルを提供。2本の糸をより合わせ、自社で“糸”をよることがで
きる「より機」は同社の大きな強み。業界でもあまり例をみない同機を使い、ラメ入りな
ど個性的なタオルを提案し続けている。
　最新のプリント工場では、フルカラーの写真織を実現。
パイル織と同時に写真織もできるコンピュータプログラ
ム技術は、タオルの可能性を大きく広げた。

　高い技術力と独創的な企画力で、約90年にわたって業界をリード。タオル純国
産品出荷量では国内トップクラスの実績を誇る藤高が提案するのは、幅190cm
の総柄にも対応できるコブランFXの技術。また、世界初の「五彩織」は、織の常
識を超えたさまざまな柄の表現が可能となった。
　さらに柔らかく吸水性のあるタオル綿糸Ｆ90を
使い、多彩なカラーバリエーションを実現した「F90 
COLOR COLLECTION」も話題を呼んでいる。

株式会社藤高

90年の 歴史が織りなす 夢タオル

株式会社藤高
〒794-0026
愛媛県今治市別宮町3-5-16
TEL／0898-32-5100
FAX／0898-31-2210
http://www.fujitaka.co.jp　 
創業／大正8年8月　資本金／
2,000万円　代表者／代表取
締役社長 藤高豊文　従業員
数／161名　事業内容／タオ
ル製品、タオル関連製品　事業
所／東京事務所　売上高／38
億円（令和元年8月期）

繊維

  これぞ スゴ技
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大富士製紙株式会社
〒799-0401　愛媛県四国中央市村松町510
TEL／0896-24-3385　FAX／0896-24-7824
http://www.daifuji.co.jp
設立／昭和34年11月　資本金／4,650万円
代表者／代表取締役社長 服部 正  従業員数／69名 
事業内容／紙製造、紙加工・販売　売上高／非公開

　これまでにない高い安全性と品質で、医療・
介護や食品、精密機械製造など、厳格な条件を
もつ多くの現場で高い評価を得ているケアペー
パー、ウェットペーパー。
　「エンドユーザーにしっかりと伝
わる価値の創造をもって社会貢献
する」という意思を全社員で共有し、
従来品では難しかったスペックを
実現した。営業や流通など、ソフト
面もその価値の重要な要素と捉え、
SCMやVPNといった、メーカーでは
珍しい管理システムを導入している。

大富士製紙株式会社

ペーパーで 現場を変える 創造力

パルプ・紙
紙加工品

　消費者からの肌触りについての不満
の声に応えて誕生した「エリエール＋
Water」。世界初の製造技術で、保湿成
分を配合し、シートに含まれる水分率を
170％（当社通常品比）アップ。肌にやさし
く、なめらかな触れ心地を実現した。
　「まじ軽っ！」は、品質はそのままに、重
さは約14％軽量化、紙厚は13％スリム化

（当社通常比）した、薄くて軽い省資源
型のPPC用紙。輸送時のCO2削減など
に貢献している。

大王製紙株式会社
〒799-0492  愛媛県四国中央市三島紙屋町2-60
TEL／0896-23-9001　FAX／0896-23-5694
http://www.daio-paper.co.jp　設立／昭和18
年5月　資本金／397億円　代表者／代表取
締役社長 佐光正義　従業員数／2,359名
事業内容／紙、板紙、パルプ及びその副産物の
製造加工並びに販売、日用品雑貨の製造加工・
販売、機能性フィルム、粘着シート及び粘着剤等
合成樹脂材料の製造加工・販売、前各号に関
連するプラントの設計、据付、売買並びに技術指
導　紙・板紙及びパルプ製造加工に係る原材
料・燃料の売買　山林及び木材の売買、造林、
製材、木材加工並びに緑化・造園業 他
事業所／東京本社、大阪支店、名古屋支店、九
州支店、三島工場・可児工場、横浜・さいたまなど
全国主要都市に営業所・出張所、海外事業所　
売上高／5,464億円（令和2年3月期連結）

大王製紙株式会社

プラスする 
総合製紙メーカーの 
省資源

パルプ・紙
紙加工品

清水株式会社 パルプ・紙
紙加工品

　全国の学校行事や七夕祭の必需品、装飾用の造花になる色京花紙（お花紙）の
生産で国内シェア1位を誇る。コシがなく、色あせもしやすかった従来品を、専用の刃
を持つリファイナーや、退色しにくい染料など、様々な研究努力で改善してきた。
　なかでも最も神経を使うのが染色で、日光堅牢度を高く保ち、生産ごとの発色を
一定に保つため、高品質な特殊染料を使用し、気候により配合を微調整する。カラ
ーバリエーションの多さも特徴。

合鹿製紙有限会社
〒799-0431  
愛媛県四国中央市
寒川町2523
TEL／0896-25-2323　
FAX／0896-25-2160　
設立／昭和27年4月　資本金／
400万円　代表者／代表取締役社
長 曽我部秀樹　従業員数／22名
事業内容／色京花紙、書道半紙製
造　売上高／3億3,000万円（平成
28年4月期）

合鹿製紙有限会社

全国の 祭りを彩る 京花紙

パルプ・紙
紙加工品 日 本  一

これぞスゴ技

  これぞ スゴ技

これぞ
スゴ
技

カミ商事株式会社
〒799-0404　愛媛県四国中央市三島宮川1-2-27
TEL／0896-23-5400
FAX／0896-23-5476
http://www.kamisyoji.co.jp
設立／昭和37年4月
資本金／4,800万円
代表者／取締役社長 井川勝正
従業員／200名　事業内容／紙・板紙・
家庭紙・パルプ及び製紙原料の卸売　
支店・営業所／東京、名古屋、大阪、九
州、仙台、北関東、横浜、鳥取、広島
売上高／1,079億円（令和元年6月期）

カミ商事株式会社

　新しい紙の在り方を追求すると共に、今後さらに求められる紙のリサイ
クルと環境との共生を念頭に置いて、原料の調達から研究・開発、製造、
加工、販売、物流までを手がける紙の総合商社。
　産業用紙、新聞用紙、一般洋紙からティッシュ
ペーパーやトイレットロール、紙おむつなどの家庭
紙、特殊紙、製紙原料を取り扱う。暮らしのさまざ
まなシーンを支えている紙の可能性を追求。あら
ゆる需要に対応した製品を提案、供給する。

新しい 紙の未来を 追求中

パルプ・紙
紙加工品

これぞ
スゴ
技

　サッカーや野球などの優勝決
定戦や船の進水式、各種イベン
トを彩る装飾テープ・紙ひもを製
造・販売する日本で数少ない専
門メーカーで、国内シェアの8割
を同社の製品が占めている。
　水に溶けやすく土に還る自然
にやさしい素材を使い、安定した
発色と色数の多さが特長の火
の鳥観光テープや、七夕や運動
会などの装飾としても多用される
フィルム製のビーナステープのほ
か、サンシャインテープ、レインボ
ーテープ、マーカーテープ、紙紐
など、さまざまな製品を取り扱っ
ている。

清水株式会社
〒799-0401
愛媛県四国中央市
村松町594-1
TEL／0896-23-8740　FAX／0896-23-8761
http://shimizu-ltd.jp　設立／昭和35年6月
資本金／1,500万円　代表者／代表取締役 清水龍司
従業員数／8名　事業内容／装飾テープ及び紙紐の製造販売
売上高／非公開

色鮮やかな 装飾テープが イベントを彩る

  こ
れぞ

 ス
ゴ技

 日 本  一

株式会社TAMU

環境に やさしい紙の パッケージ
　熟練者でなければ操
作が難しい打ち抜き機械
や、職人の手作業により
高いデザイン性と耐久性
のある紙箱を製造。主力
商品は円筒形の紙箱で、
紙の目を互いに組合せ強
度を高くするなど製造技
術の高さには定評がある。
　顧客のニーズに応えた
個性的で耐久性の高い
製品の開発にも柔軟に
対応。愛媛県産業技術
研究所での耐久テストで
は、加重に強いだけでなく、
冷凍保存にも非常に強い
耐性が証明されている。

株式会社TAMU
〒791-0816　愛媛県松山市恵原町甲1371
TEL／089-961-1514　FAX／089-961-1504
http://tamunohako.com
設立／平成15年2月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 田村克彦　従業員数／17名
事業内容／印刷紙器、各種紙箱、紙ダル（紙製包装容器
と紙製ゴミ箱）、企画・製造・販売　売上高／非公開

パルプ・紙
紙加工品
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　一般に紙の原料とされる木材パルプ。三木特種製紙はこれのみ
にこだわらず、天然素材（三椏・マニラ麻等）、化学繊維ほか、あらゆ
る繊維を水に分散してシート化を図り、多彩な用途の特殊紙を生み
出してきた。
　その特殊紙の研究・開発は「全国発明賞」、紙パルプ技術協会

「藤原賞」「地方発明奨励賞」「第一回科学技術庁長官賞」など
数々の栄誉を受賞。機能紙、湿式不織布のリーディングカンパニーと
して、新たなステージを目指す。

特殊技 あらゆる繊維を シート化する
三木特種製紙株式会社
〒799-0101
愛媛県四国中央市川之江町
156
TEL／0896-58-3373
FAX／0896-58-2105
http://www.mikitoku.co.jp
設立／昭和28年2月
資本金／5,000万円
代表者／代表取締役 三木雅人
従業員数／188名（平成31年4
月1日時点）
事業内容／粘着テープ基材、メ
ンブレンフィルター用基材、食品
用フィルター、電気絶縁紙、バッ
テリーセパレーター　事業所／
東京　売上高／69億3,500万円

（令和元年7月期）

三木特種製紙株式会社 パルプ・紙
紙加工品 日 本  一

これぞ

スゴ技

環境に 人にやさしい 紙づくり

丸住製紙株式会社
〒799-0196
愛媛県四国中央市川之江町826
TEL／0896-57-2222　
FAX／0896-59-1001
http://www.marusumi.co.jp
設立／昭和21年2月
資本金／12億円

代表者／代表取締役社長 星川一冶　従業員数／700名
事業内容／新聞用紙、出版用紙、電話帳本文用紙、塗工紙、微塗
工紙、上質紙、中質紙、情報用紙、下級紙、包装用紙、クラフトパル
プの製造ならびに販売　事業所／東京、大阪、名古屋、九州
売上高／595億円（令和元年11月期）

丸住製紙株式会社 パルプ・紙
紙加工品

これぞ

スゴ
技

　平成19年、ECF方式及び中濃度オゾンによるパルプ漂白を
導入したクラフトパルプ製造設備を完成。排水や大気汚染など
を低減するとともに、蒸解工程で抽出した廃液を濃縮後、バイオ
マスボイラーで燃焼し、発電することで化石燃料の削減を推進。
　チップはFSC認証を取得し、環境に配慮した木材原料調達

に取り組む。古紙についても、
利用率を高める設備や技術
研究開発に注力し、リサイク
ル企業の一翼を担っている。

　大正8年「手漉き和
紙」の製造からスタート。
主として紙加工品の原
紙を受注生産し、障子
紙、書道半紙から耐油
紙、レーヨン・ラミネート
紙、特殊紙など多彩な
ラインナップを抱える。
　このほど高い耐火性
を持ち、有害物質不検
出の難燃紙を開発。ホ
ウ酸を使い、火を近づ
けても炭化するだけで
燃焼しない「難燃紙」
の高度技術は、布、糸
などへの展開も可能。
低コストで「人」と「環
境」にやさしい同商品
に期待が集まっている。

丸三製紙株式会社
〒799-0111　愛媛県四国中央市金生町下分742
TEL／0896-58-3450　FAX／0896-58-3502
http://www.marusanseishi.co.jp
設立／昭和22年6月　資本金／5,000万円
代表者／代表取締役社長 節田誠二
従業員数／21名　事業内容／乾燥剤原紙、耐油紙、レーヨン・ラミ
ネート紙、プリンター用紙、書道半紙、レーヨン障子紙、インソール原
紙など製造販売　売上高／非公開

丸三製紙株式会社

 “ものづくり” 
「難燃紙」で 新展開

パルプ・紙
紙加工品

有限会社だるま製紙所 パルプ・紙
紙加工品

  これぞ スゴ技

高品質 元祖の強み お茶パック
株式会社トキワ工業

株式会社トキワ工業
〒799-0704  愛媛県四国中央市土居町津根2663-1　TEL／0896-74-6115
FAX／0896-74-8021　http://ochapack.com　設立／昭和54年7月　資本金／1,200万円
代表者／代表取締役 北野輝美　従業員数／46名
事業内容／お茶パック、コーヒーフィルター、お料理パック等不織布製品の開発・製造・販売
事業所／東京、大阪、福岡　売上高／4億1,000万円（平成25年5月期）

パルプ・紙
紙加工品 日 本  一

　昭和58年、世界初のお茶パックを発売。“一家の常備定番”として、
改良を重ねながら現在もシェア1位を守り、海外でも主に紅茶用とし
て広く使われている。
　開発当初は適した不織布がなく、理想的な薄さで丈夫、食品用と
して無害で無味無臭、漂白剤などを
使用しないという条件の下、3年を
費やして開発。生産はすべて
自社設計の機械で行われ、
独自の規格により
各部寸法などが
厳しく管理される。

これぞスゴ
技

　平成13年より電解水を利用したクリ
ーニング、スキンケア用品を販売開始。
それまでのウェットティッシュで培ったノ
ウハウも役立ち、現在ではキッチンペ
ーパーに代わる主力となった。
　アルカリ電解水、重曹電解水、強酸
性電解水、それぞれのクリーニング効
果などの特性を活かし、生活と健康に
役立つ商品をバリエーション豊富に展
開するが、すべてに共通するのは「人
にも環境にもやさしく」という理念だ。

守ります
キレイと元気
電解水

服部製紙株式会社
〒799-0112  愛媛県四国中央市金生町山田井171-1
TEL／0896-58-3005　FAX／0896-58-3306
http://www.hattoripaper.co.jp
設立／昭和25年11月  資本金／8,350万円　代表者／代表取締役社長
服部正和　従業員数／150名　事業内容／化粧品、ウェットティッシュ各種、
清掃用消耗品（スプレー・シート）、ティッシュペーパー、キッチンペーパー（台所
用品全般）、その他　事業所／東京支店、九州営業所、大阪営業所
売上高／45億円（令和元年8月期）

服部製紙株式会社 パルプ・紙
紙加工品 日 本  一

  これぞ スゴ技

　すでに雑草が繁茂している法面（水田畦畔）にセンチピードグラスの種子を
吹付播種し、芝生化させることで除草作業を軽減化する雑草抑制法を確立。
従来の吹付施工では既に雑草が繁茂する法面において種子の定着が困難
であったが、今治産タオルの端材を再利用した製紙原料を用いる特殊な活着
材を使用することで定着率の悪さを克服。
　活着材は天然素材のため、吹付後は次第に腐食し土壌表面への残留もない。
平成23年には特許を取得し、特に西日本において多数の施工実績を持つ。
有限会社だるま製紙所
〒799-1325　愛媛県西条市新市396-2　TEL／0898-66-5057　FAX／0898-66-5770
http://www.daruma-p.com　設立／昭和31年5月　資本金／300万円
代表者／代表取締役 渡森雅寛　従業員数／9名　事業内容／厚紙の製造販売、インテリア和
紙パネルデザイン、雑草抑制事業、農産物の生産・販売　売上高／非公開

畦畔を芝生化させ 除草の労力を 軽減

  こ
れぞ

 ス
ゴ技
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株式会社アイテック

印刷から 充填加工まで 一貫生産を

株式会社アイテック
〒795-0071　愛媛県大洲市新谷乙1382
TEL／0893-25-0640　FAX／0893-25-5764
http://www.aitec-dc.com　設立／昭和34
年8月　資本金／1,481万円　代表者／代表
取締役社長 久保 登　従業員数／190名
事業内容／化粧品・医薬部外品製造、その他
事業所／大洲市（工場3カ所）、内子町（工場1
カ所）　売上高／ホームページに掲載

化学工業

  これぞ スゴ技

　「紙製の掃除機取り替えパック（各社
共通タイプ）は膨らみづらくもったいな
い」といった不満の声から開発した、特
殊3層構造の不織布を採用した「そうじ
っこ®」。基材が柔らかいので自在にフィ
ットし、吸引力を落とすことなく集塵性能
を確保することができる。
　工業用・光学用の材料として幅広く
使われるPETフィルムの高熱に縮むとい
う弱点に対応した「スーパーアニールフ
ィルム」は、150℃30分の高熱負荷下に
おいて、わずか0.1%しか収縮しないとい
う特長を持っている。

アイム株式会社

顧客ニーズから 生まれる ソリューション
化学工業

アイム株式会社
〒799-0704　 愛媛県四国中央市土居町津根2309-1
TEL／0896-74-7555　FAX／0896-74-4501　https://www.imx.co.jp/
設立／昭和35年5月　資本金／4,000万円　代表者／代表取締役　石川健太郎
従業員数／120名　事業内容／掃除機用取り替えパック・粘着クリーナー・水切り袋
等の清掃用品、剥離性や低熱収縮・帯電防止機能等を備えた機能性フィルム等の開
発・製造・販売　売上高／非公開

これぞスゴ技

　大手メーカー開発部門に勤
務後、スタンフォード大学院（機
械工学科）へ進んだという生粋
のエンジニアである社長の生
み出すアイデアで、画期的な
OA用紙を多数開発。国内外
で取得した特許も少なくない。
　その技術力とハードの進化
に合わせて多様化するニーズ
に応えていくという、業界の合
理化傾向とは逆の考え方が強
い競争力の秘密だ。プリンタの
細かなマイナーチェンジにもき
っちり対応していくなどして、リ
ピーターの信頼を得ている。

株式会社和紙のイシカワ
〒799-0111  
愛媛県四国中央市金生町下分1583　TEL／0896-58-2424
FAX／0896-58-1256　設立／昭和62年5月　資本金／1,000
万円　代表者／代表取締役 石川順一　従業員数／10名
事業内容／和紙、OA対応特殊紙・フィルム・クロス生地等の開
発・販売　売上高／1億6,000万円（平成26年7月期）

株式会社和紙のイシカワ

進化する プリンタ用紙の サイエンス

パルプ・紙
紙加工品

これぞ

スゴ技

　和紙の原料である楮
こうぞ

に水分子、気体分子の吸着
機能を保有するゼオライトを担持させた「呼吸する
和紙」を開発。紙縒りを一筋一筋、手作業で編み込
み、ゼオライト楮を漉いて、繊細な楮繊維の濃淡を軽
やかに表現した商品を製作している。
　モダンなデザインの「呼吸する和紙」は湿度調節
や消臭機能があり、空間に癒しの効果をもたらしてく
れる。最大サイズは2,800mm×1,500ｍｍで、すべて
手づくりのオーダーメイド。

癒しと 可能性あふれる 空間デザインを
りくう
〒797-0010　
愛媛県西予市宇和町明間1093
TEL／0894-89-1276　
http://www.requ.jp　
設立／平成24年7月
代表者／代表 佐藤友佳里　
従業員数／3名　事業内容／
和紙インテリアデザイン、和紙商
品開発、空間コーディネート
売上高／非公開

りくう パルプ・紙
紙加工品

　1965年にトーヨー衛材としてスタ
ートし、大人用紙おむつメーカーとし
て主たる事業活動を行ってきた。また、
第二の経営の柱として取り組んでき
たメディカルディスポーザブル事業拡
大に伴い、2002年社名を（株）リブドゥ
コーポレーションと一新した。
　介護と治療の両面で生きる力を応
援する企業として、医療の総合サプ
ライヤーを目指す。

株式会社リブドゥコーポレーション

Care＆Cure
医療と介護に
新風を

株式会社リブドゥコーポレーション
〒799-0122  愛媛県四国中央市金田町半田乙45-2 TEL／0896-58-
3019　FAX／0896-58-2570　http://www.livedo.jp　設立／昭和40
年4月　資本金／7億7,324万7,850円　代表者／代表取締役 社長執
行役員 宇田 正　従業員数／948名　事業内容／大人用紙おむつ、メデ
ィカルディスポーザブル用品　事業所／大阪本社、四国本社、東京支社、
横浜営業所、仙台営業所、金沢営業所、名古屋営業所、広島営業所、
九州営業所　売上高／460億円（平成31年3月期）

パルプ・紙
紙加工品

これぞスゴ技

　ホテルや旅館のアメニティグッズ
の製造・販売で、No.1のシェアを誇
るトータルアメニティ企業。ラミネート
チューブやパウチなどの容器の製
造から、パッケージの印刷、化粧品
などの充填加工までを、最新の設
備を整えた自社工場で一貫生産。
　容器には様々な印刷ができ、オリ
ジナリティあふれる容器を納品可
能。すべての工程が自社で行われ
ているので、安心・安全かつ高品質
な商品を短納期、小ロットで提供し
ている。

  これぞ

 スゴ技

　不織布の専門メーカーとして、
乾式など5方式の生産設備・製
造技術と天然繊維・化学繊維
などのさまざまな原料の組合せ
により、多種多様な機能性を備
えた付加価値の高い商品の開
発・製造・販売を行っている。
　食品、フードサービス、医療、
衛生、生活関連、土木・建築、農
業・園芸分野まで幅広い領域を
カバーし、開発から製造・加工、
品質管理までの一貫体制で市
場ニーズや顧客の要望を具現
化している。

シンワ株式会社

5種類の 製造技術で 思いのままに
化学工業

シンワ株式会社
〒799-0113　 愛媛県四国中央市妻鳥町249-2
TEL／0896-58-1100　FAX／0896-58-1106　
http://www.shinwacorp.jp　設立／大正10年　資本金／4,810万円
代表者／代表取締役社長 井上和久
従業員数／265名　事業内容／不織布製品の開発・製造・販売　
売上高／93億円（平成28年12月期）

これぞスゴ技
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　自動車・液晶・金型などの部品事業、
半導体・液晶向けの薬品材料・包材な
どの情報電子事業、フィルム・シート等
のオリジナルプロダクツ事業、樹脂コン
パウンド他の受託事業と4つの部門で
展開を図る。
　LEDを入光させ、板の表面に微細
加工を施すことで出光させる導光板
の技術は、薄く、軽く、高輝度、省エネ
で業界でも高い評価を得ている。また、
低圧射出プレス成形技術では、第2回
ものづくり日本大賞優秀賞を受賞した。

液晶に 微細加工の 導光板
日泉化学株式会社 プラスチック

製品

これぞ
スゴ
技

日泉化学株式会社
〒792-8584　愛媛県新居浜市西原町2-4-34　TEL／0897-33-4171　FAX／0897-32-8978
http://www.nissen-chem.jp　設立／昭和32年7月　資本金／4億5,000万円
代表者／代表取締役社長執行役員 一宮 達　従業員／323名
事業内容／【自動車事業】自動車用内・外装樹脂加工製品及びその金型の製造販売　【カスタム事業】家
電部品・サニタリー用品、レジャー用品及び金型の製造・販売　【電子事業】電子材料・高純度薬品等の販
売　【オプティカル事業】導光板、バックライトユニットの製造・販売　【受託事業】各種樹脂コンパウンド他
事業所／愛媛・東京・大阪・千葉・埼玉・三重・滋賀 等　売上高／304億円（平成31年1月期）

　軟包装資材メーカーとして、主要6部
門（合成樹脂製品、ラミネート製品、食品
容器製品、紙製品、不織布製品、複合
製品）で業界トップを走る福助工業。特
にレジ袋ではシェア日本一を誇っている。
　同社製品のなかでも、2011年に販売
開始した「バイオレフィンＨ」は、サトウキ
ビの廃糖蜜（砂糖生産後に残る糖蜜）
を原料としたレジ袋。従来のレジ袋と見
た目や強度は変わらずCO2は最大約65
％削減。脱石油推進にも大きく貢献して
いる。

福助工業株式会社
〒799-0495　愛媛県四国中央市村松町190
TEL／0896-24-1111（代）
FAX／0896-23-8745
http://www.fukusuke-kogyo.co.jp
設立／昭和24年4月　資本金／4億円　代表
者／代表取締役社長 井上治郎　従業員数／
1,012名　事業内容／軟包装資材製造販売　
事業所／（支店）東京、名古屋、大阪、九州、産
業資材営業部、（営業所）仙台、埼玉、横浜、静
岡、広島、四国、（工場）本社、埼玉、三重、馬路、
井ノ久保、津根、土居、関川、ラミネート、新居浜、
大分、福岡、豊岡、中国上海、インドネシア
売上高／1,059億円（平成30年3月期）

福助工業株式会社

エコ時代 
サトウキビから レジ袋

プラスチック
製品

  これぞ
 スゴ技

 日 本  一

東洋殖産株式会社 プラスチック
製品

東洋殖産株式会社
〒791-3191　愛媛県伊予郡松前町筒井1515 東レ愛媛工場内　TEL／089-984-0079
FAX／089-984-5863　http://www.toyoshokusan.co.jp/index.html　設立／昭和50年6月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役社長 柏木保寛　従業員数／260名
事業内容／プラスチック製品製造　売上高／21億円

最軽量 ハイテク素材の 
バレーボール支柱

これぞスゴ技

　これまでのバレーボール支柱は、重く扱いにくいといった問
題点があった。独自の研究開発により、東レのカーボンファイバ
ーを素材に使用した支柱は、従来のスチール支柱の3分の1と
いう画期的な最軽量のバレーボール支柱。運搬や据付も安全
に行え耐久性も抜群。
　CFRPを活用した製品の提案も行っており、耐食性の要求
される構造体の部材など各種用途に応じた部材の提供もし
ている。

　1960年、創業者である岡本重
利がチューブ状フィルムによりテープヤー
ンを製造する方法を世界で初めて開発。
以来、合成樹脂延伸テープヤーンのパイオニアとして、全国展開を果たしてきた。
　最新開発製品の「エコですタイ」は、生分解樹脂性で針金を使わない今風のひねり
結束材。金属探知機に反応することなく、再利用も可能だ。国内オンリーワンの電線用
テープ、半導体トレー用バンドなど、次 と々アイデア商品を生み出している。

岡本化成株式会社

｢エコですタイ」 
多品種テープの 
パイオニア

岡本化成株式会社
〒794-0804　愛媛県今治市祇園町3-4-15　TEL／0898-23-2300　FAX／0898-23-5337
http://www.okamoto-kasei.co.jp　設立／昭和47年4月　資本金／1,500万円
代表者／代表取締役会長 岡本昭雄　代表取締役社長 岡本武賢　従業員数／50名
事業内容／リボン類、包装用テープ・バンド、通信ケーブル用テープヤーン、ポリエチレン袋等のプラスチ
ックの製造　売上高／6億5,000万円（平成28年3月期）

プラスチック
製品

  これぞ スゴ技

　世界の国々からコットンの原
料となる綿花を輸入し、コットン
原料として加工・販売している
メーカー。原反分野においては、
日本で初めて純粋脱脂綿（コッ
トン100%）をウォータージェット
で特殊交絡したノーバインダー
のガーゼ調スパンレース不織布

「ミラクルコットン」の製造技術
を開発する。
　自社ブランドとしても化粧綿を
はじめ、綿棒、ウエットティッシュ、
お茶パックなど、一般向けの綿
製品も製造・販売。

オリジナルの 
繊維関連技術を
開発する

丸三産業株式会社
〒795-8508　愛媛県大洲市徳森1349　TEL／0893-25-5131　FAX／0893-59-4013
http://www.marusan-sangyo.co.jp　設立／昭和23年10月　資本金／2億9,000万円
代表者／代表取締役社長 菊池元宏従　従業員数／420名　事業内容／ブリーチッドコット
ン（晒綿）、コットン不織布（脱脂綿原反含む）、化粧綿、脱脂綿&アルコールコットンなどの製
造・販売　事業所／東京、大阪、名古屋、福岡　売上高／129億円（平成28年2月期）

これぞ

スゴ技

丸三産業株式会社 化学工業 日 本  一

　ウェットシートを手袋型に成形
した「手袋シャンプー」は、水を
使わずに髪の根元まで頭皮をし
っかりと拭き清めることが可能。
爽快感・清潔感を追求し、アルコ
ールフリーで肌にやさしい薬液
を使用しているため、幼児から
高齢者まで肌の弱い人にも安心
して使用することができる。
　左右対称形状で両面余すと
ころなく使えるのも特長のひと
つ。介護・入院時、災害時、防災
備蓄品として、またスポーツやア
ウトドアの後など様 な々シーンで
活用することができる。

株式会社本田洋行

水を使わず 頭皮の汚れを 隅々まで 拭き取る
化学工業

株式会社本田洋行
〒799-0111　愛媛県四国中央市金生町下分928-1
TEL／0896-58-2412　FAX／0896-58-3962　
http://www.hondayoko.co.jp/　設立／昭和31年3月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役社長　田邊龍夫
従業員数／51名　事業内容／パルプ・薬品・不織布卸、プラスチック成型、
ラミネート加工、不織布加工など　売上高／32億円（平成28年12月期）

これぞスゴ技
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日本ジスク工業株式会社 窯業・
土石製品

　難削材を含む各種金属（鉄、SUS、タン
グステン、モリブデン、インコネル等）パイプ
やムク材を高精度・良切断面で切断可能
であり、注射針、工業管、電子部品等の
切断には欠かすことができない薄物切断
砥石を扱う。
　各種金属の大量・高精度切断を可能
にした精密自動切断機の開発も行ってお
り、各種工業管や注射針製造には必要
不可欠な切断機として利用されている。

日本ジスク工業株式会社
〒793-0035　
愛媛県西条市福武甲1833-1　
TEL／0897-55-3299　
FAX／0897-55-3918
http://www.nihon-disk.com　設立
／昭和20年5月　資本金／1,200万円
代表者／代表取締役 寺田浩敬　従業
員数／20名　事業内容／精密切断砥
石の製造・販売、精密時同切断機の製
造・販売　売上高／非公開

切り落とす 見事な断面 
薄物切断砥石

  これぞ

 スゴ技

　ゴムの可能性を追求し、さまざま
な産業分野へ応用可能な精密
ゴム部品を製造。特に電気冷
蔵庫用ガスケットでは、日本トッ
プクラスのシェアを誇る。日本で
初めてビルの外壁用に開発された
構造ガスケットは、六本木ヒルズや東京
ドーム、海外の超高層ビルにも使用さ
れている。
　ファイン・メカニカル・エンジニアリングラバー＆プラ
スチックスを目指す会社として高性能精密ゴムと並
び、高性能プラスチック部品も製造。なかでも車載用
回転センサに使われるプラスチック磁石は、成形寸
法・着磁精度を評価され高いシェアを誇っている。

株式会社タケチ

精密ゴム部品 
独自の技術で開発する

株式会社タケチ
〒791-1121　愛媛県松山市中野町甲936
TEL／089-963-1323　FAX／089-963-4485
http://www.takechi.co.jp　設立／昭和32年3月
資本金／1億円　代表者／代表取締役社長 重松康弘
従業員数／296名　事業内容／プラスチック製品製造業、ゴ
ム製品製造業　事業所／吹田本部、東京支店、（工場）松山、
砥部、伊予、唐川、小田、金型、柵原、茨木
売上高／42億9,400万円（令和元年7月期）

これぞスゴ技

 日 本  一 ゴム製品

有限会社森下工業所
〒793-0044　愛媛県西条市古川甲242
TEL／0897-56-5371　FAX／0897-56-1787　
http://www.pla-morishita.co.jp
創業／昭和45年1月　資本金／2,300万円
代表者／代表取締役 森下雄一　従業員数／16名
事業内容／工業用プラスチック製品加工業、一般
管工事業
売上高／2億円（平成26年4月期）

有限会社森下工業所

工業用 プレート加工量 四国一

プラスチック
製品

　半導体の洗浄ほか、樹脂加工の需要が
高まる昨今。同社は、工業用プラスチック加
工の蓄積されたノウハウを駆使し、切断・切
削・接着・溶接・配管、大型製品から小物部
品まで、一貫した技術で時代のニーズに応
えている。その製品は「強度・美観ともに優
れている」と高い評価を得ている。その裏
には、角度を変えるための治具と工具開発
など、独自の技術開発が光っている。
　今後の水処理やリサイクル業界（金属）
への展開も期待される。

これぞスゴ技

　阪神・淡路大震災をきっかけに、
日本建築における瓦屋根の耐震
工法に取り組んできた同社が独自
に開発した「耐震箱棟eeBOX」。
従来の棟に使用していた土や漆
喰を排除し、木製もしくは樹脂製の
BOXに瓦を直接ビス打ちして固定
することで強度と耐久性を確立。
　低コストで簡単に施工できる工
法を追求し辿り着いた耐震箱棟
eeBOXは、2016年の熊本震災後
30棟以上の実績を上げている。地
震国・日本になくてはならない技術と
して注目を集めている。

大伸株式会社

軽くて 施工容易な 地震に強い 瓦屋根工法

窯業・
土石製品

大伸株式会社
〒793-0006　愛媛県西条市下島山甲1465-3
TEL／0897-58-2746　FAX／0897-58-2747　
http://www.eebox.info　設立／昭和61年10月
資本金／100万円　代表者／代表取締役 十亀政宏
従業員数／5名　事業内容／瓦屋根耐震システム製造、施工
売上高／非公開

これぞスゴ技

ジャスティン株式会社
〒799-0101 愛媛県四国中央市川之江町3125-3
TEL／0896-58-4455　FAX／0896-58-7867　http://justin.jp
設立／昭和35年3月　資本金／8,000万円
代表者／代表取締役社長 種田宗司　従業員数／100名　事業内容／工業
用品の設計、製造および施工・販売　事業所／観音寺（事業所）、高松・坂出・
徳島・高知・松山・今治・西条・三原・岐阜・大阪・東京（営業所）
売上高／32億5,000万円（平成30年12月期）

　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ことが可能。
社内全てのPCにCADを導入し、全
社員が全加工機につながるデータネ
ットワークを構築している。
　プレス機に必要な金型作成用機
械を始め、単発プレス、連続プレス、
自動カッター、水圧カッターと加工機
も充実しており、単品からまとまった
ロット数まで対応でき、最短15分で製
造可能な加工システムと配送システ
ムにより、顧客のプラント・工場の安定
操業に貢献している。これぞ

スゴ
技

緊急事態に 対応可能な システムを構築
ジャスティン株式会社 ゴム製品

　建物の内装・外装用仕上材
の開発から販売までを一貫し
て行う壁材製造メーカー。社
内の研究開発部門で開発さ
れた高品質な特殊壁材は、社
の理念でもある“人が安心し
て住める美しさとやすらぎの空
間”を創造する。
　揮発性有機溶剤を使用しな
い、珪藻土仕上塗材のシルタ
ッチシリーズは、室内の湿度や
温度調節、悪臭物質・有害物
質の吸着など、シックハウス症
候群等への対策となる機能を
持つ。高品質でデザイン性の
高いブランドとして国内外から
評価が高い。

フジワラ化学株式会社

壁材を 通して 暮らしの 環境を守る

フジワラ化学株式会社
〒799-1342　
愛媛県西条市大新田94　
TEL／0898-64-2421
FAX／0898-64-4034　
https://www.fujiwara-chemical.co.jp　設立／昭和42年12月
資本金／9,300万円　代表者／代表取締役 赤岡泰光
従業員数／160名　事業内容／建築用内外装仕上材の開発・製造
事業所／仙台、新潟、関東、静岡、名古屋、大阪、広島、四国、福岡、
岐阜　売上高／非公開

  これぞ

 スゴ技

窯業・
土石製品 日 本  一
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株式会社愛新鉄工所 金属製品

　ガードレールへ付着した金属片に
より、交通弱者が負傷する事件をきっ
かけとして「セーフティボルト」を開発

（NETIS登録商品）。独特な形状は日
本唯一であり、他の産業界での活用を
広く募集している。重大事故からの人
命を守る、日本初の水充填式の衝撃吸
収防護柵「セーフティウォール」も全国
に展開中（下写真）。
　“安心・安全な環境創り”のため、独
創的なアイデアの画期的商品で全国
展開を目指している。

有限会社アールエスカンパニー

目指すは 
WE MAKE 
SAFETY

有限会社アールエスカンパニー
〒794-0084　愛媛県今治市延喜甲840-1
TEL／0898-31-8851　FAX／0898-31-8801
http://www.shikokuright.co.jp/product/
safetybolt.html/　設立／平成14年6月　資本
金／500万円　代表者／代表取締役 神村正之
従業員数／2名　事業内容／道路交通保安用
品の販売、土木建築資材の販売　売上高／非
公開

これぞスゴ技

金属製品 日 本  一

これぞスゴ技
一筋に 銅合金を 加工する

道前工業株式会社
〒793-0065　愛媛県西条市楢之木姥ケ橋377　
TEL／0897-57-9083　FAX／0897-57-7604
http://www.dozen.co.jp/　
設立／昭和42年2月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 真鍋隆太
従業員数／16名　事業内容／銅合金鋳物製造、機械加工
売上高／3億6,000万円（平成29年1月期）

道前工業株式会社 非鉄金属

　銅合金は摺動性に優れていて
焼き付きを起こしづらく、ライナー
や軸受け（ブシュ）の材質として
使用される。道前工業が開発し
たDZ400はアルミニウム青銅
鋳物をベースにし、ニッケルと
アルミの量を適正に設定。
　さらにある元素を加えた
特殊アルミニウム青銅鋳物
合金で、引張強さ600N/
mm2以上、ブリネル硬さ
HB210以上、伸び3.0％
以上という目標をクリア
し、高温耐摩耗性に
優れている。

　「住友の企業城下町」として蓄積された高技術をベ
ースに、製缶、配管、機械加工など独自開発や設備の
拡充で確かな発展を遂げる高度技能集団。1988年

「相互扶助」の精神で、新居浜地域の鉄工所が集
結して創設され、全国的な機械技術展にも精力的
に出品している。
　現在は78社（2016年4月現在）が参加。ものづくり
技能・技術の継承、独自製品開発、高度技術取得
に向け、その拠点施設で人材のスキルアップを目
指している。

工都・新居浜の
ものづくり拠点の 技能集団

新居浜機械産業協同組合
〒792-0896　愛媛県新居浜市阿島1-5-50
TEL／0897-47-6230  FAX／0897-47-6231
http://www.kisan.jp　設立／昭和63年5月
資本金／780万円　代表者／理事長 萩尾孝一
従業員数／3名　事業内容／組合員のための
受注開拓事業、共同購買事業、教育情報
売上高／564億円（平成29年7月期）

新居浜機械産業協同組合 鉄鋼業

  これぞ スゴ技

　組合員各社で大物から量産小物まで様々な鋳物製
品が製造されており、あらゆる問合せに対して的確な製
品・技術を紹介できる。受電設備、水道、コンプレッサー
設備・製品を分析する試験設備など、生産に必要な基
盤を組合が整備することで、各社のコスト削減に貢献。
　全国の大手メーカーを取引先に持ち、団地全体の鋳
物生産量は四国の70％を占めている。溶湯での元素分
析とできあがった製品による試
験の二重チェック体制で品質管
理も行っている。

愛媛銑鉄鋳物工業団地協同組合

鋳物関連 個性豊かな 製品群

愛媛銑鉄鋳物工業団地協同組合
〒791-0522　
愛媛県西条市丹原町田野上方1016
TEL／0898-68-6066　
FAX／0898-68-7984　
http://www.e-imono.or.jp　設立／
昭和47年7月　資本金／7,594万円
代表者／理事長 大亀右問　従業員
数／310名　事業内容／建設機械、
農業機械、自動車など各種産業機械
等の鋳物部品　売上高／6億5,150万
円（平成28年3月期）

鉄鋼業

　製品の80％が建設機械
や農業機械などの減速機
や駆動部に使われる、重要
保安部品と呼ばれるもの。
強靭な素形材を使用し、高
精度で剛性のある製品は、
安全性と信頼性、耐久性に
おいて高い評価を得ている。
　高度な中子成型技術によ
り、厚・薄肉、複雑形を得意と
し、金枠サイズで最大900×
600mmまで対応できる。生
型製造技術の改良により大
量生産を可能にし、中物中
量生産を特徴とした生産体
制にて、高品質な製品を安
定的に生産している。

製品の 生産量は 四国一

株式会社越智鋳造所
〒791-0522　愛媛県西条市丹原町田野上方1016
TEL／0898-68-7305　FAX／0898-68-7466
http://www.ochichuzosho.com　設立／昭和
23年8月　資本金／9,000万円　代表者／代表取
締役社長 越智 優　従業員数／92名　事業内容
／銑鉄鋳物製品の製造および販売　事業所／名
古屋　売上高／25億8,412万円（平成26年2月期）

株式会社越智鋳造所 鉄鋼業

これぞ

スゴ技

これぞ
スゴ
技

株式会社愛新鉄工所
〒792-0861　愛媛県新居浜市清水町12-50
TEL／0897-33-7070　FAX／0897-32-2320
http://www.aishin-web.jp　設立／昭和15年4月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 片座 寛
従業員数／35名　事業内容／プラント設計・メンテナンス、
搬送、運搬機器製造、機械加工、ユニット組立仕上げ
売上高／5億1,000万円（平成29年度1月期）

純国産の 大型クレーン 走行装置
　造船所などで使われるゴライアスクレ
ーン、ジブクレーン、日本有数の製鉄メー
カーのレードルクレーン等に使用される
大型クレーンの走行装置関連品を、製
缶溶接、機械加工、組立、試運転まで社
内で行う一貫製作体制のもとに製造し
ている。
　安全性や品質の観点から、クレーンの
走行装置やレールクランプ、スプレッダー
などの主要ユニットは国内製作を希望
する顧客も多い。一貫製作体制の強み
を生かし、「素材調達から仕上げまで」、
責任を持って顧客の期待に応えている。

これぞ

スゴ技
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株式会社小野鐵工所 金属製品

巻取ドラム
加工から塗装まで
一貫生産

株式会社小野鐵工所
〒792-0893　愛媛県新居浜市多喜浜6-6-43
TEL／0897-46-0311　FAX／0897-46-0339
設立／昭和37年9月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役社長 小野雄史
従業員／20名　事業内容／各種起重機、運搬機械、各種ロール、
各種ドラム、各種環境設備機器の製造　売上高／非公開

これぞ

スゴ技

阿部鉄工所

へびコンと おーカムバックで 新開拓

阿部鉄工所
〒791-0301　愛媛県東温市南方2260-4
TEL／089-966-4595　
FAX／089-966-4842
創業／昭和43年　代表者／阿部良博　
従業員数／20名　事業内容／U型トラ
フ・カーブコンベア、伸延コンベヤ、下降急
傾斜コンベヤ、廃プラ油化装置等の製造
売上高／非公開

愛媛ボーリング機工株式会社
〒794-0069
愛媛県今治市クリエイティブヒルズ2-6
TEL／0898-35-4345　FAX／0898-35-4346　
創業／昭和45年12月資本金／1,000万円　代表
者／代表取締役 岡部 史　従業員数／19名　
事業内容／船舶の船尾軸心、舵軸心ボーリング
工事、ブッシュ加工 ZP据付台座面、クレーンポス
ト座面機械加工　売上高／非公開

小田エンジニアリング株式会社
〒791-0212　愛媛県東温市田窪805-1
TEL／089-964-3021　FAX／089-964-1016　設立／昭和
60年1月　資本金／1,000万円　代表者／代表取締役社長 
渡辺計人　従業員数／11名　事業内容／精密金型設計製
作、金属・プラスチック試作品設計製造、治具・工具設計製作、
商品企画・設計・製造・販売　売上高／非公開

株式会社小笠原工業所
〒791-0054　愛媛県松山市空港通5-10-3
TEL／089-972-0043　FAX／089-973-5404
http://ogasawara-k.com　設立／昭和41年9月
資本金／3,000万円　代表者／社長 小笠原英之　従業員／21名
事業内容／ステンレスタンク及びスチールタンクの製造・販売、
LPガス及び高圧ガスの販売
売上高／5億592万円（令和元年度9月期）

愛媛ボーリング機工株式会社

小田エンジニアリング株式会社

株式会社小笠原工業所ボーリングに
夢を掲げて 半世紀

企画から量産まで 対応できる
超精密金型製作技術

災害時の安心を
提供する 貯水タンク

金属製品

金属製品

金属製品

金属製品

　「おーカムバック（廃プラ油化装置）」は、これまで廃棄、埋め立て処理してき
たプラスチックなどの石油製品を、IH加熱方式で熱分解することで、重質油、
軽質油など液状燃料の抽出を可能とした画期的な環境対応技術といえる。
　またU型トラフ・カーブコンベヤ「へびコン」は、従来のベルトコンベヤでは難し
い、曲がった狭い道路や渓流沿いなどの土砂処理に対応。延伸、下降急斜コ
ンベヤも活躍している。

　高い精度が求められる造船現場での
ボーリング工事。同社が携わるのは、船の
推進と進行方向を決める船尾部。この船
尾の軸心や舵軸心の内径切削が従来
の機械に比べ、バイト1回転で切削できる
量が約2倍にアップする機械を独自開発。
　さらに、切削バイトを回転させる速度を
内径サイズや材質・状態により簡単に調
整できる画期的制御装置も開発・導入。こ
の機械や長年培った同社ノウハウを駆使
することで、工期は30％ほどの短縮が可
能となった。

　超精密金型製作技術を用いた金属・プラスチック製品のトータルプランニング
を得意とする企業。顧客からの製品企画の依頼に対してデザイン製作・試作品
製作・量産金型製作まで、す
べて一貫してサービスを提
供することができる。
　±1μの精度で仕上げる
熟練工の技術、超硬合金
への穴あけや彫り込みも可
能な設備を有しており、自動
車、カメラ医療機器など国
内有数の一流メーカーにも
1,000を超えるアイテムを納
入している実績を誇る。

　オールステンレス製飲料水用貯水槽
に、循環タイプと保存タイプをラインナッ
プ。水道管の敷設状況や敷地面積とい
った据付場所の条件によって両タイプを
使い分けすることにより、据付場所を選
ばず設置できるようになった。
　循環タイプは人口密集地区に、保存タ
イプはそれ以外の末端にまで設置が可
能。どちらも省スペースで設置できるタワ
ー型で、簡単な操作で飲料水を取り出
すことができるため、今後の災害対策と
して期待される商品となっている。

　全国の巻取ドラム製造メーカーのなかで、
唯一、全プロセス（巻きパイプ製造→製缶溶
接→熱処理→溝加工および仕上げ加工→
塗装）を行うことのできる一貫製造体制を確
立している。
　国内最大級のベンディングローラー装置
を保有し、40mm厚で、長さ3～4mの大型パ
イプ加工も可能。国内で数社しか製造され
ていないリーバスドラムは、重層して巻くこと
により吊り下げ能力が通常のドラムより高く、
小型・軽量化の技術が注目されている。

  これぞ
 スゴ技

これぞスゴ技

  これぞ スゴ技

　鋳造と機械加工の試作・量産に対応し、油圧・空圧機器、建設機械、電動機などの信頼性
ある強靱鋳鉄部品を幅広く製造。高速かつ省力化の進んだ新鋭鋳造設備を活用し、慎重
な製品材質の管理と保証を行いながら、熱処理まで可能な一貫した生産体制を整えている。
　ラピッドプロトタイピングによる試作鋳造は木型・金型の製作が不要で、迅速かつ精密に試
作が可能。鋳鉄だけでなく、銅合金にも対応している。

鋳造品 
金型不要で 
試作可能

株式会社クリタ
〒793-0046　愛媛県西条市港1-1　TEL／0897-56-2016　FAX／0897-56-5001
http://www.kurita-cast.co.jp　設立／昭和24年9月　資本金／2,400万円
代表者／代表取締役社長 栗田陽一　従業員数／45名
事業内容／輸送機械・産業機器用鋳鉄鋳物部品の製造・販売　売上高／11億円（平成28年9月期）

株式会社クリタ 金属製品

これぞスゴ技

 日 本  一
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有限会社佐々木組 金属製品

高精度な 高張力鋼板の 製缶・溶接技術

有限会社佐々木組
〒792-0002　愛媛県新居浜市磯浦町9-22
TEL／0897-37-3556　FAX／0897-32-3820
http://www.sagumi.com　創業／昭和45年1月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役社長 秋田華佳　従業員数／23名
事業内容／一般産業機械の製缶・配管（高圧・低圧）製作一式、一般機械
品の製缶・機械加工・組立・配管据付工事一式、銅・アルミ・ステンレス・張綱
材の溶接、NCフライス加工　売上高／4億円（平成28年3月期）

　数cmの小型なものから10数
mクラスの大型製品まで、製缶加
工、精密板金、レーザー切断など
を駆使し、CADから切断・溶接・
加工・組立・塗装仕上げまで一貫
生産が可能。
　高張力鋼板（ハイテン780）を
用いた9～80mm、長さ約10mの
大型製缶溶接において水平歪±
5mm以内に仕上げる溶接技術、
高張力鋼板（ハイテン590）と異種
金属を歪みを抑えた溶接ができ
る技術、精度が厳しい（±1mm以
内）箱型フレームの製作技術など、
高難度・高リスクの精密製缶加
工を行える技術を保有している。

株式会社コスモ精機　　　 金属製品 日 本  一

　光学機器、カテーテル
や人工透析器具などの
医療用精密機器部品な
ど、厳しく精度を要求され
る小型プラスチック製品

用金型の企画・設計、製品の
量産まで、すべて社内で完
結できる設備と技術を有する。
　2008年からダーツ用パー
ツの製作を開始し、世界初の
高性能フライトシステムを開
発。すでにプラスチック製フラ
イトにおいては国内シェアの
60％を占め、他社にはない豊
富な品揃えで展開。日本をは
じめ、世界のプロダーツ選手
と一般ユーザーから愛用さ
れている。

  これぞ スゴ技

世界初 
フライトシステム 
開発する

株式会社コスモ精機
〒791-0311　
愛媛県東温市則之内甲1470-5
TEL／089-960-6366　
FAX／089-960-6388
http://www.c-cosmo.co.jp/pc/
設立／平成3年2月　資本金／2,700万
円　代表者／代表取締役 松原正廣
従業員数／30名　事業内容／ダーツ
部品製造、金型、プラスチック成形加工
売上高／5億8,000万円（平成28年8月期）

　職人技を再現させた「ふぐ皮すき機」「はも骨切り機」「ふ
ぐ刺身機」や「遠赤外線・低温・乾燥機」、柑橘類の表皮の
苦みと果皮油を除去する「柑橘果皮切削機」など、ユニーク
なヒット商品を世に送り出している。
　「遠赤外線・低温・乾燥機」は最適の電
磁波（遠赤外線）で細胞破壊を防止しな
がら、旨み成分を増加させ、「ふっくら」
と短時間で水分除去を可能にさせた。
　ふぐの刺身、魚の水分除去、フルー
ツソース等で高い評価を得て活躍。

有限会社サンテクノ久我

アイデアで 楽々追求 名人ワザ

有限会社サンテクノ久我
〒792-0812
愛媛県新居浜市坂井町3-14-52
TEL／0897-44-5187　FAX／0897-44-5182
http://www.suntechno-kuga.co.jp
設立／平成16年8月　資本金／300万円　
代表者／代表取締役 久我髙昭　従業員数
／3名　事業内容／ふぐ皮すき機、牡蠣殻用
クリーナー、うろこ取り機、刺し身機、骨切り機
売上高／非公開

金属製品 日 本  一

これぞスゴ
技

これぞ
スゴ
技

株式会社コスにじゅういち

高精度 コスモ（宇宙）を目指す 夢加工

株式会社コスにじゅういち
〒792-0016　愛媛県新居浜市港町2-25
TEL／0897-33-0888　FAX／0897-37-0760
http://www.kos21.co.jp　設立／昭和39年2月
資本金／4,200万円　代表者／代表取締役社長 
近藤基起　従業員数／157名　事業内容／アルミニウ
ムスパッタリングターゲット製造、宇宙関連精密加工部品、
半導体製造装置部品、サイクロ減速機部品、電気制御盤・
計装盤　事業所／西条事業所、新居浜事業所、名古屋事
業所　売上高／33億6,000万円（平成28年9月期）

金属製品

　アルミニウム材料を中心に、恒温室内で高精度の機
械加工を行い、ITや半導体、医療関係に機械、機器の
部品、ユニット組立品を提供。
住友化学からの委託生産による
アルミニウム製スパッタリングター
ゲットの加工は、日本トップの
シェアを占める。
　また、宇宙関連部品では、
軽量で高精度を求められる同
分野で大きな注目を集めた。
高純度アルミニウム（99.9999％）、
マグネシウムの合金加工等でも高い
技術力を誇る。

　モータースポー
ツの世界で培われ
た確かな技術と経
験を活かし、高精
度・高品質なもの
づくりを行っている
企業。先行開発部
品の設計から解析、
試作、組付、実験、
量産までを一貫し
て行っている。
　ミクロン単位の
精密さが要求され
る製品づくりのため、本社の建物は土で覆うという独特
の外観。これらによりつくられた恒温湿の環境と最先端
の設備で、信頼性の高い製品を生産している。

先端の ノウハウ活かした クリエイション

株式会社ケン・マツウラレーシングサービス
〒799-2425　愛媛県松山市中西外1035-10
TEL／089-992-0706  FAX／089-992-3615　創業／昭和39年
1月　資本金／2,000万円　代表者／代表取締役社長 松浦賢太
従業員数／34名　事業内容／金属製品製造業　事業所／御殿
場工場　売上高／非公開

株式会社ケン・マツウラレーシングサービス 金属製品 日 本  一

　主力材質であるFCAD900、1000、1200のシリ
ーズは、リン、マンガン、硫黄の含有量を低レベル
に押さえた伸び率の大きい高品質な材質で、硬
度と耐摩耗性、切削性が極めて高く、製品設計
において軽量化が可能。なかでもブリネル硬さ

320以上で切削が難しいといわ
れていたが、同社FCAD1200
品は極めて切削性が良い。　
　高圧送電線の架線金物は
国内トップシェアを誇り、他にも
耐震補強金物や高圧ポンブ車
のベンド管など、特に長期間に
わたって安定した強度が必要
な製品の製造を得意としている。

株式会社栗田鋳造所耐久性 要求するなら
おまかせを

金属製品

これぞ

スゴ技
株式会社栗田鋳造所
〒791-0522　愛媛県西条市
丹原町田野上方1016
TEL／0898-68-7037
FAX／0898-68-4891
設立／明治5年9月　資本金／
5,000万円　代表者／代表取締役 
栗田孝一　従業員数／72名
事業内容／鉄系鋳造品　売上高
／14億円（平成28年6月期）

  これぞ スゴ技
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有限会社塩崎製作所 金属製品

極厚板の溶接 大型の機械部品なら おまかせを

有限会社塩崎製作所
〒792-0003　愛媛県新居浜市新田町1-18-20 
TEL／0897-33-8623　FAX／0897-37-1788　設立／昭和32
年6月　資本金／300万円　代表者／代表取締役 塩崎 卓　
従業員数／17名　事業内容／各種産業機械部、環境設備装置、
タンク・カバー類の製作、配管・据付工事、一般製缶品
事業所／第二工場　売上高／非公開

　厚物板の溶接と大型部品の製作
に定評があり、重さ20tまでの大型部
品にも対応できる技術と設備を有して
いる。耐熱性・耐久性を求められる製
鉄所のタンディッシュや、高精度・高剛
性を求められる最先端の陽子線がん
治療装置の回転ガントリーなどの部
品の加工も可能。
　30t＋30tのホイスト式クレーンの製
造許可を取得しているので、大型工
場で用いられる大型クレーンも設計か
ら工場内で組立・検査・動作確認まで、
一貫体制で出荷できるのが強みだ。

株式会社ジンノ工業 金属製品

住友重機械ハイマテックス株式会社 金属製品

目詰まりなし 洗浄いらずの ろ過フィルター

株式会社ジンノ工業
〒792-0055　愛媛県新居浜市萩生1255-7
TEL／0897-44-5782　FAX／0897-44-5783
http://jinnokogyo.com　設立／昭和59年1月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 神野 浩　従業員数／5名　事業内容／圧力容器製
作、産業機械製作、据付け、配管工事、バフ研磨　売上高／非公開

これぞ

スゴ技

　円筒状のろ過フィルターに原液を
鋭角に吹き付けてスパイラル状の液
膜を発生させ、さらにフィルターを回転
させることで内面に付着した固形物
をかき落とす。逆洗浄不要で長時間
安定かつ効果の高いろ過性能を維
持するろ過フィルターを開発。
　また、低圧力で安定した10μmサ
イズの微細な泡を大量に発生させる
「マイクロバブル発生装置」を開発。
時間の経過により、ナノバブルに変化
し、長期間に渡り水中に滞留する。健
康や美容、農漁業や浄水施設など、
幅広い分野での応用が可能だ。

  これぞ スゴ技

　厳しい環境下で使用される機械
部品の表面に、高硬度で高耐摩耗
性を持つ材料を肉盛溶接する技
術（レーザーメタルデポジション）を
確立。材料粉末をレーザーにより溶
融・凝固し、基材の表面に皮膜を形
成して、耐摩耗・耐腐食性などの高
い機能性を付与することを可能に
した。
　複雑な形状の部材でも必要な部
分にのみ機能を付与することができ
るため、高価な材料で部材全体を
製作する場合などに比べて経済的。
従来法に比べて溶接歪みを格段に
小さく抑えることができる。
住友重機械ハイマテックス株式会社
〒792-0001　愛媛県新居浜市惣開町5-2
TEL／0897-32-6484　FAX／0897-32-6546
http://www.shi.co.jp/hmx/
創業／明治15年（設立／昭和55年4月）
資本金／3億1,000万円
代表者／代表取締役社長　木戸敬彰
従業員数／119名　事業内容／圧延用ロール、錨鎖、
鉄鎖、各種鎖、表面加工処理製品の開発・製造・販売
事業所／東京営業グループ、西日本営業グループ、
名古屋営業グループ、鹿島出張所
売上高／35億円（平成31年3月期）

劣化の激しい 機械部品の 寿命を延ばす

これぞスゴ技

有限会社大伸ステンレス
〒792-0893 愛媛県新居浜市多喜浜6-5-8
TEL／0897-46-2388　FAX／0897-46-1239
http://ww8.tiki.ne.jp/~taishin/taishin/　設立／昭和43年
資本金／300万円　代表者／代表取締役 酒井志津香
従業員数／13名　事業内容／ステンレス板金加工、食品機器及び
一般産業機械部品の製造　売上高／非公開

株式会社ダイテック
〒793-0046　愛媛県西条市港字北新地462-4
TEL／0897-53-0458　FAX／0897-47-3988　http://www.daitec-co.com
創業／平成15年10月　資本金／2,500万円　代表者／代表取締役 清水大吾
従業員数／40名　事業内容／チタン溶接・加工、ハステロイ溶接・加工、サニタ
リー配管、真空配管、高圧配管プラント配管など
売上高／非公開

　ステンレス材を中心
に、高品質・高精度な
薄板板金加工を得意
とする。設計から製造
までの一貫生産体制
を整え、食品機器・重
量選別機・水産加工
機器などの機械部品
製造から組み立てま
でを行っている。
　高い強度を実現
する「強い溶接」、完
璧な「密接溶接」、滅
菌に役立つ「清潔な
溶接」などを特長とし、

試作や小ロット溶接が可能なファイバーレーザー溶接機を保有。図面持込による製作、企
画から製品化、試作・量産まで、ニーズに合わせた柔軟な対応が可能だ。

　腐食や錆に非常に強く、
食品や医薬品、半導体製
造工場の配管などに使わ
れるチタン、ハステロイ、ジ
ルコニウムなどの特殊材の
溶接技術を有する。溶接
部分の酸化を防ぐ特殊な
溶接治具を独自に開発し、
丈夫で高品質な溶接加工
が可能。
　地域企業と協力しなが
ら製造ラインの設計から製
缶、配管、酸洗、据付工事

バリデーションまで一貫して手掛けている。同時に愛媛大学と共同でチタン溶接の品質保証に
ついての研究開発を行い、技術の研鑽にも努めている。

これぞ

スゴ
技

ステンレスに 特化した 精密板金加工技術

チタン溶接技術に 国内外から オファーが殺到

有限会社大伸ステンレス 金属製品

株式会社ダイテック 金属製品

これぞスゴ
技

ダイヤアルミ株式会社
〒799-3111 愛媛県伊予市下吾川1873
TEL／089-982-8810　FAX／089-982-8815　http://www.daiyaalumi.co.jp
設立／昭和30年4月　資本金／7,000万円　代表者／代表取締役社長 金森 昭
従業員数／50名　事業内容／アルミ家庭用品（フライパン・鍋）の製造・販売、
アルミ製建具製造・据付　売上高／非公開

　アルミ合金を金型に自然
の重力で緩やかに一つひ
とつ流し込むアルミグラビテ
ィキャスト（重力金型鋳造）
製のアルミ鍋は、基材の結
晶構造が均一で熱ムラが
少なく、変形にも強いため、
付加価値の高い調理器具
として高く評価されている。
　電磁調理器対応製品

（特許第3890336号）は、
独自の技術で開発した磁
性ステンレスのディスクを底
面に一体鋳造し、底面の

変形を防ぎ、ムダのない熱効率と高い耐久性を実現。電磁調理器具以外のあらゆる熱源にも
対応している。

熱ムラが少なく 変形に強い アルミ鋳造製鍋
ダイヤアルミ株式会社 金属製品

これぞ

スゴ技
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　金網専門メーカーとして、建造物ほか多様なシ
ーンで高品質商品を提供。クリンプ金網は多鋼種
の素材在庫を豊富に持ち、少量・多品種・短納期
に応えている。
　竹中金網が開発の「防鳥クリンプ金網バンブー
スクリーン」は、日本を代表する建築物件にも採用。
工場インラインでのデップ焼付塗装を行うことで、従
来の金網の吹付塗装と比べて塗装使用量を約80
％も削減し、エコ対策商品として大きな効果を挙げ
ている。第19回四国産業技術大賞革新技術賞優
秀賞受賞。

金網を 通して実現 
エコ対応

竹中金網株式会社
〒799-2201　愛媛県今治市大西町九王甲281
TEL／0898-53-2267　FAX／0898-53-6135
http://www.takenaka-kanaami.co.jp
設立／昭和48年3月　資本金／1,200万円
代表者／代表取締役社長 竹中健造　従業員数／26名　
事業内容／工業用各種金網製造・販売、化学プラント用金
網及び加工品、食品製造向け金網及び加工品、機械装置
保護金網及び加工品、鉱石・砂利・化学製品・食品・選別用
振動スクリーン、ビル建材、防鳥金網、建築向け緑化金網
事業所／テクノなみかた工場　売上高／非公開

  これぞ スゴ技

困難な 純ニッケルの 切削技術
有限会社高橋工業
〒791-0508　
愛媛県西条市丹原町池田1275-5
TEL／0898-68-5368　
FAX／0898-68-0727　創業／昭和
55年6月　資本金／1,000万円　代
表者／代表取締役 高橋 甫　従業
員数／24名　事業内容／半導体
製造装置部品等　売上高／2億
2,000万円（平成28年3月期）

　耐腐食性、耐熱性の高いインコネルやタングステン
などの難削材を汎用設備で削れる特殊な技術を保
有し、純ニッケル製の半導体製造装置部品を、世界で
唯一量産製造している。
　長年、難削材に取り組んできた経験による独自のノ
ウハウで汎用刃物を再研磨し、難削材用の刃物を自
社内で作成。高度な切削技術を持ち、薄物や微細な
加工を得意としている。複雑な多面加工が一度にでき
る多面加工機など設備環境も整っている。

有限会社高橋工業 金属製品

有限会社タカヨシ工業所
〒793-0046　愛媛県西条市港38-3　TEL／0897-53-9387
FAX／0897-53-5157　http://www.jobtech-takayoshi.com
設立／平成7年4月　資本金／950万円　代表者／代表取締役 
曽我部善生　従業員数／13名　事業内容／高温高圧継手加
工、建機・農機油圧部品加工、工作機械据付・修理・指導
売上高／2億4,000万円（平成28年9月期）

  これぞ

 スゴ技

　建機・農機に使われる小型の油圧部品の精密機械加工を行い、最終仕上げは
手作業を主体に行っている。少量・多品種に対応し、部品加工から溶接まで一貫し
た製品づくりを行い、短納期にも対応。
　ロット数が多い場合に威力を発揮するローダー仕様の機械設備も導入し、多彩
なオーダーに対応している。また、工作機械の据付やメンテナンス操作指導等の工
作機械に関する全般にも取り組んでいる。

工作機 操る技は 超一流
有限会社タカヨシ工業所 金属製品

　柱構造を取り入れた頑丈な設
計、軽くて静かな連動吊り戸、開
閉がスムーズなアルミレールなど、
使いやすさと安心を追求した物
置などの住宅・環境関連用品を
幅広く扱う。自転車を整理して収
納できるスライドキーパーは、錆
に強いZAM材を使用、ラックを
左右に移動させることで出し入
れを容易にし、収納効率も高い。
　薄い鋼板を立体的に加工す
る技術に優れ、歪みのない高品
質の成形が可能な技術を持つ。

株式会社田窪工業所
〒799-1521　愛媛県今治市古国分2-3-17　
TEL／0898-65-5000　FAX／0898-65-4677
http://www.e-ty.co.jp　設立／昭和36年3月　資本金／8,000
万円　代表者／代表取締役社長 黒田祐弘　従業員数／350名
事業内容／スチール製物置・自転車置き場・ガレージなどの製造・販
売　事業所／西条、仙台、東京、埼玉、横浜、名古屋、大阪、広島、
高松、松山、福岡　売上高／136億円（平成31年3月期）

生活を 便利で豊かに する製品
株式会社田窪工業所 金属製品これぞ

スゴ
技

株式会社髙須賀製作所 金属製品

想像を
創造できる 技術力

株式会社髙須賀製作所
〒791-0054　愛媛県松山市空港通4-3-35
TEL／089-972-4555
FAX／089-971-7653
http://www.takasuka.co.jp/
設立／昭和23年4月
資本金／2,800万円
代表者／代表取締役 髙須賀征二郎
従業員数／120名
事業内容／シャーリング加工、プレス部品、形
鋼材の成形加工、精密板金、金型製作など
売上高／非公開

　強みは精密板金。なかでもブレーキプレス機でのポ
ッパー加工はプレス加工ながらに、滑らかな表面Rと
高い真円度の加工が可能なこと。規格にないレジュー
サー等、円錐形のテーパー加工だけでなく、多角形か
ら丸形への角丸加工も高い精度で曲げる加工ができ
るとの評判を得ている。
　通常のロール機ではできないテーパー率の高いも
の、手のひらサイズの小口径のもののほか、直径2mを
超える厚肉大型のものまで、さまざまなサイズに対応も
可能。また、3次元CADによる展開から、最近は溶接
完成まで行い、顧客のあらゆるニーズに応えている。

これぞスゴ技

株式会社大力
〒793-0042　愛媛県西条市喜多川853
TEL／0897-56-5313　FAX／0897-56-5308
http://e-dairiki.co.jp　設立／昭和42年4月　資本金／3,000万円
代表者／代表取締役 田中達夫　従業員数／80名　事業内容／プラン
ト設備（集塵装置）、遊戯施設（ジェットコースター、観覧車等）、立体船艇
格納庫　売上高／非公開

　大型加工設備を持つ本
社工場と2つの工場で、主
にプラズマや集塵フィルタ
ーにより、排煙からダイオキ
シンを除去する集塵装置
を製造。
　製缶・溶接などの高い技
術力を持ち、製品単体で
最大幅10m×最大高10m
まで対応できる工場設備
を備え、素材の切断から
成形、組立、出荷まで一貫
して行える生産体制を整
えている。本社工場が港湾
と直結しているため、大型
製品が荷役可能。遊戯設
備では韓国ロッテワールド
にスクリューコースターを
納めている（写真上）。

これぞ

スゴ
技

大型の 製品加工が 可能な設備
株式会社大力 金属製品

  これぞ スゴ技

竹中金網株式会社 金属製品
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　鉄、アルミ、ステンレス、チタン、銅、
樹脂などあらゆる材質の精密加
工を得意とする。サンプル部品の
測定・図面製作から切削まで一貫
した生産体制を確立。生産率を
向上させるための部品の改良提
案、コスト削減、納期の短縮などに
ついて、様々な提案ができるのが
特徴だ。
　切削推奨条件を守るだけでは
精度の出ない高度な加工を、経験
を積み重ねることによってのみ得
られる技術で可能にする。

切削技術 芸術的な 精密さ

ツウテック株式会社
〒791-0311  愛媛県東温市則之内甲208-1
TEL／089-966-4040　FAX／089-966-4047
http://two-teq.com　設立／平成2年4月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 増田和俊　従業員数／35名　事業内容
／自動機器・航空宇宙関係・液晶製造関係・LED製造関係の精
密部品加工　売上高／8億9,000万円（平成28年3月期）

  これぞ

 スゴ技

ツウテック株式会社 金属製品

　最新鋭の工作機械（複合機）による超精密油圧部品の内外径同時切削加工、特
に複雑な内径加工を得意とし、組付けのクリアランスが5ミクロン以内という高精度・高
品質の製品を生産している。
　ゲージや治具なども独自開発し、短納期と低コストを実現。同業他社には真似ので
きない長年積み上げてきた加工技術と検査技術の総合力と、徹底した品質管理体
制によって生産される製品は、取引先からも非常に高い評価を得ている。

最高の 切削技術を 誇りにする

株式会社長曽鉄工所
〒793-0046　愛媛県西条市港1-11　
TEL／0897-58-2227　FAX／0897-56-7177　http://www.choso-ir.net/
設立／昭和48年10月　資本金／3,000万円　代表者／代表取締役 加藤弘之　従業員数／115名
事業内容／油圧機器の精密部品や産業機械部品の製造　
売上高／24億円（令和元年10月期）

株式会社長曽鉄工所 金属製品

鋼材に 個性与える 熱の力
株式会社谷口金属熱処理工業所

株式会社谷口金属熱処理工業所
〒793-0042　愛媛県西条市喜多川853-16-1
TEL／0897-55-5515　FAX／0897-56-8877
http://www.taniguchi-mht.co.jp　設立／昭和50年7月  資本金
／2,000万円　代表者／代表取締役 谷山俊介　従業員数／47名　
事業内容／低歪熱処理加工、低歪熱処理炉の開発・販売
事業所／兵庫、大阪　売上高／10億2,514万円（平成28年9月期）

　日本有数の大型炉（真空・浸炭・
素形材）と大型冷却槽を完備し、
金属の特性を活かす様々な熱処
理加工が可能。電子器材に使わ
れる小さな部品から航空機、リニア、
自動車の軸受、耐震鋼など多岐に
わたる金属部品を取り扱っている。
　長年の熱処理技術を集約した

「低歪み熱処理炉」を開発し、不
活性ガスを利用した冷却制御によ
り加工後の低歪を実現。後処理工
程を軽減することで、コストダウンに
貢献している。

これぞ

スゴ技

金属製品

株式会社中央ステンレス 金属製品

美しさ 意匠性を
兼ね備え

株式会社中央ステンレス
〒799-0127　愛媛県四国中央市川滝町下山2009-1 
TEL／0896-58-1122　FAX／0896-58-4073　
設立／昭和36年8月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 川村誠一　従業員数／40名
事業内容／ステンレス手摺、タラップ、門扉およびスチール手摺製造
事業所／東京、大阪、広島　売上高／8億円（平成28年7月期）

　ステンレス製手摺を中心に、建築金物に
付随する階段やバルコニー、屋上、浴室な
どの手摺やタラップ、門扉の設計・製造・施
工を行う。製品の正確さ、施工技術の高さ
と同時に意匠的・美観的にも優れた品質
を誇り、物量の多少にも対応できる体制を
整えている。
　すべてオーダーメイドによる設計・製作・
施工で、スカイツリーや羽田空港国際線タ
ーミナルビルなどの商業施設や各種公共
施設、個人宅まで幅広い施工実績を誇る。

  これぞ

 スゴ技

これぞ

スゴ技

株式会社タステム.
〒792-0032　愛媛県新居浜市政枝町3-2-1　　
TEL／0897-37-1111　FAX／0897-37-1425
http://www.tastem.co.jp　設立／昭和33年7月
資本金／4,000万円　代表者／代表取締役社長 高橋政利
従業員数／79名　事業内容／荷役運搬設備用運転室、機械室、電
気室の設計・製造、スチール、ステンレス、アルミ製建具の設計・製造・
施工・販売、カーテンウォール、一般サッシュ等　売上高／非公開

　金属加工のスペシャリストとして、約50年の
実績を誇る企業。高精度、高速処理の最新型
レーザーマシンやブレーキプレス、NCTタレッ
トパンチプレスなど、最先端の設備は四国でも
トップクラスとされている。
　鉄工部では得意とする「薄板板金加工」
の技術を駆使し、他社の追随を許さない「ク
レーン運転室」を製造するほか、建築部では
巨大地震でも開閉可能な耐震ドアの研究
開発に取り組み、特許を取得。設計から展
開、プログラム作成まで行い、一貫した
施工により、常に業界をリードしている。

薄板の 設備も充実 
技冴える

株式会社タステム. 金属製品

  これぞ

 スゴ技

　昭和22年、住友化学の
工事下請会社として発足。
長年、培ってきたノウハウ
により、製缶、配管、半導
体クリーン配管、大型プラ
ント工事など多彩な実績
を持つ。特に溶接技術の
評価は高い。
　近年グループ内の研磨
部門においてはバフ研磨、
電解研磨に力を入れてお
り、塔槽類の製缶から研
磨仕上げまでの一貫生
産体制を構築。さらなる付
加価値を高めつつある。

実績の バフ＆電解研磨で ぴかぴかに

株式会社続木鉄工所
〒792-0011　愛媛県新居浜市西原町3-3-37
TEL／0897-33-7141　FAX／0897-37-2334　http://tzk-iw.com
設立／昭和35年2月　資本金／3,000万円　代表者／代表取締役 続木 剛
従業員数／33名　事業内容／プラント向け産業機器、塔槽類、圧力容器、設計製
作、ステンレス研磨製品の加工・製造
事業所／東予工場　売上高／11億5,500万円（平成28年5月期）

株式会社続木鉄工所 金属製品

これぞスゴ技
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　ウォーター切断は高圧の
水で素材を切るため、アルミ
や銅、チタン、木、ステンレス、
ゴム、セラミックのほか、複合
材や張り合わせ材といった硬
質軟質の複合多素材の切断
ができる。複雑な形状の切断
が可能であるだけでなく、切
断時の熱影響がほとんどな
いので、素材の変色や硬化
など素材の変質を最小限度
に抑えられる。
　大きな素材の切断も1219×
2400ｍｍ内までなら可能。ま
た、少量（1個）の切断加工に
も対応している。

有限会社ホリエ

水で切る ウォータージェット 何でも切れます

有限会社ホリエ
〒799-2649
愛媛県松山市東大栗町甲1070
TEL／089-979-0825 
FAX／089-979-0869
http://www.horie-g.co.jp/
設立／平成12年1月　資本金／500
万円　代表者／代表取締役 渡部 聡
従業員数／22名　事業内容／ウォ
ーター切断、レーザー切断、金属製
品製造業　売上高／非公開

  これぞ

 スゴ技

金属製品

萩尾高圧容器株式会社 金属製品

利用して 環境守る ガス技術
　LPガス容器では地元四国で約50％のシェアを持
つ。独自の高度プレス成形技術と溶接技術を駆使
し、顧客の要望に応えるだけでなく、時代のニーズ
に合った提案型商品を開発し供給している。
　容器からガスプラントまでの設計、製造、据付、メン
テナンスを手がけており、新開発のバイオガス高度
利用設備は、硫化水素ガスを除去しバイオガスを有
効利用するもの。大きな期待が寄せられている。

萩尾高圧容器株式会社
〒792-0893　愛媛県新居浜市多喜浜3-5-50
TEL／0897-46-3111　FAX／0897-45-1750
http://www.hagio.co.jp　設立／昭和36年7月
資本金／5,000万円　代表者／代表取締役社長 萩尾広典
従業員数／55名　事業内容／各種LPガス容器、バルク貯槽、
フロンガス回収容器の製造・販売、LPガス基地及び高圧ガス
プラント建設、保安検査、開放検査業務　事業所／福岡営業
所　売上高／13億8,000万円（平成28年6月期）

これぞスゴ技

　製鋼所で使われる圧延ロ
ールの機械加工を中心に、重
量物、長尺物の加工を行う。
全国でも数少ない大型加工
機を保有し、最小でφ400mm・
長さ2m～最大でφ800mm・長
さ5mの加工まで対応が可能。
　長年蓄積してきたノウハウ
により、熱（室温・気温）による
材質の収縮を見据えて加工
する精密加工技術と、ハイス、
アダマイト、ダクタイルなどの高
硬度材料を複雑な形状に加
工できる技術により、顧客から
の要望に的確に対応している。

大型・長尺の 圧延ロールを
高精度加工

有限会社松川工業
〒792-0802　愛媛県新居浜市新須賀町3-1-49
TEL／0897-35-3155　FAX／0897-35-3156 
創業／昭和33年9月　資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 松川卓矢
従業員数／17名　事業内容／圧延ロール、船舶部品、鎖、建設機械部品　
事業所／（工場）黒島、治良丸
売上高／1億5,000万円（平成27年12月期）

有限会社松川工業 金属製品

  これぞ スゴ技

株式会社西岡鉄工所
〒792-0893　愛媛県新居浜市多喜浜6-6-35
TEL／0897-46-0303　FAX／0897-45-3534
http://www.g-nishioka.co.jp/nishioka.html
設立／昭和8年4月　資本金／1,000万円　
代表者／代表取締役 西岡 圭
従業員数／30名　事業内容／産業用機械
のカバー、制御盤筺体などの薄型製缶品製造、
YAGレーザー溶接・ファイバーレーザー溶接を用
いた薄板の低歪溶接
売上高／3億2,800万円（平成30年8月期）

薄板を
ファイバーレーザーで 
歪みなく

　エネルギー効率が高く、高出力が可
能、ビーム品質に優れ安定性が高いこ
となどからレーザー加工の主流となっ
ているファイバーレーザー溶接技術。
　同社は一般的には精密板金分野に
導入実績が多い同技術を、大型板金
加工を中心とした一般製缶品の溶接
分野に適用。4ｍの走行台車を付属し
たロボット搭載システムにより、多品種
少量から量産品まで幅広く対応する。
低歪みかつ深い溶け込みの溶接、反
射材にも適用可能な溶接により、板金
分野のものづくりの常識を大きく変える
可能性を秘めた技術である。

株式会社西岡鉄工所 金属製品

  これぞ スゴ技

東和工業株式会社

有限会社寺尾鉄工所

金属製品

金属製品

長寿命 ベルトコンベアローラを 実用化

産業用ロールの 高精度な 表面研磨技術

東和工業株式会社
〒792-0011　愛媛県新居浜市西原町2-7-38
TEL／0897-33-8306　FAX／0897-33-8151
http://touwakogyo.com　創業／昭和44年6月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 神野恵介　従業員／30名
事業内容／各種フランジ製作・販売、ベルトコンベアローラ製作･販売
売上高／6億3,000万円（平成28年5月期）

有限会社寺尾鉄工所
〒799-0111 愛媛県四国中央市金生町下分657-8
TEL／0896-58-5302　FAX／0896-58-7106　創業／昭和22年頃
資本金／500万円　代表者／代表取締役 寺尾浩一　従業員数／
12名　事業内容／各種産業用ロール研磨・製作、各種製紙機械設
計・製作・メンテナンス、製紙ドクターブレード製作・研磨・削磨、回転体
動バランス修正など　売上高／非公開

　四国唯一の鋼製フランジメーカ
ーで各種フランジを一貫生産して
いる東和工業（株）と、昭和36年設
立のLPガス容器メーカー萩尾高
圧容器（株）の2社が手を組み開
発したのが、画期的構造の長寿
命・低コストのコンベアローラ。
　一般的に沿岸部で用いられるこ
とが多いベルトコンベアは、塩害腐
食や搬送物の粉塵で寿命が短い。
新製品では気密性を高めることで、
異物の混入などを防ぎ、長く使用
できるローラの開発に成功した。

　塗工紙や液晶フィルムなどの製
造に使われる産業用ロールの再
研磨において、材質の硬軟を問
わず、外径の表面を任意の粗さ
で均一な状態に調整することが
可能な技術を有する。長年培って
きた技術と経験に基づく加工技
術で、ウレタンなどの加工が難しい
低硬度のロール表面も0.6～0.7μ
の範囲（Ra）で仕上げることが可
能だ。
　加工に必要とする設備も充実しており、変化し続けるニーズに的確に応えるための研鑽
を欠かさず、他社にはない複合的なノウハウを蓄積している。

これぞスゴ技

これぞスゴ技

17 Ehime's Amazing Techniques



　半導体や弱
電、医 療 機 器
から航空機、宇
宙科学まで、これま
で培ってきた知識と経
験を活かし、幅広い産業に高
品質な部品を供給。納期遵守・高
品質維持を最優先としながら、顧客ニ
ースに応えることを最も心がけている。
　品質は世界標準規格に基づいた公共機
関の評価を受けており、現場でのチェックだ
けでなく、品質保証のための全品検査も実施。

株式会社ユタカ 金属製品

妥協のない 
世界基準の
技術力

株式会社ユタカ
〒791-8044　愛媛県松山市西垣生町822-2
TEL／089-971-5501　FAX／089-973-9092
http://www.kk-yutaka.co.jp　創業／昭和52年12月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 二神久光　従業員数／127名
事業内容／製造業、金属製品製造業　売上高／30億円（平成30年3月期）

  これぞ スゴ技

これぞスゴ
技

株式会社三好鉄工所
〒793-0042　愛媛県西条市喜多川853-12 （西条事業所）
TEL／0897-55-1100　FAX／0897-55-1106　http://www.miyoshi.gr.jp　設立／昭和39年7月　資本
金／3,800万円　代表者／代表取締役社長 三好陽平　従業員数／230名　事業内容／多管式熱交換器、
空冷式熱交換器、塔槽等各種化学装置、化学工業用機械、一般産業機械の設計・製作・据え付け及び配管
工事一式、プラント建設工事及びプラントメンテナンス　事業所／本社（新居浜市）、本社工場、沢津工場、
土居工場、関東事業所、大分事業所、西条事業所　売上高／73億6,500万円（令和元年6月期）

これぞ

スゴ技

　大正13年創業以来の“ものづくり”のDNAを受け継ぎ、「お客さまの信頼を裏切らない」
というこだわりをプライドとして胸に刻む三好鉄工所 西条事業所。同社では、熱交換器を
中心に主に石油化学コンビナートで使用されるプラント用設備を設計・製作している。
　一枚の金属板から過酷な使用条件に耐えられる優れた熱交換器を造り上げる過程に
は、製缶士、溶接士、機械加工士、仕上士といった専門の職人たちが積み重ねた経験と技
術で顧客からのあらゆるオーダーに応えている。

プラント装置を 専門に扱う 匠の集団
株式会社三好鉄工所 プラント

　独自の精密部品加工技術を生かし、現場の医
師と共同開発した整形外科手術の骨移植に用い
られる手動式機器「ケイエム採骨器」。手動回転
切削方式を用いる既存品に対し、開発機器は打
ち込み方式を採用。腸骨部に深さ2cmほどの小
さな皮膚切開を加え、採骨器を打ち込むだけで、
きれいな形の骨柱を採取することが可能となる。
　骨採取にかかる時間は数分程度であるため
術時間短縮が図れ、医師の労力軽減に貢献でき
ると高い評価を得ている。

株式会社ミヤタニ

骨採取を 容易にした
医工連携開発の採骨器

金属製品

株式会社ミヤタニ
〒799-2656　愛媛県松山市和気町1-446-6
TEL／089-979-3794　FAX／089-979-3798　http://miyatani-medical.jp　設立／平成5年4月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 宮谷尚文　従業員数／3名　事業内容／医工連携により開発した
医療機器の製造販売、精密部品の製造　売上高／非公開

　高度な溶接技術と特殊
な配管施工や機械修理技
術を有し、各種大型プラント
建設工事施工から配管・圧
力容器・輸送機・産業用機
械・機械金属部品の設計・
製作・運搬・据付・診断・メン
テナンスまでの一貫管理を
行う。

　操業以来、機械メンテナンス一筋に培ってきた技術とノウハウの融合で、最適なメン
テナンスを提供。また、人間の手では不可能とされている薄肉小径管溶接や、ヘリウム
リークテストをクリアするチューブ継手技術も保有している。

複雑な 化学プラントを 安定操業

株式会社大石工作所
〒792-0893　愛媛県新居浜市多喜浜6-2-45　TEL／0897-46-1160　FAX／0897-46-1159 
http://oishi-grop.com　設立／昭和13年4月　資本金／2,000万円
代表者／代表取締役 大石憲一　従業員数／110名
事業内容／製缶、配管、産業用諸機械等の製造・据付け、化学プラントの機械メンテナンス
事業所／（営業所）新居浜市菊本、新居浜市惣開　売上高／10億円（平成26年3月期）

これぞ
スゴ

技

株式会社大石工作所 プラント

　足場のコンサルタントとして、元請会社と強固なパートナーシップを構築する片上工務店。
施工難度の高い大型プラントなど大規模工事に伴う足場の施工を請け負っている。
　施工するだけでなく、安全性はもちろん、工程・コストのロス、スピードなどを考慮し、事前に
計画を立案する監督は片上工務店独自の強み。足場計画→資材調達→動員計画→工程
管理→工事施工と、複数社が関わる工程を一社で行うことができる。

　バルブやガスケット交換な
どで、保温カバーの着脱が
必要な場合に、誰でも作業
できるようになればという提
案を受け開発された「カガサ
ーモジャケット（KTJ）」。フル
オーダーメイドで作られかつ
軽量なので、女性でも着脱

が簡単。埃もほとんど発生しないので、食品工場やクリーンルームでも採用が可能だ。
　現地での職人の採寸を元にハンドメイドで作成するため、隙間がなく、保温効果も高い。

有限会社片上工務店

加賀工業株式会社

足場一筋 難度の高いプラント向けの 
オーダーメイド足場

様々な形状に 対応できる保温カバーを
オーダーメイドで

プラント

プラント

有限会社片上工務店
〒792-0035　愛媛県新居浜市西の土居町2-9-33　TEL／0897-34-6877　FAX／0897-33-8071
https://www.katakami.co.jp/　創業／昭和36年11月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 片上博登　従業員数／28名
事業内容／プラント向けフルオーダーメイドの足場工事一式　売上高／9億円（令和2年6月期）

加賀工業株式会社
〒792-0025　愛媛県新居浜市一宮町2-3-23　TEL／0897-37-0500　FAX／0897-37-0502
https://www.ikee.jp/kaga/　設立／昭和26年6月　資本金／2,400万円　代表者／代表取締役 西山 周
従業員数／32名　事業内容／プラントでの保温・保冷工事など熱絶縁工事全般
事業所／香川事業所、直島出張所、（グループ企業）愛亀グループ
売上高／6億2,000万円（令和元年12月期）

これぞスゴ技

これぞスゴ技

 日 本  一
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　最大出力18.2PSの高出力エンジンを搭載した、国内初のハイブリッドラジコン草刈機
「神刈RJ700」。低燃費で長時間稼働が可能、作業角度に応じてエンジンが左右20度
傾斜するため使用最大傾斜角度45度を実現している。刈草を細かく裁断する上下ツイ
ン刈刃を採用。他にも便利な機能を搭載している。
　特許庁長官賞を受賞した「刈刃洗浄機能」を始め、画期的な機能を有した乗用草刈
機「刈馬王」シリーズとともに、同社の草刈機を代表する製品だ。

株式会社アテックス

国内初 ハイブリッド型 高出力ラジコン草刈機

株式会社アテックス
〒791-8524 愛媛県松山市衣山1-2-5
TEL／089-924-7162　FAX／089-925-0771
https://atexnet.co.jp　創業／昭和9年3月
資本金／6,080万円　代表者／代表取締役社長 村田雅弘
従業員／206名
事業内容／農業生産用機械及び機器、運搬用機械、電動車椅子の開発・製造・販売
事業所／中四国支店、東北営業所、関東支店、中部営業所、九州営業所、部品センター、中国江苏省
売上高／49億5,800万円（令和2年度1月期）

一般機械

　動物専用・電気焼灼器「AMTC200」は、熱による新し
い治療法。動物への負担を最小限に抑えて、他の治療法
との併用を可能にした。外科的手術に比べ、低侵襲・高
QOL（クオリティ・オブ・ライフ）が得られるメリットも。繰
り返しの治療もでき、すでに線
維性組織球腫や血管周皮腫、
肛門周囲腫瘍など約200例の
治療実績がある。
　これからのペットの生活の質
の向上を期待できる。

株式会社アドメテック

新しい 治療法を 確立する

これぞスゴ技

 日 本  一 一般機械

株式会社アドメテック
〒790-0054　愛媛県松山市空港通1-8-16
えざき本社ビル5F　
TEL／089-989-5917　
FAX／089-989-5927　
http://www.admetech.co.jp　
設立／平成15年9月　資本金／2億2,600万円
代表者／代表取締役 古川登志夫　
従業員数／5名　事業内容／医療機器製造販売業
事業所／東京　売上高／870万円（平成30年3月期）

株式会社いうら  日 本  一

　機械部品の
加工会社として昭和
48年に設立。創業者の寝た
きりの父と介護に疲れた母のために造った「ねが
えりベッド」を発端に、他社にない独創的な“寝た
きりにさせない”自立ベッドをはじめ数々の製品を
市場に送り出し、主に施設、病院など高齢者や障
がいを持たれた方々に役立ててきた。
　介護者の労力を軽減させ、心豊かな療養生活
をサポートするという開発姿勢のもと、現在も次々
と新しい開発を続けている。

介護者の 労力を軽減する 技術

株式会社いうら
〒791-0214　
愛媛県東温市南野田410-6
TEL／089-964-8880　
FAX／089-964-1599
http://www.iura.co.jp　設立／昭
和48年12月　資本金／8,000万円
代表者／代表取締役社長 横畑幸生
従業員数／163名　事業内容／福
祉機器・介護機器の研究開発・設計・
製造・販売　事業所／札幌、仙台、
東京、名古屋、大阪、福岡　売上高
／22億9,000万円（令和元年9月期）

一般機械

これぞ

スゴ技

  これぞ スゴ技

　変形性ひざ関節症患者のた
めの3Dモーションひざ装具は、
骨格を正常な方向へ誘導して
歩行時の痛みを緩和。軽度の
関節症患者のためのエクステ
ンションひざ装具は、軟骨にか
かる面圧を軽減することでひざ
関節を保護する。歩行時の脚
の動きに合わせ、装具が伸縮お
よびひねりのモーションを起こし、
変形した骨格を健常者の3D歩
行に近い軌跡へ誘導する。
　誘導カムの形状を変えること
で、広範囲な病状にも対応可
能。軽量なので違和感なく装着
することができる。この3Dモー
ションひざ装具の技術は、8カ国
で特許登録し、現在144カ国で
申請中。

有限会社愛トリノ

歩行時の ひざの痛みを 緩和する

有限会社愛トリノ
〒791-8026　愛媛県松山市山西町997-1
TEL／089-953-3950　FAX／089-953-3990　設立／平成17年3月
資本金／300万円　代表者／代表取締役 長谷川 學　従業員数／4名
事業内容／医療福祉機械器具製造　売上高／非公開

一般機械

IHテクノロジー株式会社 一般機械

　嫌気性微生物を使用した排水処理装置「SUPER Depcer」は、従来処理が困難だっ
た高濃度排水を省エネルギー・省コスト・省スペースで可能にする。処理過程で得られる
メタンガスを自家発電の燃料として利用できることなどから燃料コストが削減でき、従来の
排水処理法よりも余剰汚泥が大幅に減量、機器動力も約1/10程度となっている。
　現在は国内のみならず、海外ではベトナムの事務所を拠点にASEAN地域を中心とし
た新興国への拡販も展
開中だ。

高濃度排水を 高効率で処理しつつ 
エネルギーを回収

株式会社愛研化工機
〒791-1125 
愛媛県松山市小村町353-6
TEL／089-963-4611
FAX／089-963-4655
創業／昭和57年10月 
資本金／2,000万円
代表者／代表取締役 岩田真教
従業員数／12名
事業内容／排水処理装置、上
水・用水処理装置、冷凍空調
機・循環冷却装置の設計・施工
並びに維持管理運営など
事業所／広島、ホーチミン
売上高／非公開

株式会社愛研化工機 一般機械

  これぞ

 スゴ技

　製油所の環境負荷低減と石油
製 品の高 品 位 化を目途に水 銀 除
去剤（0ppb以下）、硫化水素除去剤

（0ppm以下）の開発を愛媛大学、地
元企業と提携しながら行っている。既
に開発した製品を使用した装置は国
内の多くの石油会社で順調に稼働し、
令和元年に石油学会技術進歩賞を
受賞し、平成21年に中東のオマーン
王立大学から功労賞を受賞した。
　現在、世界的に注目されている二
酸化炭素を原料としてクリーンな石油
製品を製造する技術開発を行ってい
る。地元への貢献として、異業種交流
会の四国FC会の運営及びFMラジオ
バリバリの番組で全国に愛媛の話題
を毎週発信している。

IHテクノロジー株式会社 
〒793-0027　愛媛県西条市朔日市556-1
TEL／0897-47-7517　FAX／0897-47-7517
http://www.ih-tec.com/　設立／平成20年8月
資本金／300万円　代表者／代表取締役社長 幾島嘉浩
従業員数／10名　事業内容／石油製品からの水銀除去材および
硫化水素除去材の製造、愛媛県産物の海外販売
事業所／研究所（愛媛大学内）、東京、ニューヨーク、台湾
売上高／1億円（平成29年3月期）

石油に含有される超微量
水銀・硫黄の 除去技術

  これぞ

 スゴ技

これぞスゴ技

Ehime's Amazing Techniques
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株式会社大亀製作所
〒790-0036　愛媛県松山市小栗5-9-8
TEL／089-941-6651
FAX／089-941-6652　http://www.okame.co.jp
創業／昭和6年3月　資本金／5,000万円
代表者／代表取締役社長 大亀明人　従業員数／95名
事業内容／銑鉄鋳物製造業　事業所／西条市丹原町
売上高／25億円（平成31年1月期）

高品質で 小ロット生産を 低コストで可能に
　多様化する顧客ニーズに対応する
ために開発された日本初の生産システム

「Peach System Line」。新造型機と模
型収納庫を組合せることにより、小ロット
生産品の切り替え時の稼動停止“ゼロ”
を実現。段取作業の自動化による鋳造を
行い、短納期で高品質、低コストという難
問を解決した。
　型番号、鋳型厚み、湯口位置、スクイ
ズ圧、材質、模型条件など、その日使用
する模型必要項目は、事務所のパソコン
から入力することができる。

株式会社大亀製作所 一般機械

これぞスゴ技

　産機・建機などに使われる中でも、特に
大型の鋳物部品を高精度に加工することが得意。

3D-CADによる加工シミュレーションにより画面上で試作加工が
可能で、人為ミス等を防ぐ。
　機動性が高く、悪路でも安定して走行できる重心補正機能付きの被牽引台車を
愛媛県林業研究センターからの依頼により試作開発、特許を申請中。鋳造板金組
立の内製にて量産・低コスト化を目指し、強度の高い滑らかな形状を実現している。

越智機械工業株式会社

鋳物が持つ 特性活かした
機械加工

越智機械工業株式会社
〒791-0522　愛媛県西条市丹原町田野上方1016
TEL／0898-68-7506　FAX／0898-68-7758
http://www.ochi-machinery.com　設立／昭和38年11月　
資本金／4,500万円　代表者／代表取締役社長 関野邦夫　
事業内容／建設機械・運搬機械・油圧機械部品の鋳物切削加
工、製缶品及び金型製作　売上高／非公開

一般機械

　食糧供給の重要な役割を担う農業。その作業効率を向上させる農業用機械を製造販
売するメーカー。自社で開発から製造販売までを一貫して行っている。
　ICTやロボット技術を活用したスマート農機（下図はロボットトラクタTJV６５５R）、トラクタ
や田植機、コンバインには多くの特許技術を使用。その技術開発能力の高さは、「特許行
政年次報告書」（特許庁編）で公表される日本における分野別登録数で上位を維持して
いることからもうかがえる。

井関農機株式会社

先端技術で 農業機械の 未来を開拓！

井関農機株式会社
〒799-2692
愛媛県松山市馬木町700
TEL／089-979-6111
FAX／089-978-6440
http://www.iseki.co.jp
創業／大正15年8月
資本金／233億4,474万円
代表者／
代表取締役社長 冨安司郎
従業員数／5,563名（当社グループ）
事業内容／農業機械製造
事業所／国内8事業所（販売会社
を除く）
売上高／1,498億9,900万円

（令和元年12月期）

これぞ

スゴ
技

一般機械

　海事都市・今治において船舶用空調・冷凍機器、船舶用エレベータメーカ
ーとして国内トップシェアを誇る。受注から生産、エンジニアリングまで自社で行
う柔軟性とグローバルに発展し続ける技術力で多様なニーズに応える。
　SOx排出が規制強化されるなか、MGO Cooling System

（低硫黄燃料油冷却装置）を開発。環境に配慮したモノづく
りに徹する。また客船事業にも参入し、日本で建造された客船
として史上最大級のダイヤモンド・サファイヤプリンセスにプレハ
ブ冷蔵庫、冷凍装置を納入。世界的客船プロジェクトにアジア
で唯一参入。世界中を旅するクルーズ船に快適を届ける。

潮冷熱株式会社

トップシェア 時代の潮流 追い風に

一般機械 日 本  一

潮冷熱株式会社
〒794-0073
愛媛県今治市クリエイティブヒルズ5-3
TEL／0898-34-1230
FAX／0898-34-1231
http://www.ushioreinetsu.co.jp
設立／昭和52年11月
資本金／5,000万円
代表者／代表取締役社長 小田茂晴
従業員数／300名
事業内容／冷暖房装置、冷凍冷却装置、プ
レハブ式冷凍冷蔵庫、船舶用エレベータ、パ
ッケージ型船舶用エアコンなどの製造販売
事業所／大西事業所、東京支店、長崎出
張所、香川出張所ほか
売上高／67億8,539万円（令和2年3月期）

これぞ
スゴ
技

　「機械的な修理ができる、誰に
も使いやすい、人間の動作に近
い動きをする機械」が開発の基
本コンセプト。柑橘類の搾汁や皮
の乾燥、各種食品のスライサー
やチョッパー、殺菌水生成装置な
ど、独創的な着想によって同業
他社製の従来品より格段に高性
能で低コストの機械を世に送り出
している。
　まだまだ機械化されていない
作業の機械化に取り組みつつ、
顧客の要望に合わせたカスタム
化を実現。ニッチなニーズに的確
に対応している。

正確に 美しく加工する 食品加工機械

合同会社エヌエスコーポレーション
〒799-3131　愛媛県伊予市大平字小野甲1457-1
TEL／089-983-5521　FAX／089-989-0080　http://www.nscorp.jp　設立／平成11年7月
代表者／代表社員 仲井清高　従業員数／7名　事業内容／食品加工機械、青果物加工機械、包装機、
選別機、計量器、高性能次亜殺菌水生成装置、搾汁ライン（青果・野菜）の製造・販売
事業所／タイ（バンコク）、韓国（冨川市）、中国（大連市）、バングラデシュ（ダッカ）　売上高／ 非公開

合同会社エヌエスコーポレーション 一般機械

これぞ
スゴ技

　食品容器や医療用などに使われるさまざまな
プラスチック製品の金型を専門に、設計・製造を
行う。不要な原料を一切出さないSHIバルブゲー
トシステムを採用した省資源のホットランナー金
型の技術は、20年以上蓄積されたノウハウにより、
他社と大きく差がある。
　また射出成形時にあらかじめ印刷されたラベ
ルを装着するインモールド
金型は、従来システムでは
困難だった多色表現を可
能にし、製造工程の大幅
な短縮を実現した。

原料と 製造工程の “ムダ”カット

イズミ精機株式会社
〒792-0893 
愛媛県新居浜市多喜浜6-6-46
TEL／0897-32-6232
FAX／0897-32-6535
設立／昭和63年7月
資本金／9,000万円
代表者／代表取締役社長
吉田 充　従業員数／40名
事業内容／精密プラスチック射
出成形用金型の設計・製造
売上高／6億7,748万円

（平成30年3月期）

これぞ
スゴ
技

イズミ精機株式会社 一般機械



菅機械産業株式会社
〒791-8042　愛媛県松山市南吉田町2278-1　TEL／089-965-0665　FAX／089-965-0651
http://www.kankikai.co.jp　創業／昭和38年9月　資本金／2,000万円
代表者／代表取締役社長 菅 英治　従業員数／12名　事業内容／各種高圧ガス・溶接材料・工具・
工作機械・伝動機器・溶接治具などの卸・小売、形鋼反転機・手動式デジタル定寸器の製造販売
売上高／6億3,800万円（平成28年2月期）

　メジャーでは精度が出ない、ケガキ作業に時間がかかる、NC機はコストがかかりす
ぎる、という金属棒材切断の現場の声から誕生した手動式デジタル定寸器「デジピタッ
ト」。既存のメタルソーに取り付けるだけで誰でも簡単に使え、切断加工精度と作業効
率が格段にアップする。
　デジタル表示の定寸機構を手動でスライドさせるだけというわかりやすくシンプルな
操作で、0.1mm単位の微調整も可能。少量多品種が求められる今日のものづくりの現
場を支える画期的な製品となっている。

菅機械産業株式会社

金属棒切断の 精度出し時間を
大幅短縮

一般機械

　住友重機械工業（株）の
協力工場として出発し、大
型構造物が製作できる工場
として各種設備を充実。床
上式横中ぐり盤などの機械
設備を駆使し、製缶・機械加
工・塗装・組立までの一貫した

“ものづくり”を展開している。
　主力製品は、製鋼所向け
レードルクレーン・造船所向
け伸縮吊ビーム付クレーン等
の天井クレーンとジブクレー
ン。また、タイヤマウント式ジブ
クレーンは全体組立後ロー
ルオン方式による出荷などの
実績も高く評価されている。

三光機械工業株式会社
〒792-0893　愛媛県新居浜市多喜浜6-6-50
TEL／0897-46-0315　FAX／0897-46-1107
http://www.akagane.net/sankokikai/
設立／昭和43年4月　資本金／5,000万円
代表者／代表取締役 小野幸男　従業員数／35名
事業内容／天井クレーン等各種運搬荷役機械、各種産業機械、
各種建設機械、大型機械加工部品の製作　売上高／非公開

三光機械工業株式会社

先端設備
天井クレーンに 技術映え

一般機械

　最大刃長1,000mmまで対応可能な、ストランド（ひも）状の樹脂を超硬回転刃でカットす
るストランドカッターを製造・販売。工業用刃物の製作を得意とし、素材の選定から熱処理・
表面処理、ロウ付などを含めて一貫して生産、トータルで高品質な製品を提供している。
　様 な々形状の難削材を精密加工でき、特に研磨技術に優れており、三次元の内面湾
曲加工など高度な形状加工も得意とする。高精度・高品質なものづくりで評価が高い。

磨かれた
刃の切れ味 
活かす技

技研工機株式会社
〒799-0111　愛媛県四国中央市金生町下分798-1　TEL／0896-56-4535　FAX／0896-56-4569　
http://www.giken-kohki.co.jp　設立／昭和43年4月　資本金／5,000万円　代表者／代表取締役
社長 宮崎政博　従業員数／55名　事業内容／工業用刃物、精密機械部品、樹脂ペレタイザー、省力
化機械、切断装置設計・製作　事業所／山田井工場　売上高／9億5,000万円（平成31年3月期）

技研工機株式会社 一般機械

　ベストフォーマ抄紙機を代表とする家庭紙の原紙をつくる抄紙機と、ティシュ
ーペーパー、トイレットペーパーなどの家庭用紙加工機を専門に製造。すべてオ
ーダー生産で、設置場所や生産規模に合わせてレイアウトの対応が可能、高品
質で信頼性の高いマシンを提供している。
　紙パルプ機械・加工機を専門に扱ってきた技術を活かし、製鉄コイルの自動包
装機の開発等、他産業機械の製造にも取り組んでいる。

川之江造機株式会社

家庭紙の 製造機械に 特化集中

川之江造機株式会社
〒799-0195　愛媛県四国中央市川之江町1514　TEL／0896-58-0111　FAX／0896-58-2864
https://www.kawanoe.co.jp　設立／昭和19年11月　資本金／5,000万円
代表者／代表取締役社長 篠原貴裕　従業員数／220名　事業内容／抄紙機、紙加工機械、仕
上機械、その他産業機械　事業所／営業所：東京・富士、工場：四国中央市（川之江・三島・余木）
売上高／76億3,820万円（令和元年7月期）

一般機械 日 本  一

クリーンメカニカル株式会社
〒793-0046　愛媛県西条市港新地100-1
TEL／0897-58-3611　FAX／0897-58-3612　http://www.clean-m.com　設立／平成11年4月
資本金／1,200万円　代表者／代表取締役 邨田美津子　従業員数／30名
事業内容／医製薬用装置製造　事業所／大阪、関東　売上高／非公開

使い手の
立場にたった
ものづくり

クリーンメカニカル株式会社 一般機械

  これぞ

 スゴ技

これぞスゴ
技

　主に製薬関係の注射用水設備、調製設備を取り扱っている。
　独自に開発した高効率の上昇流下液膜方式を採用し、発生蒸気圧力を安定して供給
できる省エネルギーのスチーム発生装置「ピュアスチーム」、日本で初めてコイル式を採用し、
小型で高性能なために特許を受けた「蒸留水製造装置」などから、各種装置を組合せた
設備まで、蓄積された経験をもとに、顧客の種々の設計要求に対応した設計・製作が可能だ。

おべ工業株式会社
〒792-0801　愛媛県新居浜市菊本町2-14-1
TEL／0897-33-5141　FAX／0897-33-9142　http://www.obe.co.jp/　創業／大正3年9月
資本金／7,887万円　代表者／代表取締役社長 尾部功太榔　従業員数／140名
事業内容／各種クレーン製造、ジェットコースターなど遊戯機械製造請負、各種プラントメンテナンス
事業所／鹿島支店、和歌山支店　売上高／年商約35億円

　昭和40年のRHクレーン開発以来、荷役品、
吊能力、作業半径など顧客ニーズに合わせ完
全オーダーメイドのクレーン製作を手がけてきた。
国内で初めてインバータ制御を採用した大型ク
レーンは荷役効率を大幅にアップ。
　なかでも走行用エンジンの搭載でタイヤを駆
動させ岸壁内を自在に移動できる「タイヤマウン
ト式大型多目的クレーン」は、荷役の可能性を
大きく広げた。さらにピットカバー自動開閉装置も
話題となっている。

おべ工業株式会社

荷物にも 環境にも やさしいクレーン

一般機械

これぞ
スゴ技
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　セルフリーサイ
エンスでは、多様
化する薬剤分子
開発に対応して
いくため、自社の

「コムギ無細胞タ
ンパク質合成技
術」に「世界最大
級のヒトクローン
ライブラリー」と独
自開発の「タンパ
ク質非変性固定
化技術」を融合さ
せ、約20,000種類のヒトタンパク質を搭載した『ヒトプロテインアレイ』を開発。現在で
は、アプリケーションサービスとしてタンパク質と各薬剤候補分子（化合物、抗体、ペプ
チド、核酸等）との網羅的な相互作用解析サービスへ展開し、皆様の研究開発をバッ
クアップしている。
株式会社セルフリーサイエンス
〒790-8577　愛媛県松山市文京町3 　
TEL／089-925-1088　FAX／089-925-1099
http://www.cfsciences.com/　設立／平成14年7月
資本金／9,500万円　代表者／代表取締役社長 尾澤 哲　
従業員数／16名（常用）
事業内容／①タンパク質合成試薬・装置の製造販売、受託合成
②創薬探索技術・創薬シーズのライセンスアウト③プロテイン・アレイの製造販売　売上高／非公開

株式会社セルフリーサイエンス

迅速に タンパク質を 自動合成

一般機械

住友重機械プロセス機器株式会社
〒799-1393　愛媛県西条市今在家1501
TEL／0898-64-6936　FAX／0898-64-6977
http://www.shi-pe.shi.co.jp/　創業／昭和62年2月
資本金／4億8,000万円　代表者／代表取締役 岡田 敏
従業員数／242名　事業内容／化学機械・一般機械の設
計、製造、据付、修理　事業所／東京支店、飯塚事業所
売上高／105億8,600万円（平成28年3月期）

　主力商品であるマックスブレンド®は、自社にて独自開発
された高性能撹拌装置であり、生産プロセスの心臓部で
ある攪拌型反応槽として化学、医薬および食品業界にて
幅広く使用されている。また、化学工学会にて技術賞を受
賞するなど学術的にも国内外で高い評価を得ている。
　その特長としては、①広範囲な粘性に対応②短時間で
完全混合③優れた伝熱特性④高い固液分散特性および
⑤液面変化に安定した運転等がある。ポリカーボネート等
の高機能樹脂から紙おむつ用高吸水性ポリマーやエコタ
イヤ用ゴムなど身近に存在するさまざまな素材の製造プロ
セスに導入されている。

住友重機械プロセス機器株式会社

攪拌槽 確かな実績と
技術に基づく 提案力

  これぞ
 スゴ技

  これぞ スゴ技

一般機械

新和工業株式会社
〒791-8042　愛媛県松山市南吉田町2798-71　TEL／089-973-6251　FAX／089-973-6535
http://www.shinwa-cc.co.jp/jp/index.html　設立／昭和39年9月　資本金／4,500万円
代表者／代表取締役会長 村井正美　従業員数／150名　事業内容／溶融式及び湿式紡糸合
成繊維製造設備製造、溶融紡糸式不織布製造設備製造など
事業所／松山市、東温市、山口県熊毛郡田布施町　売上高／28億円（平成28年4月期）

　メルトブロー法とは、溶融した熱可塑性プラスチック樹脂を多数のノズル孔から
吐出させ、高速の熱風により極細繊維化し、ネットコンベ上に吹き付けることでシー
ト状にする不織布製造方法。
　MB-T100SWは、不織布シートの研究開発のほか、樹脂の用途開発などに向
けに非常にコンパクトにまとめられた試験機。わずかなスペースがあればすぐに設
置でき、操作もタッチパネル方式なので、条件設定などが容易に行える。
※写真はラボ用小型メルトブロー試験機「MB-T100」

新和工業株式会社

次世代の 
合成繊維を 
育てます

一般機械

  これぞ

 スゴ技

株式会社ジェー・エス・ティ
〒791-8042　愛媛県松山市南吉田町2798-64
TEL／089-974-3333　FAX／089-974-3335 
http://www.j-s-t.co.jp/　設立／平成元年10月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 和氣成暢
従業員数／19名　事業内容／レーザー加工、精密板金加工、パイプ加工、
各種溶接、焼付塗装、組立、試作製作　売上高／非公開

　高い技術力と最新鋭の設備で、繊維
機器メーカーから介護福祉機器、食品
機械メーカーなど、幅広い分野で独自の
ものづくりを展開。ただ図面を受け取り、
その通りに製造するのは当たり前のこと。
同社では、より効率的な構造や作業工程
を提案して、クライアントの問題点を技術
面でクリアするなど、独自のアプローチで
顧客ニーズに応えている。
　同社のシンボルともいえるステンレス製
の模型「道後温泉本館」は、厚生労働省
の技能フェアで技術賞を受賞。匠の技と
先端技術がコラボレートした結晶だ。

株式会社ジェー・エス・ティ

先進の 技術と設備と 提案力

一般機械

これぞスゴ技

有限会社シグマ企画
〒793-0030
愛媛県西条市大町841-6
TEL／0897-47-1008
FAX／0897-56-7474
http://www.sigmakikaku.co.jp
創業／昭和61年1月
資本金／600万円
代表者／代表取締役 明比紳一郎
従業員数／7名
事業内容／機械器具設計、製作
売上高／非公開

　エンジニアリング会社として多彩な材質
や金属の切断機械を設計・製作するなかで、
顧客から実演販売用チーズスライサーの開
発を委託される。試行錯誤の末、チーズ類、
畜産・海産加工品、練り製品などを0.1～数
mmの厚さにスライスし、透明な受け箱に食
材が落下する小型フードスライサーを製作。
これは目の前のパフォーマンスを「見る」こと
で、大きな販促効果が得られるもの。
　今後新分野への展開も模索中だ。

食分野 見せる技術の スライサー
有限会社シグマ企画 一般機械

住重アテックス株式会社
〒799-1393　愛媛県西条市今在家1501　TEL／0898-65-4868　FAX／0898-65-4547 
http://www.shiei.co.jp/　創業／昭和54年10月　資本金／2億円
代表者／代表取締役 秋山正博　従業員数／149名　事業内容／非破壊検査および放射線工学を
利用したユニークな技術と試験研究センターの価値連鎖による総合エンジニアリング
支店・営業所／新居浜営業所、新居浜事業所、放射線管理サービスセンター（京都）、横須賀事業所、
倉敷営業所、福山営業所　売上高／23億3,000万円（平成27年3月期）

　住友重機グループでの蓄積し
た実績を持つ。放射線技術サービ
ス、検査診断エンジニアリング、テ
クノリサーチの事業を柱に、サイク
ロトロンを中心とするユニークな技
術で調査、診断、非破壊検査、分
析、開発支援を提案している。
　なかでもウェハに軽イオンを照
射することで、スイッチングスピード
の高速化を実現した「半導体ウェ
ハのイオン照射サービス」、中性
子使用によりX線では見えない傷
も見逃さない「中性子ラジオグラフ
ィ」の技術は、各界から注目を集
めている。

住重アテックス株式会社

サイクロトロン 工業利用で 
オンリーワン

これぞスゴ技

一般機械 日 本  一
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株式会社トップシステム
〒793-0003　愛媛県西条市ひうち3-70　TEL／0897-52-1910　FAX／0897-52-1912
http://www.topsystem.jp　設立／平成11年10月　資本金／2,400万円　代表者／代表取締役 
森 達雄　従業員数／50名　事業内容／製薬機械装置及び省エネルギー機器の設計・製作・施工
管理など　事業所／横浜、上海、ジャカルタ　売上高／12億1,200万円（平成28年8月期）

　設計から製造まで一貫した自社内での生産体制を完備
し、医薬用水製造装置などを生産。3D-CADを使い、設計
段階からプラントのフローを画像で確認できるため、内容の
濃い打合せを行うことが可能だ。
　完成した製品は工場内で試運転と検査を行い、結果は
ドキュメントとエビデンスとして管理し、製品の品質を保証
する。時系列に沿って整合性を取りながらマニュアルなど
の複雑な書類も作成している。

設計から 文書管理まで 徹底する
株式会社トップシステム 一般機械

これぞスゴ
技

世界最高速 全自動製函機を 実用化

大和エンジニアリング株式会社
〒791-3131 
愛媛県伊予郡松前町北川原2034
TEL／089-984-4432　FAX／089-984-4877
http://www.daiwa-eng.com
設立／平成2年12月
資本金／3,000万円
代表者／代表取締役社長 中矢真吾
従業員数／46名
事業内容／各種段ボール外装機械の製造、段
ボール製函機、封函機、ケーサー、パレタイザー
の製造
事業所／東京、大阪、名古屋
売上高／20億9,216万円（令和元年5月期）

大和エンジニアリング株式会社 一般機械 日 本  一

　段ボール外装機械である製函機・封函機・ケーサー・パレタイザー
の設計・製造・販売を手がける。大手飲料メーカーに納入している高
速横型製函機は国内最速の60ケース/分の製函処理能力を達成し、
24時間運転の実用に対応している。
　これまで培ってきたノウハウと製作実績を生かし、提案から製造・設
置まで、業界最短期間のプランニングを実現。経験に基づいた確実
な製品を提供し、納入先は食品業界は元より、ネット通販・医薬・紙加
工等の他業界にも幅を広げている。

これぞ
スゴ技

ダイオーエンジニアリング株式会社

環境負荷を 
技術で低減 
追求する

ダイオーエンジニアリング株式会社
〒799-0401　愛媛県四国中央市村松町930-2
TEL／0896-23-9129　FAX／0896-23-9238
http://daio-eng.co.jp
設立／昭和47年7月　資本金／6,000万円
代表者／代表取締役社長 福島慎一
従業員数／500名
事業内容／環境関連設備のエンジニアリング
事業、電子機器の製造・販売
事業所／本社工場、東京、小田原、大阪、岐阜
売上高／非公開

  これぞ

 スゴ技

一般機械

　今まで有効利用されてい
なかった混合プラスチックを99％以上の
高い精度で選別し、再利用を促進するエ
アロソータや、使用済み紙おむつを一般
廃棄物として処理できるように加工する装
置、産業廃棄物を高カロリーで経済的な
固形化燃料に成形する装置など、環境負
荷低減を技術と製品により追求。
　リサイクル、バイオマス利用、大気・水質
浄化、省エネルギーなど、様々な分野でそ
の技術は活かされている。

株式会社ダイキアクシス
〒791-8022　愛媛県松山市美沢1-9-1 
TEL／089-927-2222　FAX／089-927-3335 
http://www.daiki-axis.com
設立／平成17年7月 　資本金／19億8,329万円代
表者／代表取締役社長 大亀 裕　従業員数／747名

（連結ベース：平成30年12月31日時点）
事業内容／各種排水処理装置の設計・施工・維持管
理、合成樹脂等による製品の製造・販売および設計・施
工、各種建設材料・住宅設備機器の販売・施工、植物
系廃食用油を原料とするバイオディーゼル燃料の精製・
販売および精製プラントの販売、飲料水の製造・販売
売上高／362億円（連結ベース：平成30年12月期）

　業界に先駆けて、軽量で丈夫なFRP（繊維
強化プラスチック）製浄化槽を開発するなど、
排水処理事業において、数多くの業界初を生
み出してきたダイキを前身とするダイキアクシス。
　平成14年に実用化した「D･OiL」は、使用済
み天ぷら油などを原料に生み出されるバイオデ
ィーゼル燃料。水と油はまったく異なる性質を
持つが、「廃食用油の再生は水環境を守る上
でも必要」と考え着手。平成21年には、より高品
質な「D･OiL N」の開発にも成功。高度な技術
を駆使し、人にも地球にもやさしい未来の環境
づくりに邁進している。

株式会社ダイキアクシス

バイオマス 
地産池消で 
エコライフ

一般機械

これぞスゴ
技

　特殊紙製造設備販売台数日本
一を誇る。設計から製造までの高
度な技術を持ち、不織布やフィル
ムなどの抄造濃度が極端に薄い
原料で抄造する場合に適してい
る。傾斜ワイヤーなど、安定的に
高品質な製品を生産できる製造
プロセス全般においても高精度で
信頼性が高く、顧客のニーズに合
わせた製造設備を提案・提供。
　2008年には、経営合理化、技術
開発等に優れた企業に贈られる

「グッドカンパニー大賞」を受賞した。

株式会社大昌鉄工所

シートもの 製造ラインを 網羅する

株式会社大昌鉄工所
〒799-0101　愛媛県四国中央市川之江町910　TEL／0896-58-0123
FAX／0896-58-0126　http://www.daisho-iw.com/pc/　設立／昭和
34年5月　資本金／2,000万円　代表者／代表取締役社長 福崎祥正　
従業員数／120名　事業内容／特殊紙・不織布・フィルムなどのシート状製
品生産設備の設計・製造・販売　事業所／（本社・工場）四国中央市
売上高／82億円（令和元年7月期）

これぞ
スゴ
技

一般機械 日 本  一

株式会社曽我部鐵工所

歯車は 世界のパワーの 原動力

株式会社曽我部鐵工所
〒792-0896　愛媛県新居浜市阿島1-4-25

TEL／0897-67-1700　FAX／0897-67-1702
http://www.sogabe-iw.jp　設立／昭和10年1月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 曽我部謙一　
従業員数／109名　事業内容／建設機械用各種部品の製
造、建設機械歯車減速機・製鉄設備用各種部品の製造・組
立　事業所／本社・阿島工場、港町工場
売上高／38億5,500万円（平成30年6月期）

一般機械

　有史以前から使われてきた
“歯車”のメカニズム。それは現
在の先端技術の中でも変わらず
に大きな役割を担う。曽我部鐵
工所は多数の加工機械を保有
し、歯車の設計・製作を中心に
建設機械用の各種部品を製作
している。
　主力製品である「遊星歯車
減速機」は、大手建設機械メー
カーに供給されている重要な部
品。世界の油圧ショベルの約30
％は同社の製品が使われてい
る。今後は風力発電や水処理
設備などの分野にも挑戦する。
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眞鍋造機株式会社
〒799-2113　愛媛県今治市高部甲633-3
TEL／0898-41-9217　FAX／0898-41-6568
http://www.manabezoki.co.jp
設立／昭和35年3月　資本金／3,000万円　
代表者／代表取締役社長 眞鍋三雄  従業員
数／220名  事業内容／船舶用甲板機械製造、
船舶用荷役機械製造
事業所／東京営業所、愛媛（今治市・西条）に
工場3カ所、香川（観音寺市）に1カ所
売上高／73億4,000万円（平成28年実績）

　船舶用甲板機械（ウインチ）や荷役ク
レーンなどの設計・製造・販売を手がける。
製品は素材のみを購入し、自社内で製
缶・加工・組立・検査のすべてを一貫で行
っている。
　平成13年には国内初のインバータ制
御電動式甲板機械を開発。平成24年ま
でに200隻以上の船舶に同甲板機械を
搭載した。さらに、電動式甲板機械の技
術を応用して、平成21年には世界初、電
動油圧式荷役クレーンにインバータ制御
を採用。今後はクレーンの完全電動化に
力を注ぐ。

世界初 インバータ制御を
デッキクレーンに採用

眞鍋造機株式会社 一般機械

これぞ
スゴ技

　試作開発から量産部品
加工までを一貫生産。四
国有数の120台を超えるマ
シニングセンターを所有し、
NC旋盤機は70台以上所有
している。
　職人による手づくりの木
型と、3DデータでのNCマシ
ンによるケミカルウッドでの
型製作を実施するなど、ア
ナログとデジタルを組合せ
た柔軟な製品製作を実施。
需要先の多様なニーズに
も対応できるよう、基礎技術
の追求や製品開発にも注
力し、提案型企業を目指す。

株式会社松山機型工業

デジタルと アナログを融合させた ものづくり

株式会社松山機型工業
〒799-2651　愛媛県松山市堀江町163
TEL／089-978-1622　FAX／089-978-1639
http://www.matsuyamakigata.co.jp　
創立／昭和22年3月　資本金／1,000万円  代表者／野中健次
従業員数／142名　事業内容／一般機械器具製造業
売上高／非公開

これぞスゴ技

一般機械

株式会社フジコソ
〒791-0312　愛媛県東温市則之内字段乙2309
TEL／089-960-6370　FAX／089-960-6371
http://www6.plala.or.jp/fc/　創業／平成2年11月　
資本金／5,000万円　代表者／代表取締役 藤社 司
従業員数／65名　事業内容／自動省力化製造装置設計
製作　事業所／東温市
売上高／12億3,800万円（平成30年5月期）

　ステンレスだけで
も20種類以上、その他JIS
規格にも載ってないものを含め約
200種類の材質を調達、切削が可能。
要求精度±10μ単位の高度な加工を
得意とし、大手半導体メーカーの品質に
対する厳しい要求に応えられる高性能設備と技術を保有する。
　特殊規格のねじ切りや、真空関連のパッキンに使用されるア
リ溝加工にも対応、中心径4㎜の超小径加工ができる。

1個から 対応できる
特殊加工

株式会社フラスコ
〒793-0010　愛媛県西条市飯岡3743-2
TEL／0897-56-7482　FAX／0897-56-6534
http://s-frasco.com　創業／昭和48年1月　
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 藤原弘一
従業員数／20名　事業内容／半導体製造装置部品、真空
関連部品、自動機設計・製造・組立
売上高／4億2,000万円（平成28年9月期）

  これぞ スゴ技

株式会社フラスコ 一般機械

　顧客の要望に応じた各業種
向けの自動省力化装置の企画
から、設計製作・据付工事一式
に対応。特に高い精度、また微
細な部品に対して、強みである
視覚認識技術やサーボ技術を
駆使して、数多くの自動生産装
置を開発・導入している。
　従来、家電・電子機器、自動
車、電子部品業界向け装置が
主力だったが、今までに培って
きたノウハウ、各業界への導入
実績とハード・ソフト設計技術
力・ものづくり力を活かし、他業
界への対応も推進している。

株式会社フジコソ

夢と想いを 実現化させる 総合技術力

一般機械

これぞスゴ技

　例えば断面形状が異形であ
る一本の長いブレード。これを使
用するには、製品の自重による
たわみが問題となる。このたわみ
までを考慮した萩尾機械工業の
「逆歪取り」は、まさに職人技。
　また、最先端がん治療器用部
品であるサイクロトロン用の大型
純鉄製品を高精度な平面に仕
上げることができる職人技が業
界内で高い評価を得ている。大
型高精密加工は、5mで30μの精
度を誇る。

萩尾機械工業株式会社
〒792-0868　愛媛県新居浜市松の木町1-17
TEL／0897-32-2700　FAX／0897-33-4818
http://www.hagiokikai.jp　設立／昭和57年7月　資本金
／2,545万円　代表者／代表取締役 萩尾孝一　従業員数／
35名　事業内容／受配電設備用気密容器の製造、産業機械

（製鉄、重機、船舶等）部品の製造・組立、土木・建設機械用
部品の製造　売上高／7億円（平成27年6月期）

萩尾機械工業株式会社

大型高精密機器と 最先端医療を支える 「職人技」
一般機械

  こ
れぞ

 ス
ゴ技

　これまで実用化でき
なかったプラス温度帯
の豚ロース肉やもも肉など
を薄切りにし、かつ二つ折りにし
た状態でコンベア上に整列するこ
とができる「ベンディングスライサー AtoZ」。
　タッチパネルの操作で1パックに必要な枚
数分だけ並べることができ、切断面も美しく、
ロスとなる屑肉の発生も少ない。作業の安
全性の向上、省力化、製品品質の向上、材
料の歩留り向上を実現した画期的なスライ
サーである。

株式会社日本キャリア工業

スライス革命で 
省力化を実現した 
スライサー

株式会社日本キャリア工業
〒791-8043　愛媛県松山市東垣生町980-5
TEL／089-973-6311　FAX／089-973-6353
http://www.nippon-career.co.jp　設立／昭和50年5月　資本金／4,000万円
代表者／代表取締役社長 三谷 卓　従業員数／107名　事業内容／生産用機械器具製造業
事業所／東京事務所、中部事務所、大阪事務所、九州事務所　売上高／26億1,000万円（令和元年7月期）

これぞスゴ
技一般機械 日 本  一
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　四国内でも数
少ない大型の機
械製造に対応し
た設備が充実す
る工場で、製鉄、
製紙、運搬機そ
の他、大手重工
業系企業の大型
産業機械を設計
から組立まで一
貫して受注・生産。
　社員一人ひとり
が切削、溶接、組
立などの加工技
術を高いレベルで持った多能工
の集団で、ものづくりに対するこ
だわりを持った企業姿勢と品質
の高い製品は、顧客から高い評
価を得ている。

宮田鉄工株式会社
〒791-0508　愛媛県西条市丹原町池田1004-1
TEL／0898-68-7024　FAX／0898-68-7051
http://www.myt.biz-web.jp　設立／昭和29年12月  資本金／
4,500万円  代表者／代表取締役社長 宮田健治　従業員数／
40名　事業内容／製紙機械、製鉄機械、運搬機などの製造
売上高／8億円（平成26年9月期）

宮田鉄工株式会社

大型の 機械設備を 
製造中

一般機械

これぞ

スゴ技

　熱・水・環境のベストパートナーとして、常に地球環境への
配慮のもと、グローバルに提案できる製品を開発。独自の高機
能化技術により、様々な製品の省エネ、省資源、優環境を追
求・実現している。
　製品の製造・販
売だけでなく、製
品を支えるオンラ
インメンテナンス
事業などにも注力。
CO₂やNO Xの排
出量削減など、そ
の技 術 力は高く
評価され、数々の
権威ある賞を受賞
している。

三浦工業株式会社
〒799-2696　
愛媛県松山市堀江町7
TEL／089-979-7019　
FAX／089-979-7126　http://www.miuraz.co.jp　
設立／昭和34年5月　資本金／95億4,400万円
代表者／代表取締役 社長執行役員 CEO 宮内大介
従業員数／2,991名　事業内容／はん用機械器具製造業
事業所／松山、東京、大阪、約100カ所
売上高／1,436億4,500万円（令和2年3月期）

三浦工業株式会社

ボイラから 水処理製品まで 幅広く

一般機械 日 本  一

　ロールツーロールでプラ
スチックフィルム基板に金
属薄膜を高速で形成でき
る、コンパクトでエコノミー
なスパッタリング装置を試
作開発。これにより、フィル
ム走行系に工夫をすること
で、PET等の耐熱性の低
いフィルムにも高速成膜で
きる可能性を見出した。
　ガス供給ラインを2系統
有しており、酸化物の反応
性スパッタによる成膜も可
能。ディスプレイ関係、太陽
電池、有機ELなどへの応
用が想定される。

ユースエンジニアリング株式会社

真空の ロールツーロールで
フレキシブル

ユースエンジニアリング株式会社
〒792-0003　愛媛県新居浜市新田町1-6-22
TEL／0897-33-5730　FAX／0897-37-3630
https://youtheng.co.jp  創業／昭和53年1月　資本金／4,500万円
代表者／代表取締役社長 池田佳三　従業員数／130名　事業内容／自動
機械・電子機器の設計・製作、情報管理システムの設計・製作、取扱説明書・
サービスマニュアル等のドキュメント制作　事業所／横浜、大阪、松山、仙台
売上高／31億6,900万円（令和元年12月期）

一般機械

　自動車プレス金型や樹
脂金型を中心に、工法検討
から設計、トライアル、生産
立ち上がりまでのトータルな
技術を提供。国内外の自動
車メーカーとも直接取り引き
をするなど、グローバルなネ
ットワークで最先端のものづ
くりを実施している。
　短納期、高品質、低コスト
の実現のため、ITを積極活
用。省エネルギーに貢献す
べく高強度・軽量化を実現
する新素材CFRP（炭素繊
維強化プラスチック）用金
型開発にも取り組んでいる。

ヤマセイ株式会社

ITと 匠の技で ものづくり

ヤマセイ株式会社
〒790-0036  愛媛県松山市小栗5-31-1
TEL／089-931-2251　FAX／089-931-3171
http://www.v-yamasei.co.jp　設立／平成24年1月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締社長 倉知秀金
従業員数／146名　事業内容／一般機械器具製造業
売上高／非公開

  これぞ スゴ技

一般機械

株式会社横崎製作所
〒791-0213　愛媛県東温市牛渕199-57
TEL／089-955-0711　FAX／089-955-0712
http://yokozaki.com　設立／昭和57年8月
資本金／2,000万円
代表者／代表取締役社長 横崎公美
従業員数／30名　事業内容／選別機の製造・販売
事業所／札幌　売上高／5億円（平成26年1月期）

　精度の高い選別能力
を持ち、安定的な高速
選別が可能な重量式選
別機を製作。シンプル設
計でメンテナンス性・操
作性ともに良好、トレー

のサイズやラインの長さを変更するこ
とにより顧客からの様々な要望に対
応している。
　「精度を上げたい」という顧客の
声から生まれた新しい発想の天秤は、
正確な計量ができる上、耐久性もアッ
プ。メンテナンスの軽減も実現した。

株式会社横崎製作所

選別機 オーダーメイドで 作成中！

一般機械

  これぞ スゴ技

株式会社マルヤス

特許生む 
オンリーワンの 新発想

株式会社マルヤス
〒792-0823　愛媛県新居浜市外山町16-32
TEL／0897-47-6010　FAX／0897-47-6011　http://e-maruyasu.jp
設立／昭和51年3月　資本金／5,000万円　代表者／代表取締役 野村雅恵
従業員数／24名　事業内容／樹脂成形用省力化機器（混合機、洗浄装置、
再生機など）の開発・製造・販売　売上高／5億8,000万円（平成31年3月期）

一般機械 日 本  一

  これぞ スゴ技

　「圧力洗浄装置（SP,MP）」は
付着した焦げや樹脂を、対象物
に傷を付けずに剥がすことが出
来る装置。樹脂成形装置のスクリ
ューや金型には樹脂焦げや樹脂
自体が付着し清掃に多大な労力
がかかっており、従来は削る、擦
る、固い異物をぶつけるなどして
洗浄されていたが、傷をつけ、更
なる樹脂焦げを誘発したり、製品
への混入が問題であった。
　この装置を洗浄液と一緒に使
用することで対象物を傷つけず、
タオルで拭取
る程度の力で
洗浄を完了す
ることができる。

これぞ

スゴ技
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　顧客の要望に応じた各種開発・製作。ハードウェアに
おいては、市販機器用の基板開発から工程用の検査
装置・治具の製作を行っており、電池保護回路、カメラ
組み込み、カラー液晶などの市販機器の開発、これら
の生産工程用の検査装置各種の開発・生産している。
　ソフトウェアにおいては、発注・原価管理
用データベースソフトや、技術用データ解
析用ソフトなどの業務用アプリケーションの
開発、生産工程用として、カメラによる画像
検査装置、計測・検査用システム制御ソフ
トウェアの開発、組み込み機器用ファーム
ウェア開発など幅広く対応。ハードウェアか
らソフトウェアまで一貫して対応することで、
顧客の要望にきめ細かく対応している。

高精度 ニーズに合わせた システム開発

株式会社エム・コット
〒790-0044　愛媛県松山市余戸東1-5-12
TEL／089-973-2901　FAX／089-973-4805
http://www.mcot.co.jp/　設立／平成5年12月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 山本達也　従業員数／14名　事業内容／業務
用機械器具製造業　売上高／1億5,000万円（平成28年10月期）

株式会社エム・コット 電気機械

これぞ
スゴ技

　あらゆるファクトリーオートメ
ーションをサポートするエンジ
ニア集団で、液晶・半導体・電
子部品・自動車・医療などの製
造装置の開発から、設計・製
作・据付・メンテナンスまで一貫
したものづくりを行っている。
　ラインセンサーで画像を取り
込み、欠損や異物を判断する
画像処理技術を駆使した各
種検査装置は、短時間で正
確な全数検査を行える。サン
プル評価やインラインテストも
可能で、付帯装置の取付・組
立など、顧客の製造ラインに
最適な検査システムを提供し
ている。株式会社エムディテクノス

〒793-0046　愛媛県西条市港字北新地357-3
TEL／0897-52-5211　FAX／0897-52-5222
http://www.md-technos.com
設立／平成15年3月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 土居恵三　従業員数／20名
事業内容／メカトロニクス技術を駆使した各種製造装置や、画像処理
技術を駆使した各種検査装置の設計・製作
売上高／3億6,000万円（平成29年3月期）

画像処理技術を 駆使した 表面欠陥検査装置
株式会社エムディテクノス 電気機械

これぞ

スゴ技

一貫した 
総合設計で 
ものづくり

ウインテック株式会社

ウインテック株式会社
〒791-0314　
愛媛県東温市松瀬川1022
TEL／089-955-8822　
FAX／089-955-8824
http://www.wintec-japan.jp
創業／昭和56年3月　資本金／
1,000万円　代表者／代表取締
役 駄場元定生　従業員数／20
名　事業内容／電気機械製造
売上高／非公開

　生産工場で人間の手に変わる機械を、一貫した総合設計
で生産。圧倒的な提案・仕上げ・サポート力でパーフェクトなFA
機器を届けている。特にサニタリー製品の生産ラインには欠
かせない蛇行修正装置HAWは、メンテナンスフリーで壊れな
い、操作性が高くセッティング時間も短縮できることなどから、圧
倒的な国内シェアを誇る。これら同社の製品を支えているの
は、部品製造や金属加工など30数社の協力会社で構成される

「WinWin会」である。
　同社は、EU圏内で商品を販売するために必須のCEマーキ
ングを取得し、今後、ヨーロッパへの販路拡大を見込んでいる。

  これぞ スゴ技

電気機械 日 本  一

　あらゆる動力源として重要な巻線
電磁モーターの巻線技術を有し、特
殊用途の電磁コイル製作と産業用モ
ーター中心のメンテナンスを基幹事
業として展開。特にメンテナンス部門
では、他社製造のモーターであっても、
あらゆる問題に対応できる高い技術
力を有している。
　日本のモーター生産が海外へと移
行し、国内に巻線技術を有する職人
が少なくなるなか、飯尾電機では若
い職人たちがその技術を習得。質の
高い製品とサービスを提供している。

株式会社飯尾電機

動力を うみ出す基幹の 巻線技術

株式会社飯尾電機
〒792-0050　愛媛県新居浜市萩生1554-1
TEL／0897-55-8122　FAX／0897-55-2548
設立／昭和22年4月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 飯尾卓士　従業員数／22名
事業内容／重電機器製造・修理
事業所／西条港工場　売上高／非公開

電気機械

これぞ

スゴ技

　従来の繊維強化プラスチック（FRP）の
問題点を解決した、加工が容易で強度・
剛性にすぐれた熱可塑性プリプレグを開
発。さらに一つの金型内で母材樹脂の重
合・フォーミング・他の樹脂を同時に成形す
るアウトサート成形の三工程を同時に実
現することに世界で初めて成功した。
　FRPでは対応のできなかった精密機器
や医療機器への展開が可能になり、基幹
産業である電子機器開発において蓄積
してきたノウハウを基礎に、低コスト・高品
質な製品の開発・製造を目指している。

アプライズ株式会社
〒793-0023　愛媛県西条市明屋敷651-4
TEL／0897-52-1652　FAX／0897-52-1653
設立／平成10年6月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 曽我部要義　従業員数／27名
事業内容／電子機器開発・製造、金型製造、
樹脂成形・2次加工
売上高／4億5,000万円（平成28年3月期）

アプライズ株式会社

超低粘度熱可塑性プリプレグを 用いた
製品開発

電気機械

これぞ

スゴ技

　ジャック類やコネクタ類
といった電気信号用接続
部品などを主に開発・製
造。外部との接続部品で
あるジャック等に防水機能
を持たせ、製品自体の防
水化に寄与するなど、従

来品に機能を加えることで製品の付加価値を高めることを可能に。
　製品の設計をはじめとして、部品の製造、製品の組立・組込、治工具・検査機器の設計・
作成に至るまで一貫して自社内で行っているため、部品単体はもちろん、付随する部品と
のユニット化も対応できる。

株式会社エクセル電子

付加機能で さらなる小型化の 実現を
電気機械

株式会社エクセル電子
〒791-0054 愛媛県松山市空港通4-6-2　TEL／089-973-2711　FAX／089-973-2880
http://www.exjapan.com　設立／昭和46年10月　資本金／5,001万円
代表者／代表取締役社長 藤井一志　従業員数／41名　事業内容／民生機器・業務用機器向けの電気
信号用接続部品・電源ジャック類の開発・製造　事業所／大阪営業所、東京営業所、久美浜工場（京都府
京丹後市）　売上高／12億9,000万円（令和元年9月期）

  これぞ スゴ技
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  これぞ

 スゴ技

株式会社サイバー 電気機械

ニーズ読む エレクトロニクスの 頭脳集団

株式会社サイバー
〒792-0041　愛媛県新居浜市中村松木1-8-21
TEL／0897-40-6633　FAX／0897-40-6641
http://www.aono.co.jp/cyber/
設立／昭和47年12月　資本金／5,000万円
代表者／代表取締役 河端和行
従業員数／47名
事業内容／ソフトウェアの開発、電子回路の設計・製作
売上高／4億5,000万円（平成27年3月期）

　工業都市・新居浜において電子設計、ソフト設計、制御設
計・製作など、産業設備機器及び機械の自動化、省力化に取
り組んでいるサイバー。数ある開発製品の中でも、自動硬化
時間測定装置はエポキシ樹脂の熱硬化性樹脂の硬化時
間測定において、手に近い撹拌方式を採用。硬化状態を
トルクとして検出する自動計を開発し、特許を取得した。
　少人数でありながら、高度な要求に応えるエレクトロニ
クス頭脳集団として、各界から注目を集める。

田中技研株式会社

田中技研株式会社
〒799-1313　愛媛県西条市旦之上甲433-1　TEL／0898-66-4011　FAX／0898-66-4022
http://www.tanakag.co.jp  設立／平成2年11月  資本金／3,000万円 
代表者／代表取締役 田中正夫　従業員数／98名　事業内容／電子機器製造、半導体設備
部品・航空機部品・医療機器部品の製造　事業所／桑村工場、北条工場　売上高／非公開

　航空機のエンジンやガスタービン部に使
われるインコネルやワスパネルといったニッケ
ル合金などの難削材の切削が得意。
　他にも医療機器や宇宙関連機器に搭載
される計測機器の超高精密微細加工部品
の試作品加工も行っている。複雑で高度な
三次元加工技術を保有し、数百種類の刃を
使い分け、視覚、聴覚、臭覚など、五感を駆
使した職人の技で機械を操り、切削する。

難削材
積極的に 挑戦中

電気機械

　高度先端的医療現場で期待される新規
の気相式核酸分解技術（特許：国内2、海
外5か国取得済、3か国審査中）。核酸コン
タミネーション、抗菌スペクトルの拡張、無菌
管理等など、従来技術での課題を短時間
で克服。シーライブ技術で滅菌管理可能な
DNA・RNAフリー環境を実現し、医療現場
や無菌製薬現場等での活用を期待し開発
中（論文投稿準備中）。
　宇宙分野では、観測衛星などの科学衛
星に搭載される電子回路設計や基板、機
能モジュールを高信頼性設計技術で開発
し提供している。

先端医療を 加速する
気相式核酸分解・除染装置「Biovector®」

株式会社シーライブ
〒792-0060　愛媛県新居浜市大生院2151-10 

（公財）えひめ東予産業創造センター内
TEL／0897-66-1085　FAX／0897-66-1082
http://www.sealive.co.jp/　設立／平成7年2月　資本金／
2,000万円　代表者／代表取締役 鈴木康士　従業員数／5名
事業内容／電子機器製品開発の技術支援・開発受注、電子回
路設計、プリント基板設計、ASIC設計、電子計測装置等の開発、
製造、販売　売上高／8,000万円（平成28年8月期）

これぞスゴ技

株式会社シーライブ 電気機械 日 本  一

システムエルエスアイ株式会社
〒791-8057　愛媛県松山市大可賀2-1-28 
アイテムえひめE-202　TEL／089-968-3090
FAX／089-968-3099　http://www.syslsi.com/
設立／平成10年６月　資本金／2,000万円
代表者／代表取締役 中浦一浩　従業員数／15名（常用）
事業内容／①LSI設計および各種ハードウェア開発②組み込み系、
LSIソフトウェア開発③LSI開発に関するコンサルティング④アプリ
ケーションソフトウェア開発⑤その他　事業所／松山
売上高／非公開

これぞ

スゴ技

　画像認識システムを数多く手がけ、脳
神経メカニズムをモデル化したNeural 
Networkの応用や各種識別アルゴリズム
を独自開発。従来のコンピュータでは認識
不可能だった複雑な認識を実現している。
　この技術の応用製品として「紙幣整理
機」や「メダル識別機」などを開発。また、家
電製品や生産機器で、重要な役割を担う
モータの制御を短期間で容易に実現する
システムも開発するなど、変化成長の激し
い最新技術の現場で革新的なシステムや
製品を提供している。

システムエルエスアイ株式会社

先端の 技術を活かした
システム開発

電気機械

これぞ

スゴ
技

　中・小規模の製紙工場の電気工事からスタートし、
工場の機械化に関する顧客ニーズ全般に応えること
で成長。長年培ってきた経験と技術により、各種製紙工
場や排水処理プラント、穀物処理プラントなど、複雑な
制御を必要とする工業機械の制御盤やプラント制御
盤の設計・製造・施工を得意としている。
　国内に数少ない世界各国の国際規格に準拠した
配電盤の設計・製造ができる技術を保有。顧客の抱え
る問題を解決する高品質なシステムを提案している。

確かな技術による 高品質な 制御盤
岡田電機株式会社

岡田電機株式会社
〒799-0403
愛媛県四国中央市三島朝日2-20-2
TEL／0896-23-4188
FAX／0896-24-7578
http://www.okadadenki.com
設立／昭和23年6月
資本金／9,600万円
代表者／代表取締役 秋山 順
従業員数／63名
事業内容／電機設備の設計および
工事、自動制御装置の設計および制
作、電子制御装置・コンピューター関
係の設計・製作・販売。コンピューター
等のプログラムの制作およびインプッ
トなど
売上高／19億円（令和元年8月期）

電気機械

これぞ

スゴ技

株式会社OBU
〒791-1123　愛媛県松山市東方甲2070-1
TEL／089-963-5127
FAX／089-963-5128
http://www.obu-inc.co.jp/
設立／平成15年8月
資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 岡田正志
従業員数／80名（平成24年9月現在）　事業内
容／LED照明機器開発・製造・販売・取付、プリ
ント基板実装組立、電子機器開発・設計・製造・
販売　事業所／松山、宇和島、香川県丸亀
売上高／3億3,800万円（平成27年5月期）

これぞスゴ技

　平成23年3月の福島原発事故以来、原子力発
電の安全性とエネルギー不足が問われているな
か、省エネルギー実現の一環として、LED照明の
開発と製造･販売を通して社会貢献を目指す。
　独自開発した「シームレスLED大型内照式看
板照明」は影がなく、自然で発光も鮮やかなのが
特徴。従来の照明より大幅に消費電力が削減し
た直管型LED照明のほか、特別な装置を増設
することなく、照明をLEDにするだけで情報配信
が可能となる「情報配信機能付きLED照明」も
開発。オフィスや店舗、商業施設へのLED照明
導入の相談や提案も行う。

株式会社OBU

先端の 
LED照明を 

愛媛から

電気機械

27 Ehime's Amazing Techniques
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　ユニークな商品展開で水産業界から信頼を集めているホクトは、その商品の性能
はもちろん、各専門技を持ったスタッフが一致団結する開発力、対応力が魅力。専門
はブラシレス直流モーターだが、その枠にとらわれず数々の商品開発を行ってきた。
　近年、既存商品のブラッシュアップを本格化させると同時に、これまで培った高効率
風力発電機、遠赤外線効果を最大限に活かした乾燥機などの新製品の商品化に向
けて全力を注いでいる。

株式会社ホクト
〒792-0892　愛媛県新居浜市黒島1-5-24  
TEL／0897-45-3568 FAX／0897-46-3211  http://www.
hokuto792.com　設立／平成17年11月　資本金／300万円
代表者／代表取締役 高橋美樹　従業員数／14名
事業内容／魚加工機械製造・販売、電子部品製造・販売
売上高／1億3,000万円（平成28年9月期）

株式会社ホクト 電気機械 日 本  一

　飲食店で主に使用される無線ハンディターミナル用
小型充電器を開発。充電ユニットの連結が可能なた
め、使用するターミナル数に合わせて小規模から大
規模店舗まで対応できる。
　また、テレビ、携帯電話などの液晶に使われる光学
フィルムは、クリーンルームにて自社の持つ設備と技術
を活用し、加工。長年の独自ノウハウを活かし、高品
質な製品を提供している。近年は高品質な工場野菜
の生産にも取り組んでいる。

先端の
技術が支える
電気機器

株式会社日本システムグループ

株式会社日本システムグループ
〒793-0003　
愛媛県西条市ひうち6-22
TEL／0897-52-1508　
FAX／0897-52-1509　
http://www.nsgr.co.jp　
設立／平成2年3月
資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 文野 忍
従業員数／50名　事業内容／
電子デバイス、電子部品製造、
化粒品製造　売上高／非公開

電気機械

　関連企業である（株）西岡鉄工所での薄板製缶塗
装業務から派生し、電気制御部門を独立する形で進
化を遂げた西機電装（株）。今後はハードのモノづくり
に合わせて制御ソフト部門を融合させたシステム開発
企業を目指している。
　「大型クレーン用ユニット型制御盤」を組み込んだ写
真の製品は、薄板大物製缶と制御技術という両社の
強みの集大成である。

高度融合 
鉄と制御の
技術力

西機電装株式会社
〒792-0893　
愛媛県新居浜市多喜浜6-6-35
TEL／0897-46-0394　
FAX／0897-46-2438
http://www.g-nishioka.co.jp
設立／昭和58年7月　資本金／1,000
万円　代表者／代表取締役 西岡 圭　
従業員数／45名　事業内容／クレーン
や各種産業機械等の大型設備の制御
盤、配電盤等を製作。関連会社（株）西
岡鉄工所との協業により、設計から最終
検査まで一貫した生産体制が可能　売
上高／7億2,700万円（平成30年5月期）

西機電装株式会社 電気機械

これぞスゴ技

これぞ
スゴ技

PHC株式会社
〒791-0395　愛媛県東温市南方2131-1
TEL／089-966-2111　FAX／089-966-6006
https://www.phchd.com
創業／昭和44年11月　資本金／79億733万円
代表者／代表取締役社長 森本恭史
従業員数／約2,300名　事業内容／医療用電
気機械器具製造　事業所／松山地区、首都圏
地区、脇町地区、群馬地区、大阪地区 他
売上高／非公開

　「健康を願うすべての人々に新たな価値を創
造し豊かな社会づくりに貢献する」PHC。
　自宅で簡単に血糖値が測れる家庭用血糖値
測定システムに使われるセンサは、需要が高く、
国内製造シェアNo.1を占めている。センサに使わ
れている血液中の測定妨害物質の影響を受け
ない新型酵素を開発し、簡単で正確かつ迅速に
血糖値測定を行える。

PHC株式会社

健康を願う すべての人々に 新たな価値を創造

これぞ
スゴ技

電気機械 日 本  一

時代を創る ユニークな 開発魂

  これぞ

 スゴ技

　漁船を対象とする蓄電
池の販売充電に始まり、コ
ンテナ船やタンカーなど大
型商船に電気・情報機器を
プロデュースするゼネラル
コントラクターとして成長し

てきた“BEMAC”。現在、同社製品が搭載さ
れている船舶は世界中で5,000隻を超える。
　新提案の船陸間統合化情報システムは、イ
ンターネットを介し、機関監視装置（データーロ
ガー）により船舶からの情報を陸上オフィスで
利用可能。船舶ビッグデータを活用することで、
予防保全や故障予知など、船舶の安全運搬
に関するサービスを提供する。

BEMAC株式会社
〒794-8582　愛媛県今治市野間甲105
TEL／0898-25-8282　FAX／0898-25-3777　
https://www.bemac-jp.com
設立／昭和31年7月　資本金／9,000万円
代表者／代表取締役社長 小田雅人
従業員数／897名（令和2年3月期）　事業内容
／船舶及びビル、工場、施設等のプラント制御・配
電・通信機器の製造、販売、工事　事業所／今治
本社、東京本社、大西工場 ほか4工場、大阪支社、
博多営業所、EV岐阜、アムステルダム駐在員事
務所 ほか　売上高／285億円（平成31年3月期）

船舶ビッグデータを活用した
スマートシップの実現

BEMAC株式会社 電気機械

  これぞ スゴ技

　サイクロトロン用電磁石
電源や、超電導電磁石電
源などの様々な特殊電源
に組み込む制御装置の
開発・製造を行うテクノマ
ジック。
　アナログ回路とデジタル
回路の設計力、それらの
最適共存を可能にするパ
ターン設計力、電源との組
み合わせ試験の実施など、
20年を超える製造実績に
基づく豊富な経験と確か
な技術力により、医療・産
業機械の分野の一翼を担
う存在となっている。

株式会社テクノマジック

特殊電磁石の 電流を制御する
高度な技術力

電気機械

株式会社テクノマジック
〒799-0721 愛媛県四国中央市土居町上野甲1502-1
TEL／0896-29-5555　FAX／0896-75-1057　https://technomagic.jp
設立／平成11年7月　資本金／300万円　代表者／代表取締役 曽我部栄治
従業員数／30名　事業内容／電気・電子回路設計、パターン設計、電気設
備設計、電気事業に関する電気工作物
売上高／3億2,000万円（令和元年度）

  これぞ スゴ技
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　モノレールの
設置には地形の
制約が少ないの
で、電力、通信、
土木、農業、林業
など、傾斜地での
運搬の効率化・
省力化に最適。
　モノレールの
架設および撤去
では、自然環境を
そのまま活かし

た工法によって、環境を破壊することなく行える。また、製造しているすべてのモノ
レールには、排気ガス規制対応のエンジンを搭載。

イワキテック株式会社

　コンテナ船用のハッチカバーでは、日本一の生産量を誇るイワキテック。ポンツーンタイプ、ロ
ーリングタイプ、フォールディングタイプの3種類の自社ブランドの中でも、ポンツーンタイプ（コン
テナ船用）は、生産量・質ともに高い評価を得ている。
　本社工場は大型ジブクレーンなど大規模な加工設備を有し、500tを超える構造物が製造
可能。設計からアフターサービスまで一貫した生産体制と熟練した匠の技で、付加価値の高
い製品を提供している。

規模と技 信頼の絆を結ぶ ハッチカバー

イワキテック株式会社
〒794-2410　愛媛県越智郡上島町岩城6017　TEL／0897-75-2121  FAX／0897-75-3157
http://www.iwakitec.co.jp  創業／昭和32年3月　資本金／8,580万円  代表者／代表取締役社長 山本一郎
従業員数／173名　事業内容／舶用装置（ハッチカバー、リフタブルデッキ等）の設計・製造、船体ブロックの製造
事業所／因島工場、向島工場　売上高／77億4,000万円（平成29年3月期）

 日 本  一 輸送機械

  こ
れぞ

 スゴ技

光永産業株式会社

環境に配慮 地球にやさしい
エコエンジン搭載

光永産業株式会社
〒799-3102　愛媛県伊予市宮下96-1　TEL／089-983-1414　FAX／089-983-1416　
http://www.koei-m.co.jp　設立／昭和46年5月資本金／3,000万円　代表者／代表取
締役社長 大岡敬一郎　従業員数／60名　事業内容／輸送用機械器具製造業、職別工事業

（設備工事を除く）　事業所／関東営業所（栃木）、中部営業所（愛知）、九州営業所（熊本）
売上高／17億3,000万円（平成31年4月期）

輸送機械

これぞスゴ
技

　「船主と共に伸びる」を経営理念に、常に
将来を見据え、次世代に向けた造船の可能
性に挑戦する今治造船。創業は1901年で、
110年以上に渡り、世界の海に新造船を就航
させている。瀬戸内海にグループを含め10箇
所の建造ヤードと3箇所の事業部を有し、造
船専業メーカーとして豊富な実績と経験をも
とに、環境に優しく、より迅速に、より安全な海
上輸送を命題としながら海洋新時代の輸送
システムを探求している。そして、海上輸送の
一翼を担う様々な船舶の建造を通じて、豊か
な社会の発展に貢献するとともに、次世代に
向けた船舶の可能性に挑戦し続けている。

今治造船株式会社

建造量 日本No.1
累計建造実績
2,600隻

今治造船株式会社
〒799-2195　愛媛県今治市小浦町1-4-52 
TEL／0898-36-5000　FAX／0898-36-5010　
http://www.imazo.co.jp/
設立／昭和17年1月　資本金／300億円
代表者／代表取締役社長 檜垣幸人
従業員数／1,640名　事業内容／各種船舶建造
事業所／今治、西条、丸亀、広島、東京、アムステルダム
売上高／3,911億円（平成31年3月期）

輸送機械 日 本  一

これぞスゴ技

　各種の液体化学物質、石油精製品などを運ぶケミカルタンカ
ー。工作上管理が難しいとされるステンレスタンクを早くから採用し、

“ケミカルタンカーの浅川”として業界に名を馳せる。
　中小型船を対象とした特許取得・省エネ装置「フレンドフィン」は
船のプロペラ後方に発生する回転流を減少させ、推進効率を向上
させるもの。これにより6～8％の省エネを可能にした。現在200隻近
くに装着され、環境にやさしい航行をアシストしている。

これぞ
スゴ
技

浅川造船株式会社
〒799-2111
愛媛県今治市小浦町2-4-39
TEL／0898-41-9090
FAX／0898-41-8267
http://www.asazo.com　
創業／昭和22年6月
資本金／5,000万円
代表者／代表取締役 浅野富士人
従業員数／127名　事業内容／各
種鋼船の建造及び修理
事業所／本社工場、東予工場
売上高／非公開

ケミカルタンカー オンリー ONE
浅川造船株式会社 輸送機械

株式会社リバーテック
〒799-1537　愛媛県今治市宮ヶ崎甲882-5
TEL／0898-47-5050　FAX／0898-47-5055　
http://www.rivertec.co.jp　設立／平成2年12月　資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 川崎泰正
従業員数／21名　事業内容／マイコン制御機器の開発（ソフト・ハード）、製造販売、各種制御盤・動力盤の製造、
電気制御機器・電子部品の販売、ワイヤーハーネスの加工・販売　売上高／非公開

　小型マイコ
ンコントローラ
「 R T Mシリ
ーズ」は、幅
広い分 野の
各種産業用
機械、機器に
用いられ、高
い信頼を得て
いる。CAN通信
搭載で省配線を実現。
防水・防塵、振動や温度に
対して高い耐久性を誇るマイコン
制御を全国に提供している。
　また、制御盤の受託も行っており、電子制御機器は自社でソフトとハードを設計、顧客の要
望に応じてカスタマイズ可能。大型制御盤の製作にも対応。電気・電子部品等の販売も手掛
ける。

耐環境性能を 高めた RTMコントローラ
株式会社リバーテック 電気機械

　照明製品の開発・設計・販売などを手がける同社が
開発したLEDパネルライトは、天井用化粧石膏ボードと
同サイズの埋め込み式フラットパネル型照明。省エネ・省
コスト・デザイン性に優れ、大きな市場が期待されている。
　軽量化を目指して開発した超軽量LED蛍光灯は、従
来品の290gの約半分という150gという軽さを実現。衝撃

を与えても飛散しない特殊ポリカーボネイトチューブを用いることで安全性を向上させた。
空間全体を広く明るく照らし、ギラギラした不快な眩しさがなく目にも優しい。

独自性を 追求した
オリジナルLED照明

リアラン株式会社
〒794-0064
愛媛県今治市小泉2-7-27
TEL／0898-52-3811
FAX／089-903-1218
http://rearun.com
設立／平成22年6月
資本金／2,500万円
代表者／代表取締役 宇野一世
従業員数／13名
事業内容／照明製品の開発設計・
販売業務、照明コンサルタント
事業所／東京営業所、台湾営業所
売上高／非公開

リアラン株式会社 電気機械

  これぞ スゴ技これぞスゴ技

Ehime's Amazing Techniques
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　　　株式会社SSP

株式会社SSP
〒791-8013　愛媛県松山市山越6-17-11
TEL／089-924-7080　FAX／089-922-1387
http://www.s-system.co.jp　設立／昭和57年4月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役社長 岩本 透
従業員数／17名　事業内容／ソフトウェア開発
売上高／1億5,000万円（平成27年3月期）

  これぞ
 スゴ技

　医師会の
業務を集約さ

せた総合パッケ
ージソフト「トップ

ランナー 医師会総
合情報システム」。会

員管理や医療機関管
理といった医師会業務

に必要な情報を一元化
し、煩雑な業務を効率的に

行える。
　ログインIDやパスワードは
もちろん、ログイン・ログアウト
の履歴保有、職務権限に応
じた使用制限などセキュリテ
ィ対策も万全。医師会ごとに
システムをカスタマイズするこ
とも可能だ。

ＩＴ・
コンピューター

医師会の
事務局業務を
一元管理する

　全国に２万カ所あるといわれる農産物特売所。生産者による値段シールの発行、
売上情報のメール配信といった日本初の産直の情報管理システムを考案。2014年、
様変わりする産直市場の運営管理の問題を解決するため、商品をバーコードではな
くQRコードで管理する新システム「新産直繁盛くん」を開発。管理項目の増加により、
従来では難しかった賞味期限管理や多項目にわたる精算処理を可能にした。
　このほか産直市をヘルスケアの基地とする新たなサービスにも取り組んでいる。

株式会社インプット

QRコードで データ管理を 一気に解決！

株式会社インプット
〒790-0053　愛媛県松山市竹原2-1-53 エバーグリーン松山2-505
TEL／089-915-0241　FAX／089-915-0242　http://www.input.co.jp/　設立／平成24年3月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 池本洋司　従業員数／9名
事業内容／ソフトウェア開発・販売　売上高／8,400万円（平成29年2月期）

ＩＴ・
コンピューター

これぞスゴ技

　従来の足場は、架設や撤去に膨
大な資材と多数の熟練した人が必
要とされていた。危険な作業も多く、
このために毎年多くの犠牲者が出
ていた。この問題を解決するために
開発されたのが「ラック足場」。
　移動床の上で橋脚、ビル建設の
点検や塗装補修などの安全に作業
ができる。また、資材も少なく、低コス
トというメリットもある。

米山工業株式会社

低コストで 安全性の高い 足場をつくる

輸送機械 日 本  一

これぞ

スゴ技 米山工業株式会社
〒791-3131  
愛媛県伊予郡松前町北川原塩屋西1279-1
TEL／089-984-6600
FAX／089-984-6699
http://www.yonekou.jp　
設立／昭和36年7月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役 米山徹太　従業員
数／49名　事業内容／建設業、輸送用機
械器具製造業、エレベータ製造業　事業所
／東京、仙台、名古屋、大阪、福岡　売上
高／13億4,000万円（平成29年12月期）

　NPシステム開発ブランドの次
世代ハイブリッドデジタルタコグラフ

「e-Tacho®シリーズ」は、クラウド
型車載運行管理システム「web地
球号®」を利用し、簡単な操作で高
機能運行管理や低価格での動態
管理を行える。
　運転日報や拘束時間管理表の
作成、不要なアイドリングや連続運
転の警告などによって、労務管理を
適正に行えることで「安全」「ECO」

「コスト削減」に貢献している。

株式会社NPシステム開発

乗務員の 労務管理や低価格での 動態管理が可能！！

ＩＴ・
コンピューター

株式会社NPシステム開発
〒791-8015　愛媛県松山市中央1-9-13　TEL／089-924-7817
FAX／089-924-7479　http://www.npsystem.co.jp
設立／昭和58年1月　資本金／3億円　代表者／代表取締役 塩梅 敏
従業員数／75名　事業内容／車載運行管理システム・運送業統合シス
テム・デジタルタコグラフ・ドライブレコーダーの開発・販売・保守サポート
売上高／25億円（令和2年3月期）

これぞスゴ技

　貨物船をはじめ、ケミカルタンカー、LNG船、
セメント運搬船など特殊な技術を必要とする
船舶建造では、国内外から高い評価を得て
いる檜垣造船。中型輸送船分野においては、
業界内でトップクラスのシェアを誇る。
　2015年に船台拡張工事が終了し、近海船
の大型化に対応した船舶の建造への取組と
近年の厳しい環境規制に配慮した「エコシッ
プ」の建造への取り組みにより創立以来、700
隻の建造実績を着実に伸ばし続けている。

｢航献力」造船を通じて
世界・未来・地域に
貢献する

檜垣造船株式会社
〒799-2111　愛媛県今治市小浦町1-4-25
TEL／0898-41-9147　FAX／0898-41-7322　http://www.higaki.co.jp　設立／昭和39年6月
資本金／4,800万円　代表者／代表取締役社長 檜垣宏彰　従業員数／101名　事業内容／各種鋼船の
建造及び修理　事業所／本社工場・事務所、波方工場、東京事務所　売上高／非公開

檜垣造船株式会社 輸送機械

これぞスゴ
技

　創業以来、新造及び修繕に
関する内航船建造に特化した
ノウハウを蓄積。確かな技術に
より信頼を築き上げてきた。新造
船は年間に約12隻、修繕船は
約50隻の実績があり、内航船舶
の建造量は日本のトップクラス。
　生産設計の簡素化と建造
工程の規格化により、工期短縮
と量産化を実現。水槽試験や
流体解析による船形開発・改
良を行いながら、省エネ最適船
の開発にも取り組んでいる。現
在は東南アジア諸国の小型造
船企業と提携を模索し、国内
外の造船産業の発展に貢献し
ようとしている。

矢野造船株式会社

内航船に 特化してきた 技術力
輸送機械

矢野造船株式会社
〒799-2111 愛媛県今治市小浦町2-4-54
TEL／0898-41-9368　FAX／0898-41-9835　
http://www.yano-ship.co.jp　設立／昭和56年10月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 矢野 均
従業員数／34名　事業内容／鋼船新造船建造、検査、修理など　
事業所／テクノ波方工場　売上高／非公開  これぞ スゴ技



　イノシシなどの害獣を、スマホやパソ
コンの映像を見ながら遠隔操作で捕獲
できる仕組み。BeagleOneシリーズを害
獣対策に利用した一例。また、機密情
報のファイルを分割保存することで、機
密情報を安全管理できる秘密分散ソフト

「SplitDisk」も開発。
　豊富なSI実績から、顧客の立場になってニ
ーズを的確に把握し、課題解決のための企画・立
案からプログラムの開発を行う。LSIの設計からドラ
イバ、アプリケーション開発まで、ハード・ソフトウェア両
方の技術者がチームを組み、顧客に最適な高品質な開
発サービスも提供。システムの保守管理にも幅広く対応。

株式会社パルソフトウェアサービス

害獣対策に ICTを利用した 
「ハンティングマスター」

株式会社パルソフトウェアサービス
〒790-0951  愛媛県松山市天山3-10-31 第二くつなビル
TEL／089-932-7520　FAX／089-932-7516
http://www.palsoft.co.jp　設立／平成2年4月　資本金／
2,800万円　代表者／代表取締役 大西雅人　従業員数／74名　
事業内容／ソフトウェア・ハードウェアの開発、サーバー・インフラ構築、
導入・運用サポート　事業所／東京支店　売上高／非公開

これぞスゴ
技

ＩＴ・
コンピューター

　産婦人科専用電子
カルテ「fカルテット」が
多くの医院に選ばれ
ている理由は、現役の
産婦人科医と共に開
発し、診療の現場で本
当に必要とされる機能
を備えているところに
ある。そもそも産科診
療は、妊婦検診や入
院、分娩など、他の診
療科に比べると、特有
の診療の流れがある。
通常の電子カルテでは産科診療には対応できず、その点でも「fカルテット」はニッチ市
場を捉えた優位性の高い商品である。
　現在では、沖縄から北海道まで全国の医院から支持されるまでに成長しており、今
後の展開も期待される。

株式会社ニューウェイブ

産科医に 支持され広まる 電子カルテ

株式会社ニューウェイブ
〒792-0003　愛媛県新居浜市新田町1-6-25
TEL／0897-33-9801　FAX／0897-33-9821
https://www.newwave98.co.jp/　設立／昭和59年8月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役社長 日野美江子
従業員数／61名　事業内容／産婦人科向け電子カルテシス
テム「ｆカルテット」の開発、販売、保守・医療機関向けシステム
の開発、機器販売、サポート・企業向けシステム開発、機器販売、
サポート・通信機器販売事業・飲食事業
売上高／12億4,000万円（令和元年7月期）

ＩＴ・
コンピューター

これぞスゴ技

株式会社タイワ

CAD画面 強力汎用性の 実寸法師

株式会社タイワ
〒792-0805　愛媛県新居浜市八雲町4-7
TEL／0897-32-9200　FAX／0897-32-6699
http://www.taiwa.co.jp/
設立／平成元年5月　資本金／5,000万円
代表者／代表取締役 近藤健司　従業員者数／15名
事業内容／ソフトウェア開発・販売
売上高／3億1,600万円（平成31年3月期）

ＩＴ・
コンピューター

　実寸法師は汎用CADエンジンをベースに、ワープロ・表計算・DB機能から3Dモ
デルの構築まで、すべて図面上で行う統合システム。平成元年の発売以来、全国
の鉄工所や設計事務所を中心に
使用され、操作性のよさ、独自のニ
ーズに簡単にカスタマイズできること
から、圧倒的な業界シェアと2,000社
を超える導入実績を誇っている。
　需要が高まるBIMの標準フォー
マットであるIFCも対応。今後は意
匠・構造・設備設計の3分野間の連
携技術アップを図っていく。

  これぞ スゴ技

　創業以来、建設、測量、GIS、環境計測などの機器やソフトウェアの開発や販売を展開。
測量機器や環境計測機器の一部は修理などのメンテナンスも自社で行っている。
　障害物によりGPS情報が受信できない環境下でも有効なドローン精密誘導システムを平
成29年に開発。既存のドローンの小改造と、一般に広く流通している測量器械を用いるた
め、低コストで導入できる省力化システムであり、老朽化が進む社会インフラの点検やICTを
活用した土木測量、精密農業の農薬散布などでの活用が期待される。

株式会社ジツタ
〒790-0964　愛媛県松山市中村2-8-1　TEL／089-931-7175　FAX／089-934-7701　http://www.
jitsuta.co.jp/　設立／昭和24年9月　資本金／1,600万円　代表者／代表取締役 山内延恭　従業員数／
44名　事業内容／建設、測量、建築に関する機器の販売、ソフトウェアの開発・販売　事業所／高知支店、高
松支店、徳島支店、宇和島支店、名古屋営業所、東京営業所　売上高／14億8,000万円（平成30年7月期）

ITで実現する
信頼性の高い
調査と作業

株式会社ジツタ ＩＴ・
コンピューター

これぞスゴ技

株式会社愛媛電算

ビッグデータを 活用した 婚活支援システム
株式会社愛媛電算
〒790-0067　愛媛県松山市大手町1-11-7
TEL／089-941-2226　FAX／089-941-2285
http://www.ehime-densan.co.jp
設立／昭和42年4月　資本金／9,600万円
代表者／代表取締役社長 越智建夫
従業員数／120名
事業内容／システム開発、システムインテクグレー
ションサービス、情報処理サービス、システム機器開
発、人材派遣、インターネットサービスなど
売上高／23億円（平成29年3月期）

ＩＴ・
コンピューター

　登録会員の婚活行動履歴データを基に類
似グループを割り出し、類似グループ会員それ
ぞれの婚活行動パターンから、お勧めの相手
を提案する結婚支援事業者向けの全国初の
婚活支援システム「愛むすび」。
　アルゴリズムは国立情報学研究所の宇野
教授のプログラムを使用。お見合い成立率は
通常の2倍以上で、システム化により事務経費
を削減、さまざまなイベント・お見合いの内容管
理、クラウドサービスによるシステム運用や稼
動維持も容易であるなど、多くのメリットがある。

  これぞ
 スゴ技

　中山間直接支払制度の申請に
必要な、集落協定図の作成、実施
区域図の作成など、傾斜測定から
帳票作成までを一括管理。簡略な
操作で入力や管理にかかる労力を
軽減。少数員数での管理も可能で、
人件費にかかるコストを削減できる。
　地図表示・検索、計測、入力、帳
票出力までをタブレット操作で完結
できるのも特長だ。現地で調査結
果の登録・検索ができ、撮影した写
真に位置情報がリンクしているため、
事務所での写真と地図の照合作
業が不要。労力とミスを削減できる。

株式会社オーエムアイ

地理情報システムを用いた
農政業務の 支援システム

ＩＴ・
コンピューター

株式会社オーエムアイ
〒795-0064　愛媛県大洲市東大洲909-1
TEL／0893-25-4213　FAX／0893-25-1013
http://www.omis.co.jp/index.html　設立／昭和63年12月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 大川内 修　従業員／22名
事業内容／地理情報システムの開発、農政業務の支援など
事業所／西予、伊予、松山　売上高／1億6,000万円（平成30年度）

これぞスゴ技

 日 本  一
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　「福島さんの釜あげしら
す」をはじめ、しらすの加工
品、ちりめんなどを販売。原
料となるしらすは、自社が所
有する12艘の船団により水
揚げ。水揚げ直後から鮮度
を保つため、船上でもあらゆ
る工夫がなされている。
　最新の設備が整えられた
工場には、日本初となる蒸し
しらすの製造ラインのほか、
釜あげしらすの製造ラインな
どが並ぶ。港から運ばれた
しらすは、品質と鮮度を保つために数十分の工程で商品に加工する。

朝日共販株式会社

鮮度が一番 こだわりアリ！の 蒸ししらす

朝日共販株式会社
〒796-0611　愛媛県西宇和郡伊方町川之浜652-1
TEL／0894-53-0776　FAX／0894-53-0086
http://www.shirasu.jp　設立／平成7年12月　資本金／3,000万円
代表者／代表取締役 福島大朝　従業員数／150名
事業内容／食料品製造　事業所／松山営業所、関西事業所、東京
営業所　売上高／62億5,000万円（令和元年3月期）

食料品 日 本  一

　平成22年から3年間実施された農林水産省実用技
術開発事業において、みかんに含まれるβ-クリプトキサンチンの機能性の研究に取り組んできた。
　この研究事業において、みかん果汁中のβ-クリプトキサンチンをさらに高濃度化する技術を
開発し、1パック（125ml）あたり、みかん３個分のβ-クリプトキサンチンを含みながら、カロリーはみ
かん1個分のみかんジュース「POMアシタノカラダ」の開発に成功した。この「POMアシタノカラ
ダ」は、β-クリプトキサンチンの効果を科学的に確かめる試験に使用されたみかんジュースをそ
のまま製品化したものである。

1パックに みかん3個分の 
β-クリプトキサンチン

株式会社えひめ飲料
〒791-8603　愛媛県松山市安城寺町478　TEL／089-923-1513　FAX／089-924-0304
http://www.ehime-inryo.co.jp　設立／平成15年4月　資本金／67億5,000万円
代表者／代表取締役社長 髙原 茂　従業員数／295名　事業内容／清涼飲料水の製造・販売
事業所／東京営業本部、大阪・名古屋・福岡（営業所）、工場3カ所　売上高／227億円（平成28年3月期）

株式会社えひめ飲料 食料品

これぞ

スゴ技

※ハンディターミナルは（株）キーエンス製

ピーシートレンド株式会社 ＩＴ・
コンピューター

ピーシートレンド株式会社
〒792-0060　愛媛県新居浜市大生院2151-10 

（公財）えひめ東予産業創造センター内　TEL／0897-43-2212
FAX／0897-43-2213　http://www.pctrend.co.jp　設立／平成7年9月
資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 浦田晋治
従業員数／8名　事業内容／FA・OAソフトウェア開発、各種パッケージソフト
開発販売、コンピュータ関連技術サポート、各種パソコン技術指導、各種情報処
理サービス　売上高／非公開

ポカノンは 
ハンディターミナルで 
ミスチェック！

　実装ラインで生じる「ポカミス」。これまで人が“読み合わせ”をす
ることで防いでいたチップマウンタ（表面実装機）への部品取り付け

ミスをバーコード・二次元コードハンディターミナルを使用することによ
り、現場で簡単にチェック。パソコンで部品ロット番号や段取り・架け替
え履歴も保存できる。

　「ポカノン」は海外を含めて延べ500社以上の導入実績を誇るロング
セラー商品だ。様々な用途の簡易チェックには「ポカノンLight」を。

  これぞ
 スゴ技

ビズニック株式会社

スマホ使い アナログ無線を デジタル化

ビズニック株式会社
〒790-0065　愛媛県松山市宮西1-4-43 大智ビル
TEL／089-907-0808　FAX／089-926-1522
http://bizuniq.jp/　http://smhm.mobirea.com
設立／平成18年1月　資本金／2,500万円
代表者／代表取締役 岩本恭和　従業員／2名
事業内容／コンピューターソフトウェア・ハードウェア
および関連機器のコンサルティング、企画、開発、
販売、保守　売上高／非公開

これぞスゴ
技

ＩＴ・
コンピューター

株式会社ファインデックス ＩＴ・
コンピューター

　携帯電波の届く範囲であれば、どこでも利用が可能な「もびりあ無線システム」。無
線免許や基地局、中継基地が不要なので、安価な初期投資で無線機のデジタル化
できる。GPSで車両位置を把握す
ることが可能。メーターや緊急ス
イッチと連動させ車両の状態を自
動取得したり、ナビやドライブレコ
ーダー等と連携させたりするなど、
拡張性が高いのも特徴だ。
　タクシー無線以外に自治体の
消防車など、幅広い業界で利用
できる可能性があるのも魅力。現
在、特許出願中。

　医療現場のニーズを聞きなが
ら自社で開発した文書作成シス
テムDocuMakerや、画像ファイ
リングシステムClaioなどを活用
し、今まで手書きの紙や印刷物
でしか管理できていなかった紹
介状・診断書等の文書や（エコ
ーや内視鏡等の）検査画像を
一元管理する医療文書・画像の
統合管理ソリューションを提案。
　多部署のニーズを1システム
で対応できるため、導入コストを
抑えつつ効果的なシステムを導
入することが可能。同システムは全国の約8割の国立大学病院に導入実績があり、文書
管理については自治体や一般企業での展開も期待されている。

株式会社ファインデックス
〒790-0003　愛媛県松山市三番町4-9-6　TEL／089-947-3388　
FAX／089-947-1133　http://www.findex.co.jp/
設立／昭和60年1月　資本金／2億4,939万円
代表者／代表取締役 相原輝夫　従業員数／228名
事業内容／医療システム事業、オフィスシステム事業、ヘルスケアデータ
事業　事業所／東京本社、四国支社、大阪支店、福岡支店、札幌支店
売上高／42億8,153万円（令和元年12月期連結）

最先端かつ 高度な大学病院の 要求に対応

  これぞ スゴ技

 日 本  一

農業生産法人 株式会社ミヤモトオレンジガーデン ＩＴ・
コンピューター

　日本有数のみかん産地
である西宇和地区でみか
んや柑橘類を自社栽培。ジ
ュースやゼリーをはじめ、オ
リジナル商品として調味料
「塩みかん」を加工し販売
している。
　農業経営強化のため、
農業の国際規格であるグ
ローバルGAP・ASIAGAP
を取得。コストも労力も掛
かる認定の負担を軽減す
るため、GAP認証取得支
援システム「MOG-GAPシステム」を開発した。パソコンやスマートフォンを使用し手軽。農
業学校、大手スーパーなどとの連携を進めている。

農業生産法人 株式会社ミヤモトオレンジガーデン
〒796-8050　愛媛県八幡浜市川上町川名津甲388
TEL／089-989-3605　FAX／089-422-3904
https://www.orange-garden-inc.jp/
設立／平成26年7月　資本金／2,500万円
代表者／代表取締役 宮本泰邦　従業員数／10名
事業内容／みかん・柑橘類の生産・加工・販売　売上高／非公開

手間のかかる GAP認証取得の 支援システム

  これぞ スゴ技



 天然調味料のパイオニア企業。バイオ関連技術を駆使
し、魚肉・蓄肉から天然原料を100%活かしたエキス調味
料を製造。1988年の農林水産省のプロジェクトへの参画
を皮切りに、血圧抑制作用や
カルシウム吸収促進作用な
どの生体調節機能を活用し
た機能性食品素材の開発に
も取り組んでいる。
　1998年にはHAC
CPを取得し、グロー
バルスタンダードな品
質管理体制を構築。
取得特許は41件あり、
出願件数を含めると
63件にものぼる。

仙味エキス株式会社

天然の 味と風味が活きる 調味料

仙味エキス株式会社
〒795-0021　愛媛県大洲市平野町野田779-2
TEL／0893-24-6878　FAX／0893-23-2092
http://www.senmiekisu.co.jp　
設立／昭和51年4月　資本金／9,000万円
代表者／代表取締役社長 筬島克裕　従業員数／グループ135名
事業内容／食料品製造業事業所／福山支店　売上高／非公開

食料品

これぞ

スゴ技

これぞスゴ技

　「果の香」は、これまで有効活
用されていなかった柑橘類の皮
を使用した砂糖菓子（ピール）。
原料には愛媛県内で栽培して
いる柑橘類から、伊予柑やレモ
ン、河内晩柑など砂糖漬けに適
した品種を使用。独自の糖漬技
術により、しっとりとした食感と自
然な柑橘の香りが楽しめる。ピールを手に持った指が、べとつかないのもうれしい。
　糖漬には砂糖と水あめ、酸味料として加えるビタミンCのみで、それ以外の添加物は一切
使用していない。また無香料、無着色だ。

有限会社進藤重晴商店

柑橘の
生食超える
味･香り

有限会社進藤重晴商店
〒799-0431　愛媛県四国中央市寒川町3797-1
TEL／0896-25-0313　FAX／0896-25-2620
http://www.miyone.com/
設立／昭和54年1月　資本金／300万円
代表者／代表取締役 進藤峰生　従業員数／12名　事業内容／
柑橘外皮を使用した砂糖漬菓子（ピール）、生姜砂糖漬、しょうが湯
などの製造・販売　売上高／非公開

食料品

  これぞ

 スゴ技

有限会社サンビーフーズ 食料品発酵の 力を借りて 健康守る
四国乳業株式会社

四国乳業株式会社
〒791-0397　愛媛県東温市南方955-1
TEL／089-966-1200　FAX／089-966-1240　http://www.rakuren.co.jp　設立／昭和43年3月
資本金／3億1,000万円　代表者／代表取締役社長 三好晶夫　従業員数／246名
事業内容／牛乳の処理・販売、乳製品・清涼飲料水の製造・販売　事業所／愛媛支店、本社工場、関
西支店、京都工場、香川支店、高知支店、徳島支店　売上高／182億円（平成29年3月期）

　地元で搾乳された新鮮な生乳を使用し、HACCP、
TQC、ISOに基づいた徹底した品質・衛生管理によってつ
くられた安心・安全、高品質な「らくれん」製品群。
　広島大学歯学部二川浩樹教授によって発見された乳
酸菌「L8020菌」を使用。「8020ヨーグルト」「8020のむヨー
グルト」を商品化した。さらに愛媛大学、岡山大学、愛媛県
産業技術研究所と、乳酸菌およびその他の共同研究を
進めている。

食料品

これぞ

スゴ
技

　パンにのせて加熱するだけで、すぐさまハ
ニートーストが味わえる業界初のユニーク
商品「ハニーシート」。原料となるのは、ハ
チミツとバター、寒天。これらを独自の
割合でブレンドし、過熱、冷却、成型後、
シート状にスライスしている。
　パンにはさめば手軽にサンドイッ
チもつくれ、それだけで食べても
おいしい。一枚あたりのカロリー
計算も簡単にできるというのも
魅力。このほかにも多彩なハチミツ関
連の加工食品を生産・販売している。

業界初！ 手軽でおいしい 
ハニーシート

有限会社サンビーフーズ
〒799-2662　愛媛県松山市太山寺町乙683-6
TEL／089-978-6648　FAX／089-979-4810
設立／平成17年10月　資本金／300万円
代表者／代表取締役 新居田総一郎
従業員数／3名　事業内容／食品製造業
売上高／1,000万円（平成28年7月期）

これぞスゴ
技

　産・学・民・官の共同研究による骨の軟化技術を利用した魚介類の加工品を開発。提
供する側と利用する側の両方が骨の硬さを気にしないで済むため、多くの高齢者施設、
給食関係施設で利用されている。
　今後は病院や外食産業への展開を考案中。他には若年層の魚離れを防止するため、
学校給食にも展開しており、食育と健康増進の両面でさらなる社会貢献を推進している。

株式会社キシモト

骨までも 食べられる干物の 柔らかさ

株式会社キシモト
〒791-0311　愛媛県東温市則之内甲693　TEL／089-966-6060　FAX／089-966-6360
http://www.kishimoto-web.com　設立／昭和46年5月　資本金／2,310万円
代表者／代表取締役社長 岸本善光　従業員数／30名　事業内容／食品製造業
売上高／3億5,480万円（平成28年4月期）

食料品

  これぞ

 スゴ技

　珍味一筋に約45年、素材のうま味をその
まま味わってもらおうと新鮮な素材を使用し、
素材の味を活かした調味や加工を行ってき
た。HACCPとISO9001のＷ認証を取得し、
品質管理を徹底した生産体制により、安全・
安心・高品質な商品を提供し続けている。
　品質は徹底して守りながら、開発は積極
的な攻めの姿勢を持っているのも特徴の一
つ。今までできなかった加工技術の確立、他
業界・他業種とのコラボレーション、新しい素
材の利用など、新しい挑戦が続いている。
　2018年6月、菓子専用工場を増築。これま
で培ってきた味付け加工技術を農産物の加
工にも応用し、味付け加工ナッツ類の本格生
産を開始した。

株式会社オカベ

株式会社オカベ
〒799-3195　愛媛県伊予市市場150
TEL／089-983-1230　FAX／089-983-1239
https://www.okabe-group.com　
設立／昭和49年2月　資本金／5,000万円
代表者／代表取締役社長 岡部光伸
従業員数／120名　事業内容／食料品製造業　事業所／東京
売上高／44億9,000万円（令和元年12月期）

食料品 日 本  一

小魚の 鮮度に自信 
味自慢

  これぞ

 スゴ技
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　2018年に100周年を迎え
た老舗メーカーのマルトモ。
削成機のカンナ刃にもこだ
わって発売した「プレ節®」
を好評発売中。美味しさ1.5
倍のかつお節を25μという
薄さで削った業界初のプレ
ミアム商品。
　愛媛県、（公財）愛媛の
森林基金と「森のCSV活
動協定」を締結し、森林の
保全にも努めている。

食品から 環境まで役立つ 技術開発
マルトモ株式会社 これぞスゴ

技

マルトモ株式会社
〒799-3192　愛媛県伊予市米湊1696
TEL／089-982-1151　FAX／089-983-5480
http://www.marutomo.co.jp　創業／大正7年11月
資本金／1億円　代表者／取締役社長 今井均
従業員数／517名　事業内容／食品製造業
事業所／東京（営業本部）、札幌、仙台、宇都宮、名古屋、大阪、広
島、四国、福岡（支店）、駐在所（13カ所）、愛媛5工場、仙台1工場、
ソウル（海外事務所）　売上高／222億円（平成31年3月期）

食料品 日 本  一

　「KOTTA」は、宇和海で養殖・水揚げされた新鮮な魚を
骨ごとすり身にしたペーストと、そのペーストを主原料にした
加工食品の総称。高温高圧処理することで、栄養分をほと
んど壊さずにペースト化。このほか、料理や飲み物に手軽
に加えられるフリーズドライ粉末もある。どちらも加工が簡単
で、学校給食や高齢者施設の給食などに幅広く利用できる。
　鯛ハンバーグカツやぶりハンバーグカツ、鯛クリームコロッ
ケなどの加工食品は、冷凍のまま調理でき、簡単に食卓へ
並べられると、こちらも好評だ。

有限会社松下海産

不足する カルシウムを摂り 骨太（コッタ）な毎日
有限会社松下海産
〒797-0112 
愛媛県西予市明浜町渡江1097
TEL／0894-65-1718
FAX／0894-65-1600
設立／昭和61年10月
資本金／300万円
代表者／
代表取締役社長 松下 学
従業員数／12名
事業内容／水産物の加工・販売
売上高／非公開

食料品

これぞ

スゴ技

　日本一の生産量を誇る愛媛県産「はだか麦」を使い
開発した「はだか麦畑のふわふわパンの素」、「はだか
麦畑のパンケーキミックス」。はだか麦の食物繊維は玄
米の約4倍、白米の約24倍にもなり、健康に必要な一日
の食物繊維摂取量20～25gを手軽に摂ることができる。
　同じくはだか麦のもち種であるもち麦と黒大豆の酵素
を使い、グルタミン酸からつくった天然ギャバ（γ-アミノ酪
酸）を使用した「ギャバごはんの素」と「ギャバきなこ」は、
手軽に天然由来のギャバを摂取できる。どちらも家庭用、
業務用をともに用意。

株式会社マエダ

愛媛県産 はだか麦で 健康に

株式会社マエダ
〒798-0027
愛媛県宇和島市柿原甲1059
TEL／0895-22-2211
FAX／0895-20-1125
http://www.an-maeda.co.jp/
設立／昭和36年1月 
資本金／2,500万円 
代表者／代表取締役社長 前田耕作 
従業員数／29名 
事業内容／食品製造販売
売上高／非公開

食料品

  これぞ

 スゴ技

　「晩餐館」の焼肉のたれのCMで、家庭でも馴染みの日本食
研。創業以来、「ブレンド調味料」の開発力を強みとし、現在、た
れの出荷量で国内トップ、近年は業務用加工食品の開発にも
力を入れ、好評を博している。
　業界屈指の食品製造ラインと最先端の研究・開発設備で、
常に“食文化”の新しい情報を発信し続けている。同社敷地内
には、世界初の“食”の博物館や、製造ラインの見学が可能な

「KO宮殿工場」があり、また2020年5月には宮殿を模した2つ
めの工場「シェーンブルン宮殿工場」が稼動し、注目が集まる。

日本食研ホールディングス株式会社

食文化 ブレンド力は 最先端

日本食研ホールディングス株式会社
〒799-1582
愛媛県今治市富田新港1-3
TEL／0898-24-1881
FAX／0898-24-1631
http://www.nihonshokken.co.jp/
設立／昭和48年2月　資本金／40億
9,800万円（グループ合計）
代表者／代表取締役社長 大沢哲也
従業員数／4,787名〈令和2年4月1日時
点グループ合計〉　事業内容／ブレンド
調味料及び加工調理食品の製造・販売、
研究開発、持株会社としてのグループ戦
略立案及び各種事業の統括管理
事業所／国内308カ所、海外39カ所

（令和2年4月1日時点グループ合計）
売上高／1,186億円（令和元年9月期：グ
ループ合計）

食料品 日 本  一

これぞスゴ技

　カップめんなどの具材には、主にAD乾燥
（エアードライ）でスライスしたなると巻状の
商品が使われているが、湯でも戻りにくいと
いう難点があった。そのため、蒲鉾や竹輪
本来の食感とは程遠い食材となっている。
　そこで新たにFD（フリーズドライ）乾燥さ
せた竹輪やフィッシュボールを開発。この商
品はAD商品の持つ問題点を改善した商品
で、湯で簡単に戻り、練り製品の持つ弾力の
ある食感を再現している。

八水蒲鉾株式会社

簡単に 
湯戻りできる 
練り製品

八水蒲鉾株式会社
〒796-0201 
愛媛県八幡浜市保内町川之石1-242-4
TEL／0894-36-3500
FAX／0894-36-3155
http://hassui.jp/　設立／昭和32年9
月　資本金／3,069万円
代表者／代表取締役社長 富久保仁志
従業員数／140名　事業内容／魚肉練
り製品製造業　事業所／大分営業所
売上高／非公開

食料品

これぞスゴ技

ヤマキ株式会社 食料品 日 本  一

　大正6年の創業以来90年余り、和食の基
本であり、うま味の原点である鰹節とだしを
一筋に追求し続けてきた。自然の味を大切
にし、家庭で鰹節のおいしさを手軽に味わ
ってもらいたいと開発された「削り節」「風味
調味料」「液体調味料」など、鰹節・だしのフ
ルラインメーカーとして業界をリードしている。
　鰹節の製法・加工方法にこだわり、おいし
さを引き出す氷温熟成法、削りたての美味し
さを保つ高気密包装などを取り入れている。

鰹節と だしへの こだわり 持ち続け

ヤマキ株式会社
〒799-3194　愛媛県伊予市米湊1698-6
TEL／089-982-1231　FAX／089-983-3212
http://www.yamaki.co.jp　創業／大正6年4月
資本金／1億円　代表者／代表取締役社長 城戸善浩
従業員数／710名（平成28年4月現在）　事業内容／
食品製造業　事業所／（事業部・営業本部・支社）東京、
札幌、仙台、（支店）名古屋、大阪、広島、四国、福岡、営
業所8カ所　売上高／458億円（令和元年3月期）

  これぞ
 スゴ技



株式会社Forest Crew その他

　パーティクラッカーや投げテー
プ、キャンドルや業務用演出用品
を幅広く扱う業界トップメーカーの
一つ。営業と企画がアイデアを出
し合い、次 と々新しい製品を開発
し、顧客の好みや予算に合わせ
た商品や演出を提案する企画力
に長けている。
　大切なセレモニーシーンに使わ
れる演出用品だからこそ、製造過
程を厳密に管理し、高品質な製
品を安定的に生産している。

株式会社フジカ
〒798-1367　愛媛県北宇和郡鬼北町沢松823-2
TEL／0895-45-2468　FAX／0895-45-1411　http://www.f-fujika.co.jp
設立／昭和60年12月　資本金／1,000万円　代表者／代表取締役 金子恭大
従業員数／20名　事業内容／パーティクラッカー、投げテープ、くす玉、業務用演
出用品、打ち上げ花火大会の演出・企画等　売上高／7億円（平成27年3月期）

株式会社フジカ

演出に
関することなら
おまかせを

その他

  これぞ スゴ技

 日 本  一

　高品質なフィンランドのマテリアルを
フルパッケージで直輸入している日本
国内でも数少ないログハウスメーカー。
現地窓工場と長年の信頼関係を構
築し、日本の気候風土に合わせた窓
やドアなどの開発も行っている。
　オリジナル木製3重ガラス高気密窓
＆ドアは、JIS A 4710の開口部の断熱
性能試験において国内で利用可能
なデータを取得。世界最高レベルと同
等の性能を有し、コストは国内で流通
している既存の木製サッシとほぼ同
等でありながら、サイズや形状、色など
もフルオーダーに対応できる。

株式会社Forest Crew
〒791-0223　愛媛県松東温市上林3007-1
TEL／089-989-0607　FAX／089-989-0608
http://www.forestcrew.com　設立／平成20年1月
資本金／600万円　代表者／代表取締役社長 村上博基
従業員数／3名　事業内容／北欧住宅・フィンランドログハウスの輸出
入・施工・販売、フルオーダーのフィンランド木製サッシ（窓＆ドア）の輸入・
施工など　売上高／1億2,000万円（平成29年12月期）

−30℃の 北欧でも快適な 窓＆ドア
これぞスゴ技　UV硬化型インクジェットプリ

ンタを用いた2.5D厚盛りプリン
トは、数々の賞を受賞した独自
の技術。イメージをしっかりと持
ち、質感や色味など実物により
近づくようにつくりながらも、写真
よりもリアルに、“観る”楽しさに加
え“触れる”楽しさも再現した印
刷技術だ。
　この印刷技術を用いた代表
作である「愛媛のさかなカレンダ
ー」は、県魚である真鯛やタコな
ど魚の立体感やぬめり、テカリなどを疑似した、表現の可能性を追求したものとなっている。

佐川印刷株式会社

印刷とは思えない リアルさを追求した
目を引く技術

その他

佐川印刷株式会社
〒791-8018　愛媛県松山市問屋町6-21
TEL／089-925-7471　FAX／089-925-7464
https://www.sakawa.co.jp/　設立／昭和22年12月　資本金／1,000万円
代表者／代表取締役社長 佐川正純　従業員数／82名　事業内容／広告・
印刷事業、デジタルプリンティング事業、WEB・IT・動画事業　事業所／南予
営業本部、大洲・宇和島・東予営業所、松山・吉田工場　売上高／非公開

　同社の軟包材への水性フレキソ印刷・加工は、イン
キ成分に有機溶剤（VOC）をほとんど含まず、インキ
の塗布量もグラビア印刷の半分以下。VOCを発生さ
せないため燃焼処理が不要でCO2の排出を大幅に
削減できる。
　既存の軟包材への印刷はグラビア印刷が95%を
占めているが、残留溶剤や残留臭気、ラミネート加工
における溶剤型接着剤の利用など、環境への負荷
や作業者の健康面においての問題も指摘されてい
る。水性フレキソ印刷は地球環境や働く人に配慮し
た未来型の印刷・加工技術である。

セキ株式会社

環境に 配慮した 水性フレキソ印刷・加工

セキ株式会社
〒790-8686　愛媛県松山市湊町7-7-1
TEL／089-945-0111
FAX／089-932-0860
https://www.seki.co.jp
創業／明治41年7月
資本金／12億170万円
代表者／代表取締役社長 関 宏孝
従業員数／290名
事業内容／総合印刷
売上高／88億2,640万円

（平成30年度3月期）

その他

これぞスゴ技

株式会社カネコ
〒798-0025　愛媛県宇和島市伊吹町141-1
TEL／0895-25-1112　FAX／0895-24-6998
http://www.p-kaneko.co.jp　設立／昭和44年6
月　資本金／2,000万円　代表者／代表取締役
社長 金子泰久　従業員数／60名　事業内容／
火薬加工品製造　事業所／松山支社　売上高／
10億円（平成29年1月期）

　国内外でトップクラスのシェアを
誇るクラッカーメーカー。優れた企画力
と技術で、安全かつ安心して使用できる
クラッカーを製造・販売している。ホームパー
ティなどで気軽に使える定番クラッカーのほか、
ウエディングやイベントの演出に活躍できるクラッカ
ーまで商品の種類も豊富。
　この他にも「クス玉」「おもしろ投げテープ」「ひとだま」
といったパーティグッズの製造・販売、夏の夜空を彩る打ち
上げ花火も手がけている。

株式会社カネコ

卓越した
企画力で
人を笑顔に

これぞスゴ技その他 日 本  一

　テント業界では、卓越した開発力と独自ルートで
他社を圧倒する越智工業所。常時更新されてい
る約60余の特許数（国際特許含む）は、同社の独
創性を物語るもの。“誰でも簡単に、短時間に”組
み立てられる商品群は画期的。「ひろびろ空間キ
ングテント」「オールアルミ60秒テント」など、イベント
や野外で大活躍。
　今後はテントで培った技術を活かし、防災や医
療分野にも進出。その斬新なアイデアと高い技術
力は、大きな反響を呼んでいる。

株式会社越智工業所

アイデアで 
広がるテントは 
未知数に

株式会社越智工業所
〒799-1522　愛媛県今治市桜井2-7-90
TEL／0898-48-5651
FAX／0898-48-8626
http://kok-no1.co.jp　設立／昭和54年11月
資本金／3,186万円　代表者／代表取締役 
越智 戒　従業員数／25名　事業内容／各
種野外テント、食品機器、医療機器、防災業界
関連商品、室内イベント関連
売上高／非公開

その他

  これぞ
 スゴ技

これぞスゴ技
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株式会社水上塗装 その他ベルグアース株式会社 その他 日 本  一  日 本  一

　野菜苗生産販売を中心とし
たアグリビジネス企業。野菜接ぎ
木苗では国内トップシェアを誇
り、既存の枠にとらわれず革新
的な商品を次 と々世に送り出す
JASDAQ市場上場企業だ。
　平成27年度には「農業界と経
済界の連携による先端モデル
農業確立実証事業」として「低
コスト完全人工光栽培装置」を
開発。鉄鋼・光源などのメーカー
と連携し、無農薬で年間を通じ
安定した環境と生産を確保でき
るシステムで、機能性野菜及び
苗の生産を可能にした。ベルグアース株式会社

〒798-3361　愛媛県宇和島市津島町北灘甲88-1
TEL／0895-20-8231　FAX／0895-32-6183
http://www.bergearth.co.jp　設立／平成13年1月
資本金／3億3,149.4万円
代表者／代表取締役社長 山口一彦
従業員数／281名　事業内容／野菜苗の生産・販売、農業・
園芸用タネ資材販売、閉鎖型育苗装置の開発・製造
事業所／愛媛（宇和島、松山）、長野、岩手、茨城、福島、千葉、
中国（青島）　売上高／48億8,500万円（令和元年10月期）

異業種コラボで実現
無農薬人工光の 機能性野菜

  こ
れぞ

 ス
ゴ技

　塗装業界で注目を浴びる
新工法「ダブルブラスト工法」
は、有害物質を含む既存塗
膜を完全に除去したのち、素
地調整程度1種を成形する
工法。ウェットブラストで湿潤さ
せた後に有害物質を1回で完
全に除去し、オープンブラスト
で湿式によるブラストを実施し
た際に発生する戻り錆を除去
する。
　国の法令や通達を遵守し、
鋼道路橋防食便覧の規格も
クリアする施工方法で、薬剤
類を一切使用しないため河
川上でも安心して利用できる。

人にも環境にもやさしく
水と砂で塗装を除去する オンリーワン技術

株式会社水上塗装
〒792-0050　愛媛県新居浜市萩生723-6
TEL／0897-41-4336　FAX／0897-43-1241
http://mizukami-tosou.jp/
設立／昭和57年4月　資本金／5,200万円
代表者／代表取締役 水上賢二　従業員数／16名
事業内容／鋼構造物塗装、建築塗装
事業所／高知出張所　売上高／3億4,000万円（令和2年4月期）

これぞスゴ技

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

トップページ
イメージ画像

愛媛県内の「スゴ技」
一挙掲載

愛媛の誇る「ものづくり企業」の優れた
技術や製品を公募により、県が選定し
た194企業254技術を「愛媛ものづくり
企業「スゴ技」データベース」として掲
載。異業種間のビジネスマッチングに
きっと役立てて頂けます。

　地域の歴史や文化に根ざした“ものづくり”がたくさんある愛
媛県。本誌「スゴ技」のほか、海・山の幸等の食材「すご味」、
愛媛らしさがPRできる商品「すごモノ」、将来有望なベン
チャー企業を「スゴVen.」としてデータベース化。
　特色ある“すごい”商品や技術の魅力をたっぷり紹介してい
ます。愛媛県の『スゴ4兄弟』を御社の技術革新、国内外への
販路拡大にぜひお役立てください。

企業情報も簡単に
検索可能

フリーワード検索や企業名（50
音）検索だけでなく、技術別検
索、業種別検索、市町別検索
など、検索も便利で簡単。「日
本一」情報もわかりやすく表示
しています。

愛媛ものづくり企業「スゴ技」データベース

愛媛が誇る『スゴ4兄弟』

選
194えひめ

が誇る

Ehime’s Amazing
Techniques

愛媛県の産業特性や
地域別産業集積も紹介
愛媛県の産業構造や産業集積を
紹介。各々地域に根差し、地域特
性の資源を巧みに活用した愛媛
県の産業特性も紹介。ビジネス
チャンスを広げるツールの一助と
してご活用ください。

気軽に
見てみんけ

ん！

愛媛発！ ベンチャー企業

「スゴVen.」
データベース

愛媛の生産者

｢すご味」
データベース

愛媛のいいモノ、すごいモノ

｢すごモノ」
データベース

スゴ技 すごモノ

すご味 スゴVen.
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㈱サカワ【家具・装備品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
佐川印刷㈱【その他】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲佐々木組【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
三光機械工業㈱【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲サンテクノ久我【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲サンビーフーズ【食料品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱シーライブ【電気機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱ジェー・エス・ティ【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲塩崎製作所【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲シグマ企画【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
四国乳業㈱【食料品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
システムエルエスアイ㈱【電気機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱ジツタ【IT・コンピューター】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
清水㈱【パルプ・紙・紙加工品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ジャスティン㈱【ゴム製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲進藤重晴商店【食料品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱ジンノ工業【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
シンワ㈱【化学工業】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
新和工業㈱【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住重アテックス㈱【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
住友重機械ハイマテックス㈱【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・
住友重機械プロセス機器㈱【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・
セキ㈱【その他】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱セルフリーサイエンス【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
仙味エキス㈱【食料品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱曽我部鐵工所【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

大王製紙㈱【パルプ・紙・紙加工品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ダイオーエンジニアリング㈱【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・
㈱ダイキアクシス【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱大昌鉄工所【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大伸㈱【窯業•土石製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲大伸ステンレス【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱ダイテック【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大富士製紙㈱【パルプ・紙・紙加工品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ダイヤアルミ㈱【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱大力【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱タイワ【IT・コンピューター】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
大和エンジニアリング㈱【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱髙須賀製作所【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲高橋工業【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲タカヨシ工業所【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱田窪工業所【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱タケチ【ゴム製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
竹中金網㈱【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱タステム.【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
田中技研㈱【電気機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱谷口金属熱処理工業所【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱TAMU【パルプ•紙•紙加工品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲だるま製紙所【パルプ•紙•紙加工品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱中央ステンレス【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱長曽鉄工所【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ツウテック㈱【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱続木鉄工所【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
TMトミオカ㈱【繊維】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱テクノマジック【電気機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈲寺尾鉄工所【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
道前工業㈱【非鉄金属】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東洋殖産㈱【プラスチック製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱トーヨ【繊維】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
東和工業㈱【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱トキワ工業【パルプ•紙•紙加工品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱トップシステム【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新居浜機械産業協同組合【鉄鋼業】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱西岡鉄工所【金属製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西機電装㈱【電気機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
西染工㈱【繊維】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
日泉化学㈱【プラスチック製品】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
㈱日本キャリア工業【一般機械】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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37 Ehime's Amazing Techniques



P36

P18

P33

オンリーワン P12

P31

日本食研ホールディングス（株）
いろいろなお料理に欠かせない！ たれ出荷量 日本一

P34日本一

（株）日本キャリア工業
全自動 柔らかお肉をスライス 折り畳み鱗列（りんれつ）まで 日本一

P24日本一

P28

P32

P36

P11

P32

P19

P19

P29

P4

P29

P26

（有）アールエスカンパニー
日本唯一の偏芯ボルト 「セーフティボルト」

朝日共販（株）
鮮度・味が命！ 「しらす」パック加工量 国内シェアNo.1

（株）アドメテック
動物用腫瘍治療器（電気焼灼器） オンリーワン！

（株）いうら
乗せかえ装置付ストレッチャー 国内シェアNo.1

今治造船（株）
新造船建造シェア 国内No.1

伊予屋タオル（株）
写真織りタオル生産高 日本一

イワキテック（株）
コンテナ船用ハッチカバー生産量 日本一

ウインテック（株）
紙のズレは許さない！ 蛇行修正装置 国内シェアNo.1

PHC（株）
家庭用血糖値測定センサ 国内生産シェアNo.1

福助工業（株）
ポリエチレン製の規格袋の製造 日本一

（株）フジカ
叩くタイプのクラッカー オンリーワン！

フジワラ化学（株）
室内の湿度や温度を調節し、悪臭物質等を吸着する
珪藻土入り仕上材の売上 国内シェアNo.1

（株）ホクト
プロ絶賛！ 電動うろこ取り機  国内シェアNo.1

丸三産業（株）
化粧綿、医療用コットン製品ならびに それらの素材の国内販売額シェアNo.1

マルトモ（株）
うまみと香りが違う「直火焼本かつお」 削り節 国内シェアNo.1

（株）マルヤス
フィルム成型省力化機器の 計量混合装置 国内シェアNo.1

三浦工業（株）
小型貫流蒸気ボイラー 国内シェアNo.1

三木特種製紙（株）
湿式不織布 ラインナップ 世界No.1

ヤマキ（株）
かつお節取扱量 日本一

米山工業（株）
どんなところも楽々 ラックレール式移動吊足場 国内シェアNo.1

協同組合 菱花
4ｍの超幅広ジャガード織 日本一

竹中金網（株）
クリンプ金網「バンブースクリーン」オンリーワン！

（株）トーヨ
産業用  耐熱・耐切創用防護服 国内シェアNo.1

（株）トキワ工業
「一家の常備定番」 トキワのお茶パック 国内シェアNo.1

服部製紙（株）
安心素材の電解水のチカラで汚れをはがす
アルカリ電解水シート 国内シェアNo.1

※シェア、順位等は、
掲載企業が調査したものです。日本一&オンリーワン！

えひめが誇る これぞスゴ技 
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P15

P4

P7

P7

P28

P9

P35

P10

P9

P34

P25

P25

P7

P34

P30

P5

27

28

29

30

31

32

33

35

36

37

39

40

41

42

43

44

46

47

48

オンリーワン

日本一

オンリーワン

オンリーワン

オンリーワン

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

P20潮冷熱（株）
船舶空調・冷凍機、エレベータ 国内シェアNo.109

日本一

（株）オーエムアイ
日本型直接支払制度の専用システム  オンリーワン！10

（株）小笠原工業所
日本唯一の地上設置型「立型オールステンレス製耐震性貯水槽」11

（株）オカベ
味付け加工小魚 国内販売No.112

日本一

（有）片上工務店
プラント向けフルオーダーメイド足場施工  売上No.113

日本一

P6

P35

P21

P13

P6

P13

P5

P13

P27

P22

P23

（株）ケン・マツウラレーシングサービス
F1,MotoGPでおなじみモータースポーツエンジン
内燃機部品 国内シェアNo.1

（株）カネコ
日本に笑顔の花を咲かせる パーティークラッカー 国内シェアNo.1

川之江造機（株）
家庭紙用抄紙機・全自動巻取ロール包装機の生産 日本一

（株）コスモ精機
ダーツの矢（プラスチックフライト） 国内シェアNo.1

（株）サカワ
プロジェクター一体型電子黒板 国内シェアNo.1

（有）サンテクノ久我
名人技  ふぐ皮すき機 国内シェアNo.1

（株）シーライブ
核酸分解技術（新たな滅菌装置に期待される技術）日本一

合鹿製紙（有）
運動会や七夕祭りでかかせない色京花紙 国内シェアNo.1

（株）大昌鉄工所
特殊紙製造設備販売台数 国内シェアNo.1

住重アテックス（株）
半導体ウェハのイオン照射サービス、
中性子ラジオグラフィの技術 オンリーワン！

14

15

16

17

18

19

20

21

23

24

オンリーワン

オンリーワン

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

清水（株）
イベント用装飾テープ 国内シェアNo.1

22
日本一

日本一

P23大和エンジニアリング（株）
世界最高速でダンボールを組み立てる全自動製函機！

25
日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

日本一

（株）水上塗装
「ダブルブラスト工法」による塗膜除去技術  オンリーワン！

45

日本一

日本一

オンリーワン

（株）ファインデックス
医療文書、画像の統合管理ソリューション 国立大学病院への導入実績日本一

34
日本一

ベルグアース（株）
野菜苗用「低コスト完全人工光栽培装置」オンリーワン！38

オンリーワン

P10（株）タケチ
建築用ガスケット、冷蔵庫ガスケット、車載用プラマグ 日本一26

日本一

38






