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株式会社愛亀 愛媛県 松山市 D　建設業

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

https://ikee.jp/

株式会社愛橋 愛媛県 松山市 D　建設業

＊ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ 設計･製作･施工　＊一般土木　＊ｺﾝｸﾘｰﾄ構造
物補修･補強工事　＊PCマクラギ　＊建築Pca製品

創業から 50有余年、地元の公共事業に携わってきました。
わたしたちと共に地元愛媛、安心して暮らせる街づくりに尽力してみま
せんか。

http://www.aikyo-e.co.jp/

株式会社アグサス 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業

マルチファンクションプリンタ・普通紙複写機・ファクシミリ等（キヤノン・
富士フイルム・理想科学・京セラ）の販売及びサポート＆サービス、プ
リンタ（キヤノン・エプソン・富士フイルム・京セラ）の販売及びサポート
＆サービス
コンピュータ・システム及び各種周辺機器の販売及びサポート＆サー
ビス
オフィス用品・オフィス家具の販売

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

朝日共販株式会社 愛媛県 西宇和郡伊方町 E　製造業

日本一細長い半島、佐田岬半島で「しらす」を中心とした水産食品を製
造・販売している会社になります。「すべてはお客様のために」という経
営理念のもと、鮮度と品質、それに負けない加工技術を強みに、安心
安全な商品づくりを日々心がけております。

https://www.shirasu.jp/

株式会社アテックス 愛媛県 松山市 E　製造業

アテックスは農業関連機械（草刈機・運搬車等）・電動車いす・省力化
機械を開発・製造・販売している会社です。
電動車いす（シニアカー）「マイピア」を展開し、国内業界2 位の売上高
となっております。農業機械は運搬車、堆肥散布車、米袋リフタなど、
多機種に渡る製品を製造しております。

https://atexnet.co.jp/
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株式会社ありがとうサービス 愛媛県 今治市 I　卸売業,小売業

①リユース：愛媛、九州、沖縄にハードオフやブックオフのFC店舗を約
90店舗展開。海外にも進出し、カンボジア４店舗、タイ２店舗出店。②
フードサービス：モスバーガーのFC店舗を中心に愛媛、香川、高知に
展開。オリジナルの飲食店やショコラトリーツムギを代表とするスイー
ツ店を展開。③地方創生：県内の宿泊・温浴施設運営、クラフトビール
やハム、チーズ等の独自ブランドも出店

http://www.arigatou-s.com/

株式会社あわしま堂 愛媛県 八幡浜市 E　製造業

あわしま堂は、愛媛県に本社を置く和洋菓子メーカーで、「美味しさつく
り 笑顔つくり」の理念のもと、愛媛・京都・栃木の工場で年間約700種
類の和洋菓子を製造しています。美味しいお菓子で、全国に笑顔の輪
を広げる事が、私たちの使命です。2015年に「栃木佐野工場」が稼働、
2022年10月に「久留米うきは物流センター」が稼働。販路拡大へ向け
チャレンジし続けています。

https://www.awashimado.co.jp/

安藤工業株式会社 愛媛県 西条市 D　建設業

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

https://www.andokogyo.co.jp/

石岡建設株式会社 愛媛県 喜多郡内子町 D　建設業

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

https://www.ishioka-net.jp/

井関農機株式会社 東京都 松山市 E　製造業

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

https://www.iseki.co.jp/

株式会社一宮工務店 愛媛県 新居浜市 D　建設業

○建築・土木：施工管理及び設計　○エンジ：化学プラントの設計・制
作及び据付他。
建築土木部門では技術力・サービスの質の高さとスピードが評価さ
れ、愛媛県建設業界をリードする存在に成長し、エンジ部門ではプラン
ト建設や設備機械の設計・施工・据付・メンテナンス等を行っており、守
備範囲の広い総合工事会社として創業から80年以上に渡って地域の
暮らしを支えています。

https://www.ichimiya.co.jp/komten/
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株式会社一六 愛媛県 松山市 E　製造業

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

https://www.itm-
gr.co.jp/ichiroku/,https://www.16hokuto.com/

一若建設株式会社 愛媛県 宇和島市 D　建設業

・愛媛県内の主に南予地方で公共土木工事（トンネル・道路工事・河川
工事・法面工事等）を発注者より受注し施工管理しております。
・令和3・4年度　愛媛県格付け総合数値、土木一式工事、愛媛県ＨＰ
公表数値１３１８点【愛媛県内企業第１位】
・２０１９年１月１日より、土日完全週休２日制を実施しております。
・新卒に限り支度金制度（４月１日に初任給相当分を支給します）

https://www.ichiwaka.jp/

井原工業株式会社 愛媛県 四国中央市 D　建設業

創業100年の総合建設会社で、道路や橋、商業施設などをマネジメント
して造っています。就業時間管理システムを導入や、若手の意見を採
用して柔軟性のあるスタイリッシュな作業服へ変更するなど、働き方改
革にも真面目に取り組んでいます。建設業＝技術系ではありません。
募集学科は全学部全学科ですので、「お？」と思った方は、お気軽にご
応募ください。

http://www.iharakogyo.co.jp/

株式会社伊予エンジニアリング 愛媛県 松山市 G　情報通信業
金融機関向け営業支援システムや一般企業向けシステム開発を行っ
ております。通常のシステム開発会社では経験出来ない、上流工程か
ら下流工程まで一気通貫提案型のシステム開発を行います。

https://www.iyoeng.co.jp

株式会社いよぎんコンピュータサービス 愛媛県 松山市 G　情報通信業

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

http://iyoics.co.jp

株式会社宇和島プロジェクト 愛媛県 宇和島市 I　卸売業,小売業

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

http://www.project-u.jp/index.cgi
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株式会社NPシステム開発 愛媛県 松山市 G　情報通信業

運送業向けデジタルタコグラフ等の車載機
及び運行管理システム等のソフトウェアの開発・販売
農業向けIoTデバイス・センサー及び環境モニタリングクラウドシステム
の開発・販売

https://www.npsystem.co.jp

株式会社愛媛朝日テレビ 愛媛県 松山市 G　情報通信業

「地元を愛す。」　みなさんが生まれるちょっと前。１９９５年４月１日に
放送を開始しました。それ以来、２7年あまり、地上波ローカルテレビ局
として地域に根差したテレビ局を目指してきました。高校野球を中心
に、独自のコンテンツ制作に心血を注いでいます。

https://eat.jp/index.php#home

愛媛建設株式会社 愛媛県 北宇和郡鬼北町 D　建設業

北宇和郡鬼北町及び宇和島市を中心に、土木工事業・建築工事業・
解体工事業を行っています。積極的な人材育成と通じて、従業員の技
術力向上に努めています。また従業員の健康は会社の財産であると
考え、健康維持・増進への取組みを行っています。

https://www.ehimekensetsu.com/

株式会社愛媛CATV 愛媛県 松山市 G　情報通信業

ケーブルテレビ放送事業ならびに電気通信事業
松山市と近隣市町ならびに愛南町をサービスエリアとして、「市民が主
役、街じゅうがスタジオ」を合言葉に自主制作の地域情報番組や多
チャンネル放送、有線・無線インターネット、固定・携帯電話サービス等
を提供しています。「ど・ローカル宣言！」を掲げ、地域の皆さまの生活
をより豊かに、快適にするお手伝いに邁進しております！

https://www.e-catv.ne.jp/

愛媛飼料産業株式会社 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業

ビージョイグループの生産部門として、家畜の飼料販売・鶏卵販売・農
場経営（養豚・採卵養鶏）をしています。自社農場や契約農場で採れた
新鮮な卵を、衛生管理を徹底したGPセンター（鶏卵製造工場）で集約
し、飲食店やスーパー向けの鶏卵販売をしています。
自社養豚場では愛媛県産ブランドの「甘とろ豚」を生産するなど、地元
産業の活性化にも貢献しています。

https://www.ehimeshiryo.com/

愛媛トヨペット株式会社 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業

愛媛トヨペット株式会社は67年目を迎えたＴＯＹＯＴＡ正規ディーラーで
す。
新車・中古車販売、任意保険代理店、自動車点検・整備、au・
UQmobileの販売などを行っています。
愛媛県内には、TOYOTAディーラーが5社ありますが、唯一「トヨタ」の
名前ではないのが、私たちトヨペットです。
私たちと一緒に共にまちを豊かにする挑戦をしませんか？

https://www.e-tp.jp/
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株式会社大石工作所 愛媛県 新居浜市 E　製造業

当社では『守り続け、支え続け、進化し続ける』の企業理念のもと、化
学プラントを中心に、プラントで用いる大型圧力容器や搬送用機器な
どの製造・整備・据付等のプラント設計・製造・現場施工といったエンジ
ニアリング業から、日常点検や品質管理・設備診断であるメンテナンス
業までのトータル保全計画を立案して行っています。

http://ois.gr.jp/

大谷総業株式会社 愛媛県 松山市 D　建設業

大谷総業は当社に関わる全ての方々が幸せになれるよう、時代の
ニーズに合わせた安心・安全な環境を提供しています。そしてそれを
支えるため、高い品質の維持を目指し、そのために積極的なコミュニ
ケーションをとることを心がけています。これからもお客様にとって、安
心・安全となる商品・施工サービスの提供に向けて邁進します。
「誇れる仕事を、誇れる仲間と」共に働きましょう。

https://www.o-t-s.co.jp/recruiting/

株式会社越智工業所 愛媛県 今治市 E　製造業

◆第26回 四国産業技術大賞受賞◆
当社は、自社取得の特許製品約70件を所有し、イベント・防災・災害・
消防・警察・医療・原子力・食品機器・ODA行政関係・テントの総合メー
カーとして、全国約2,000社の販売代理店をもち、製造販売を行ってい
る業界トップの会社です。近年は新型コロナ対策として、陰圧テント等
がメディアに大きく取り上げられ、話題になりました。

http://www.kok-no1.co.jp/

オレンジベイフーズ株式会社 愛媛県 八幡浜市 E　製造業

最大180字程度	大手ハンバーガーレストランチェーンをはじめ、会員制
倉庫型卸売小売店へ牛肉100％パティを供給しています。会社が設立
されてまだ10年と比較的若い会社で、従業員の年齢層も若く、活気の
ある職場です。

https://obfoods.co.jp/

有限会社片上工務店 愛媛県 新居浜市 D　建設業

【築き上げるのは、誇り】の精神のもと57年の歴史を誇る、『愛媛県が
誇るスゴ技』に認定されている足場専門会社。
大手工場、発電所、総合病院等の大規模工事に特化している点が強
みで、工事計画・施工から足場コンサルタントまで一手に請け負う。平
均年齢35歳と若く、仕事では切磋琢磨しオフは全力で遊ぶ、メリハリと
活気ある社風。
転勤ナシ、残業ほぼナシでプライベートも充実。

https://katakami-recruit.com/

株式会社門屋組 愛媛県 松山市 D　建設業

私たちが手掛ける建物は、50年、100年そこに存在します。
個人の方は一生をかけて、企業では社運をかけて取り組む事業です。
その巨額な財産を預かる責任は重大ですが、チーム一丸となって取り
組み得られる達成感は計り知れません。まずは建物に興味を持つこと
から始めてください。
地図に、歴史に、色々な人の記録にも残る、そんな魅力ある仕事を一
緒にしていきましょう。

https://www.kadoyagumi.com/
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株式会社カナン・ジオリサーチ 愛媛県 松山市
L　学術研究,専門・技
術サービス業(742土
木建築サービス業)

業界屈指の地下と地上の一元管理（特許技術）
自社開発の GMS３（地中レーダ３次元モバイルマッピングシステム）を
利用し、地下の埋設管などの構造物・空洞の工事維持及び管理に必
要となる情報を計測・調査し、その後現場で取得した地中レーダやカメ
ラの解析、異常箇所の検出などをしています。
東京、大阪、福岡の支店を中心に小さいながらも勢力的に事業展開中
です。

https://canaan-geo.jp/

カミイソ産商株式会社 愛媛県 四国中央市 E　製造業

日本有数の紙の街、四国中央市で、シール・ラベル、紙製テーブル
マット等の製造販売を行っております。
２０１７年よりマスキングテープの製造を開始し、現在は世界各国への
販路拡大に注力しております。

http://www.kamiiso.co.jp

株式会社ガルバ興業 愛媛県 西条市 E　製造業

鉄をより丈夫に、綺麗に、長持ちさせるために欠かせないメッキ加工で
全国トップクラスです。日本最大のメッキプールや広大なストックヤード
が強みです。マツダスタジアムや東京スカイツリーなどに使用される鉄
骨にも、当社技術が活かされております。

http://www.galva.co.jp

株式会社キクノ 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業

創業明治8年、145年以上の歴史がある会社です。
セメントの卸売、生コンクリート及びコンクリート製品の製造販売をはじ
め、生コンクリート圧送や運輸、車両整備事業、リニューアル工事・建
築資材販売など幅広い分野で地域のインフラを支えています。また、
低炭素社会の実現へ向け低炭素型コンクリートの開発を行うなど、環
境に配慮した取り組みも行っています。

https://www.kikuno.jp/

有限会社協栄ファーム 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業

ビージョイグループの生産部門として、養牛・採卵養鶏・養豚の事業を
展開しています。
養牛場では愛媛県産ブランド「あかね和牛」、採卵養鶏ではこだわりの
餌で絶品たまごを生産しています。（みかんたまご等）
地元愛媛で家畜を愛情込めて飼育、こだわりの餌を与え、安心安全で
機械化された施設で生産することで、愛媛県の畜産事業を拡大してい
ます。

https://ehimetamagonosato.jimdofree.com/

共立工営株式会社 愛媛県 松山市
L　学術研究,専門・技
術サービス業(742土
木建築サービス業)

Ｅ･Ｊホールディングスのグループ企業です。
総合建設コンサルタントとして成長してきた地元企業で、転勤はありま
せん。
これからの建設業ではDX（デジタルトランスフォーメーション）に対応し
ていくための変革期であり、弊社もその変化についていくために日々
新しい技術を取り入れています。
愛媛県で一緒に成長していきたいと考えている学生さんをお待ちして
おります。

http://kyoritsukouei.jp/
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株式会社栗之浦ドック 愛媛県 八幡浜市 E　製造業

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

https://kurinouradock.co.jp/

株式会社興新設計 愛媛県 新居浜市
L　学術研究,専門・技
術サービス業(742土
木建築サービス業)

当社は設計専業の企業として、あらゆる「モノづくり」の開発・設計パー
トナーとして高い技術力を提供しています。
我社は「人は宝なり」の言葉を社是としています。
社員一人一人が持つ能力こそが我社の技術力の根幹であり「人」その
ものが一番大切にしなければいけない「宝物」であるとの考えからで
す。
５０人程の会社ですが、アットホームな雰囲気で力を合わせて頑張って
います。

http://koshin-n.co.jp/

光陽株式会社 愛媛県 今治市 E　製造業

創業70年のアパレルメーカー
婦人ボトム専業
売上推移2012年比150％　経常利益10％　自己資本率90％
不況と言われるアパレル業界において毎年売り上げを伸ばし
コロナ渦においても10％以上の経常利益を確保する健全経営

http://koyo-imabari.jp

西条建設株式会社 愛媛県 西条市 D　建設業

1930年(昭和5年)に創業した弊社は、土木・建築事業を主とした西条市
の総合建設会社です。
ダムやトンネル、橋梁や浚渫等の大型土木工事に携わり、市内の銀
行社屋や屋内運動場、公共施設の大規模改修工事などの大型建築
工事にも挑戦しています。
創業90年余りの間に培った技術力や、借入金のない財務体質も魅力
の一つです。
失敗を恐れず、挑戦する人材をお待ちしています。

https://saijokensetsu.jp/

サトー産業株式会社 愛媛県 四国中央市 I　卸売業,小売業

当社はネジ類、管工器材、工具類といった消耗品からプラント資材、工
作機械、包装機器、物流・省力機器まで多様な商品を幅広く取り扱う
産業機械器具の卸売業者です。品揃えの強化に加えて製造ラインも
トータルコーディネートする他、設置工事も一括して請け負う等、ワンス
トップサービスにより、紙産業の集積地である地元四国中央市に営業
基盤を確立しています。

https://sato-sangyo.com/

三共エンジニアリング株式会社 愛媛県 四国中央市 D　建設業

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

https://www.sankyoeng.co.jp/
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サンタ株式会社 愛媛県 伊予郡松前町 E　製造業

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

https://e-santa.co.jp/

三王ハウジング株式会社 愛媛県 新居浜市 D　建設業
　木材加工を行っており、四国では唯一、一般住宅からオリンピック競
技場のような大型建造物まで、木材加工ができる会社です。

https://sanno-web.com/

株式会社シアテック 愛媛県 新居浜市
L　学術研究,専門・技
術サービス業(742土
木建築サービス業)

住友化学グループの建設コンサルタント、一級建築士事務所です。
土木・建築分野の各種のプロジェクトに関わり、企画、調査、計画、設
計、監理、施工管理、維持管理等の業務を担当します。

https://www.ciatec.co.jp/recruit/

重松建設株式会社 愛媛県 今治市 D　建設業

建設業と不動産業を営んでます。
健康経営と究極の家族経営を目指してます。
女性の活躍出来る場として、ダイバーシティ経営企業１００選に選ばれ
てます。
お子様の保育料会社負担、お子様連れで仕事が出来る専用室、有給
休暇１００%消化推進、時間差出勤、テレワーク、自転車通勤推進、自
転車購入費半額負担、社員がん保険、年2回会社負担健康診断等積
極的に取り組んでます。

https://www.shigematsugroup.co.jp

株式会社四国シキシマパン 愛媛県 伊予郡砥部町 E　製造業

当社は、昭和55年4月より操業開始し42年目を迎えた会社です。事業
内容としては、パン・菓子を製造販売しており、主な製品としては「超熟
食パン」「スナックパン」「ホットケーキサンド」「ロングジョイ」に賞味期限
が約2ヵ月ある「ロングライフブレッド」など約130アイテムを生産、約380
アイテムを四国４県を始め日本全国各地に販売、一部製品は海外に
も輸出しております。

四国竹林塗装工業株式会社 愛媛県 新居浜市 D　建設業

私達が仕事としている塗装業は建設工事の一種となり、施工させてい
ただいた仕事は、その後何年も多くの方に見られるようになります。手
がけた仕事を誇りに思えると共に、一生の技術を身につけることがで
きます。近年では女性社員も増え、現場で生き生きと活躍しています。
笑顔で仕事を楽しめる当社で一緒に頑張っていただける方を募集中で
す。

https://s-take.jp/
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四国溶材株式会社 愛媛県 今治市 E　製造業

四国で唯一、溶接に使用する溶接材料を製造・販売しています。 主力
製品の被覆アーク溶接棒の生産量は全国3位。(2021年現在)「溶接材
料」は世界の工業界に欠かせない大切な製品です。ものづくりの根幹
を支える仕事で地域産業に貢献できます。今年で創業75周年を迎え、
四国・瀬戸内海沿岸地区に7つの営業所、中国の大連とベトナムのド
ンナイにも現地法人があります。

https://www.sweco.co.jp/

株式会社四国ライト 愛媛県 今治市 D　建設業

毎日利用している道路での安全はどのように保たれているか、交通安
全施設専門業者として、インフラ整備・災害対策工事、災害等への緊
急対応により、
災害時の被害の軽減や快適な暮らしが出来るように、持続可能な社
会づくりに取り組んでいます。自分が携わった仕事を、将来、自分の子
供に見せる事ができ、未来に誇れるものが形に残せる仕事です。

http://www.shikokuright.co.jp/

システムアーク株式会社 東京都 松山市 G　情報通信業
コンピューターソフトウェアの開発および運用・保守
システムコンサルティング
BS放送のコンテンツ作成

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

株式会社Shift 愛媛県 松山市 G　情報通信業

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

https://shift-web.co.jp/

ジャスティン株式会社 愛媛県 四国中央市 E　製造業

工業用品の設計、製造及び施工、販売

メイン事業であるパッキン・ガスケットの製造において、17時までの注
文であれば、即日に発送する事が可能。

https://justin.jp/

白石建設工業株式会社 愛媛県 新居浜市 D　建設業

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

https://www.shiraishi-inc.co.jp/
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株式会社シンツ 愛媛県 宇和島市 I　卸売業,小売業
創業４４０年（１５８０年創業）を誇る我が社は、時代と共にお客様の
ニーズに対応してきました。取扱い商品は多岐に渡り、今後も地域社
会に貢献する総合商社として成長を続けていきます。

https://www.shintsu-group.co.jp/

株式会社親和技術コンサルタント 愛媛県 松山市
L　学術研究,専門・技
術サービス業(742土
木建築サービス業)

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

http://www.sgc-ce.co.jp/

セキ株式会社 愛媛県 松山市 E　製造業

当社の創業は1908年。印刷・WEB・動画など情報ツールの活用にとど
まらず、デジタルマーケティング、データ分析なども駆使して、時代に合
わせた成長を続けています。現在は地方創生事業にも取り組むなど、
クライアントのニーズをヒアリングして課題解決に最適なソリューション
を提案しています。

https://www.seki.co.jp/

株式会社瀬戸内組 愛媛県 四国中央市 D　建設業

地場産業でもある紙関連企業の製造工場、倉庫建設において多くの
実績があります。
他にも公共工事（土木・建築）、店舗、介護施設、戸建住宅等多種多様
な建設物を手掛けております。
また、社員教育にも積極的に取組み、技術者の育成、資格取得の全
面的なサポート、人間ドック、怪我や病気の保障等福利厚生も充実し、
働きやすい職場環境を提供致します。

https://setouchigumi.co.jp

セントラルエンジニアリング株式会社 愛媛県 松山市
L　学術研究,専門・技
術サービス業(742土
木建築サービス業)

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

https://ce-eng.co.jp

仙味エキス株式会社 愛媛県 大洲市 E　製造業

食料品製造業
業務用エキス調味料及び機能性食品素材、一般消費者向け加工食
品の製造、販売
ＦＳＳＣ22000認定
販売先は全国に及びます、海外向け販売も進めています。

https://www.senmiekisu.co.jp/
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株式会社大旺 愛媛県 今治市 D　建設業

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

https://daiou.jp/

大進建設株式会社 愛媛県 松山市 D　建設業

松山市及びその近隣市町を中心に、様々な建物（オフィスビル、マン
ション、工場、店舗、住宅など）の建築工事を主要業務とする建設会社
です。
ただ建てるだけの建設会社ではなく、自ら中心市街地の再開発を企画
から建設まで実施し、地元雇用の創出のために県外大手企業の企業
誘致を実施するなど、愛媛県、松山市の経済活性化にも積極的に取り
組んでいます。

https://www.daishin-k.jp

大伸建設有限会社 愛媛県 松山市 D　建設業
主に松山市で土木工事（道路・河川・砂防・農林土木工事）を行ってい
ます。地域から必要とされる会社を目指し、新体制で日々挑戦中で
す。あなたの成長が会社を大きく伸展させる。一緒に働きませんか？

株式会社大屋 愛媛県 西条市 I　卸売業,小売業

四国4県に56店舗、ドラッグストアmacを展開しています。また、併設し
てマック調剤薬局を17店舗。ほかにもフィットネスジムやTSUTAYA、飲
食店に保育園など様々な分野で地域のお客様に寄り添った事業展開
を行っています。

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

株式会社タニグチ 愛媛県 今治市 D　建設業

当社は、建築工事一式を請負っており、土木、鉄筋、型枠、鉄骨、大
工、左官と本来なら協力業者が行う工事を自社施工において内製化を
計っております。
設計時にはお客様のご要望にお応えし、施工時においては自社で製
作している現場で専門職人と対話しながら施工していく楽しさを味わう
事が出来ます。

https://taniguchi.in/

谷本建設工業株式会社 愛媛県 大洲市 D　建設業

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

https://taniken-inc.com
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トヨタカローラ愛媛株式会社 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業

【事業概要】
トヨタ自動車の新車販売、各メーカーの中古車販売、自動車修理･整
備全般、保険代理店業、通信機器販売、カー用品販売 等
【企業PR】
○ 四国トップクラスの顧客数、販売台数を誇る！
○ ギャップを低減！ 採用～入社後も一貫した育成体制！
○ カーディーラーでパルクール!? 車に関することだけでなく、会社とし
て様々なことにチャレンジ！

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

有限会社鳥生工務店 愛媛県 今治市 D　建設業

建築及び土木工事の請負・設計・施工並びに監理、不動産の売買・仲
介業務等を行っております。愛媛県今治市（旧大西町）で40年以上住
まい造りをしてきた実績と、宅地分譲開発から不動産仲介業も出来る
地元企業の強みを生かし、自社社員大工・社員建築士による一貫シス
テムを確立した「地域密着型トータルサポート工務店」です。

https://www.toryukoumuten.jp/

株式会社西四国マツダ 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業
マツダの新車販売、各メーカー中古車買取・販売、自動車修理・整備
全般、
カー用品販売、保険代理店業、ＪＡＦ取扱いなど

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

株式会社西田興産 愛媛県 大洲市 D　建設業

弊社は主に公共・各種工事の施工管理、大都市圏の高層ビル建築で
使用されるPC（プレキャストコンクリート）製品の製造販売をしていま
す。
『地域との連携、地域への貢献、そして環境との共生』を大切に考え、
地域発展に貢献できる会社を目指しています。

https://nishidakosan.co.jp/

ニッソー技研株式会社 愛媛県 新居浜市 D　建設業

コンクリート構造物の補修・補強・防水・超速硬化ウレタン吹付システ
ムを使った防水、防食・コンクリート保護などをはじめとし、炭素繊維
シートを用いたコンクリート構造物の補強や外壁仕上材（タイル等）の
剥落防止工法などあらゆるコンクリート構造物の補修・補強・防水をお
こなっています。令和3年度新居浜市SDGs推進企業に登録され社員
全員でSDGsの達成に貢献していきます。

https://nissogiken.jp/

株式会社沼田建設 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 D　建設業

「地域とともにふるさとを守る」をスローガンに、久万高原町内で主に公
共土木工事（道路・河川・砂防工事）に携わっている建設会社です。
2021年よりＩＣＴを活用した工事を推進し、受注先から要望の大きい高
品質の土木工事を提供できるよう、積極的に経営力の向上に取り組ん
でいます。2022年にはSDGｓ宣言のもと、働き方改革において完全週
休二日制の導入を実現しました。

https://numada.co.jp/



法人名
本社所在地
（都道府県）

愛媛県内の
事業所所在地

（市町）
産業分類 事業概要・企業PR HP

登尾鉄工株式会社 愛媛県 新居浜市 E　製造業
大型建築鉄骨製造業
現在、工程管理という事務系の職種を応募しており、大卒者が多数活
躍されております。

https://www.noborio.co.jp/

伯方塩業株式会社 愛媛県 松山市 E　製造業

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

https://www.hakatanoshio.co.jp/

萩尾機械工業株式会社 愛媛県 新居浜市 E　製造業

各種産業機械設備の製作
当社の最大の強みは、製缶・溶接・機械加工・試運転までを自社で一
貫生産できる設備と長年の経験に裏付けされる卓越した職人の技術
力です。

https://www.hagiokikai.jp

株式会社八紘設計コンサルタント 愛媛県 南宇和郡愛南町
L　学術研究,専門・技
術サービス業(742土
木建築サービス業)

公共工事に関する一般土木の測量設計と国土調査を行っています。
「迅速・確実・誠実」をモットーに地元をはじめ県内・県外のインフラ整
備や社会基盤の構築を通じて、地域社会の継続的な成長に貢献して
いきたいと考えています。次世代を担う方にも興味を持っていただける
よう、ICTを活用して生産性の向上を図るデジタル化への取組にも挑
戦していきます。

株式会社日淺 愛媛県 今治市 D　建設業

愛媛県及び今治市発注の公共工事から民間発注の宅地造成工事、
外構工事を施工しています。ＩＣＴを使い技術を補ったり、ＤＸを使い無
駄な時間や作業を減らす努力をしています。「安全・信頼・迅速」をモッ
トーに更なる向上を目指しています。
時代の流れの一歩先を共に歩いてもらえる若い力を求めています。

https://imabari.mypl.net/shop/00000364728/

株式会社ビージョイ 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業
ビージョイは牛・豚・鶏・食肉加工品を、愛媛県内外の飲食店、スー
パー、中四国・関西圏を中心とする県内のスーパーや百貨店などへ、
提供する会社です。

http://www.bejoy.jp/
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檜垣造船株式会社 愛媛県 今治市 E　製造業

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

https://www.higaki.co.jp/

尾藤建設株式会社 愛媛県 四国中央市 D　建設業

愛媛県四国中央市にて創業から９０余年、堅実経営で地域の人から
信頼を頂き公共工事から民間工事まで様々な施工実績を積み上げて
きました。
地域と密着し、建設工事の設計・施工業務を中心に建設用地の調査・
測量、開発計画やリフォーム、不動産業も行っています。

https://bitoh.co.jp/

株式会社風土 愛媛県 松山市 D　建設業

総合建設業（戸建て住宅建築・リフォーム工事からマンション・ビル・商
業施設・店舗など幅広く建築工事を行っています。）
従業員２0名（男性16名　女性4名）
建築施工事例：個人注文住宅・分譲住宅・11階建賃貸マンション・スシ
ロー様新築店舗・来来亭様新築店舗・愛媛信用金庫松前支店・愛媛
信用金庫平井支店・シャトレーゼ松前店・西条店など
設計施工の一貫体制です。

https://fudo-c.jp

福助工業株式会社 愛媛県 四国中央市 E　製造業

事業内容：軽包装資材の製造・販売
当社は創業112年の総合パッケージメーカーです。パッケージはモノの
インフラを支える産業です。当社はパッケージを通し、皆さんの生活を
支え豊かにしています。近年では環境問題や食品ロス問題に対応した
製品の開発や製造に力を入れています。

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

藤岡建設株式会社 愛媛県 西条市 D　建設業

【人と自然そして地球の未来を考える】をテーマに、西条市に密着した
地場ゼネコンとしての総合建設業に加え、生コン事業、リサイクル事
業、再生可能エネルギー、林業、農業等を展開中の環境配慮型コング
ロマリット。愛媛県優良建設工事表彰9年連続受賞！令和2年度中国
四国農政局長表彰受賞！

https://www.fujiokakk.co.jp/

藤岡生コン株式会社 愛媛県 西条市 E　製造業

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

https://www.fujiokakk.co.jp/
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株式会社富士建設コンサルタント 愛媛県 宇和島市
L　学術研究,専門・技
術サービス業(742土
木建築サービス業)

愛媛県の中予・南予を中心に建設コンサルタント事業を行っています。
地元の社会資本を守るため、地域密着型の建設コンサルタント会社を
目指しています。また、職員全員が仕事を通じて地域に貢献していけ
る職場環境をつくる事を心がけてます。
応募される皆様が将来、大いに「やり甲斐を」もって仕事ができる環
境、地域に貢献しているという実感が持てる仕事が、当社にあります。

http://www.fujicc.co.jp/

株式会社藤田製作所 愛媛県 西条市 E　製造業

減速機関連の鋳物を中心に、建設機械に使用される主に鋳鉄と呼ば
れる鋳物部品の鋳造と機械加工を行っています。
当社で生産した鋳物部品は日本はもとより世界各地で人々の生活や
企業の生産活動を支える重要な社会インフラ設備の一部として世の中
の発展に貢献しています。

https://www.fujitam.co.jp/

株式会社フジデリカ・クオリティ 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業

中四国で展開しているスーパーマーケットフジで惣菜を販売していま
す。
惣菜の商品開発・製造・販売を一気通貫で行っており、「食の楽しさ・
美味しさ・大切さを提案し、地域に愛されるオンリーワンの製造惣菜小
売であり続けること」を目指しています。

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

株式会社二神組 愛媛県 松山市 D　建設業

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

https://www.futagamigumi.co.jp/

株式会社プラスコ 愛媛県 四国中央市 E　製造業

愛媛県四国中央市に立地し、「フレキソ製版」という分野で四国では
トップシェアを誇る会社です。
「フレキソ印刷」とは例えば段ボールの印刷に多く用いられており、水
性インクを使用することから、環境に配慮した印刷方法です。近年の
社会情勢から市場拡大が見込まれています。立地を活かし、四国四
県に精力的に販路拡大しており、中国地方や他県にも躍進している、
活気のある企業です。

http://meibundo.com/wp/

株式会社母恵夢本舗 愛媛県 今治市 E　製造業

和・洋菓子製造及び販売
長年にわたり、その優しい味わいが幅広い世代に愛され続けていま
す。
様々なニーズに対応するために商品開発にも注力しており、日本はも
とより
世界に向けて自社ブランドを広げていくべく、努力を続けています。

https://poemehonpo.co.jp
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堀田建設株式会社 愛媛県 八幡浜市 D　建設業
土木工事、建築工事、戸建住宅、海事工事(起重機船保有)の各部門
で工事施工をする総合建設業です。１９２６年に創業し、長い歴史の中
で、地域の高い信頼をいただいています。

https://hotta-grp.co.jp/

株式会社松山機型工業 愛媛県 松山市 E　製造業

　当社は元々『木』の加工から始まりましたが、現在では精密機械加工
にも取り組んでおり、農業機械用部品・自動車用部品を始め、各種産
業用機械部品の部品加工や型製作を手掛けています。愛媛松山とい
う地で活動し、国内は勿論、海外へも部品供給を行っています。

http://www.matsuyamakigata.co.jp/

株式会社松山測量設計 愛媛県 松山市
L　学術研究,専門・技
術サービス業(742土
木建築サービス業)

・環境に配慮した社会資本整備に関する計画を行っております。
・官公庁（国土交通省・県・各市町村等）より業務の発注依頼を受け、
土木構造物建設のための測量・調査・設計等を行います。
・地域住民が安心・安全に暮らせるインフラ整備の基幹を担っていると
自負しており、自分が計画した公園・道路・橋梁・ダム等が人の役に
立っていると思うと、やりがいを感じると思います。

http://www.mtsk.co.jp

株式会社松山丸三 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業

【事業内容】
　〇和・洋菓子・パン・外食業務用原材料の製造及び販売
　〇包装資材、環境衛生機器の企画デザイン及び販売
　〇製菓製パン用機械の製造及び販売、メンテナンス
　〇厨房機器・器具の販売・メンテナンス
　〇ソフトウェアの開発及び販売
　〇店舗デザイン、施工
　〇その他関連する一切の業務

https://www.m-marusan.co.jp/

株式会社マルカワ 愛媛県 四国中央市 E　製造業

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

丸重商事株式会社 愛媛県 新居浜市 E　製造業

世界トップクラスの銅製錬工場のプロセス支援をはじめ、非鉄金属や
化学薬品などの販売、倉庫、人材派遣。またグループを通しては、海
運、長・中距離輸送、不動産、リース業など幅広い分野で事業活動を
展開しています。多くは大手メーカーの銅精錬業や光学フィルムの生
産に必要な、あらゆる構内物流を多方面から支援しています。

http://marujyu-group.co.jp/syoji/
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三木特種製紙株式会社 愛媛県 四国中央市 E　製造業

湿式不織布・特殊紙製造業
経営理念　社会と未来に機能性材料の製造、革新と進歩を通して貢
献する
　　　　　"人と未来の調和をめざして！‘‘

https://www.mikitoku.co.jp

三原産業株式会社 愛媛県 宇和島市 I　卸売業,小売業

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

https://www.e-mihara.info

株式会社三好鉄工所 愛媛県 新居浜市
L　学術研究,専門・技
術サービス業(742土
木建築サービス業)

化学プラントを中心に、プラント設備や機器の設計・製作・据付から日
常保全・定期メンテナンス工事まで、お客様のプラントが安定して稼働
できるようサポートを行うプラントエンジニアリング企業です。
長年培ってきた技術力と実績をもとに、お客様のニーズへ柔軟に対応
しています。愛媛から世界中の暮らしと産業の基盤を支える、スケー
ルの大きな仕事を手掛けています。

http://miyoshi.gr.jp/

株式会社モリオト 愛媛県 四国中央市 E　製造業

「リサイクル」という言葉がまだ知られていなかった半世紀以上も前か
ら、私たちは古紙回収を通じて資源の有効活用に寄与し、紙のトータ
ルコーディネーターを目指してきました。技術伝承と社員教育に関して
は、新たに制度を導入することで伝承と創造を進め、未経験でも安心
して働いていただける職場を目指しています。※2026年には、創業80
周年を迎えます。

https://www.morioto.co.jp

ヤマセイ株式会社 愛媛県 松山市 E　製造業

・プレス金型・樹脂金型の設計、製作及び販売
　1960 年から半世紀以上（旧山本製作所時代を含めて）、各種プレス
金型の製作に携わってきました。
　私たちの主要製品である自動車用プレス金型は、お客様である自動
車メーカー様などの厳しい品質・納期等の要求に対応しまして、高い
信頼を得ています。

http://www.v-yamasei.co.jp/

やまと印刷株式会社 愛媛県 四国中央市 E　製造業

紙の町四国中央市で印刷会社として1918年(大正7年)に創業。今では
印刷だけでなく、カレンダーやメモ、付箋といった紙製品、包装用のフィ
ルム製品の製造を行っています。「失敗を恐れずチャレンジし成長する
こと」「失敗に対して周囲がしっかりサポートすること」を全員が大切に
しています。即戦力ではなく、０から当社のカラーでじっくり成長するこ
とを目指していきます。

http://www.ty-print.co.jp
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吉田建設株式会社 愛媛県 今治市 D　建設業

私たちは昭和31年の創業以来、お客様第一主義、品質第一主義で公
共事業から一般住宅、リフォームまで幅広く建築物を建造してきまし
た。
ただ建物を「造る」だけではなく、「街」を創り、「文化」を創り、そしてそ
こに集う人々の「夢」を創ることを常に心がけています。
自然との調和を大切に、地域と共に発展する街づくりをめざし、これか
らも未来を「創る」お手伝いをしていきます。

https://www.yoshidakensetsuinc.com/

米谷建設株式会社 愛媛県 新居浜市 D　建設業

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

https://www.yonetani-k.jp/

株式会社四電工 香川県 松山市 D　建設業

当社の事業は、配電・送電設備関連の「電力供給設備工事」、電気・
計装、空調管設備を主とする「一般建築設備工事」、CADソフトの開
発・販売、PFI事業、太陽光発電等の「関連事業」の３つの柱によって
成り立っています。
電気から通信まで幅広い環境づくりを手掛けることともに、新しい事業
フィールドに挑戦していくことで、社会や文化の発展に貢献してまいり
ます。

https://www.yondenko.co.jp/

株式会社よんやく 愛媛県 松山市 I　卸売業,小売業

病院・診療所・調剤薬局等、全ての医療機関に医療関連商品と医療に
関する最新の情報をお届けしている総合商社です。商圏である愛媛
県・徳島県においてシェアNo.1を誇ります。創業100周年を迎えた2018
年6月に、本社社屋を一新し、快適で働きやすい職場環境に加え、大
災害にも耐えうるハード面を備えています。

https://www.yonyaku.com

リュウグウ株式会社 愛媛県 四国中央市 E　製造業

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

https://www.ryugukk.co.jp

株式会社菱進テック 愛媛県 西条市 E　製造業

当社では半導体ウエハテストを中心とした先端技術の解析、特許調査
からウェハテスト、各種信頼性評価に加え、クリーン環境サービスま
で、幅広い業務領域に対し高い技術品質でお客様のご要望にお応え
しています。

http://www.ryoshin-tech.com/



法人名
本社所在地
（都道府県）

愛媛県内の
事業所所在地

（市町）
産業分類 事業概要・企業PR HP

株式会社渡辺建設 愛媛県 今治市 D　建設業

事業内容：土木工事及び建築工事の施工
資本金：3,080万円
ISO9001.14001認証・えひめ建設業BCP認証・えひめ子育て応援企業・
ひめボス事業所plus・えひめ学校教育サポーター企業・健康づくり優良
事業所・クールビズ四国・愛媛県おいしい食べきり宣言・健康優良法人
2022中小企業部門・パートナーシップ構築宣言・事業継続力強化計
画、認定事業所

https://wataken.info/


