
事業所名 住所 TEL 品目
（株）青木製紙所 四国中央市寒川町664 23-3707 奉書紙・機械すき和紙製造
石川製紙（株） 四国中央市村松町751 23-2850 薄葉紙・各種産業用紙製造
石村製紙（株） 四国中央市金生町下分1390－２ 56-2425 書道半紙・画仙紙製造
泉製紙（株） 四国中央市川之江町1523 58-2427 トイレットペーパー・タオルペーパー製造
イトマン（株） 四国中央市金生町下分681 58-1010 トイレットペーパー・ティシュペーパー・タオルペーパー・ウエス製造
宇摩製紙（株） 四国中央市上分町488 58-3027 レーヨン紙・奉書紙・乾式不織布製造
愛媛製紙（株） 四国中央市村松町370 24-3330 段ボール原紙・家庭用薄葉原紙製造
愛媛パルプ（協） 四国中央市川之江町415-1 58-5286 事業協同組合・古紙再生パルプ製造
オークラ製紙（株） 四国中央市寒川町2349 25-1895 奉書紙・レーヨン紙製造
大髙製紙（株） 四国中央市寒川町2437 25-1000 書道用紙・衛生用紙製造
金柳製紙（株） 四国中央市金生町下分668-2 58-2709 マニラ仙貨紙・食品用原紙・衣裳文庫紙製造
合鹿製紙（有） 四国中央市寒川町2523 25-2323 書道半紙・造花用色京花紙製造
淳製紙（株） 四国中央市川之江町2078 58-2539 文庫紙・奉書紙・特殊和紙製造
常裕パルプ工業（株） 四国中央市寒川町830 23-3400 故紙パルプ・ルーフィング製造
白川製紙（株） 四国中央市下柏町581 24-4475 機械漉和紙製造・フロア建材製造
城山製紙（株） 四国中央市上分町301-1 58-2220 工業用特殊紙製造販売
大栄製紙（株） 四国中央市村松町826 23-5354 特殊色物和紙製造
大王製紙（株） 四国中央市三島紙屋町2-60 23-9001 新聞用紙・家庭紙・各種洋紙・段ボール原紙製造
大富士製紙（株） 四国中央市村松町510 24-3385 タオルペーパー・ウェットペーパー・育果紙製造
寺尾製紙（株） 四国中央市金生町下分285 58-3700 書道半紙・天婦羅敷紙・お花紙製造
（株）トーヨ 四国中央市金生町下分1952-1 58-3456 トイレットペーパー・タオルペーパー・奉書紙製造
十川製紙（株） 四国中央市寒川町2356 25-1731 書道半紙製造
服部製紙（株） 四国中央市金生町山田井171－１ 58-3005 フェイスマスク・タオルペーパー・キッチンペーパ－・ウェットクリーナー製造
福田製紙（株） 四国中央市寒川町2384 25-1465 家庭紙製造
星高製紙（株） 四国中央市上分町1184-1 58-4380 奉書紙・食材用紙・産業用紙・書道半紙・特殊和紙製造
（有）丸あ製紙所 四国中央市妻鳥町651-2 58-2760 改良紙・書道半紙・特殊和紙製造
丸石製紙（株） 四国中央市上分町457 58-3016 書道半紙・障子紙・付箋紙製造
丸幸製紙（株） 四国中央市上分町101 58-6800 食品原紙・衣裳文庫原紙・楮子和紙製造
丸五製紙（株） 四国中央市村松町625 24-3375 紙紐・水引原紙製造
丸三製紙（株） 四国中央市金生町下分742 58-3450 食材用紙・包装紙・サニタリー・書道用紙製造
丸住製紙（株） 四国中央市川之江町826 57-2222 新聞・出版・印刷・情報用紙・包装用紙・クラフトパルプ製造
丸菱ペーパーテック（株） 四国中央市金生町下分2012 56-4464 包装用特殊紙製造
三木特種製紙（株） 四国中央市川之江町156 58-3373 機能紙・特殊紙・不織布製造
森下製紙（株） 四国中央市三島宮川3-7-3３ 23-2340 奉書紙・特殊和紙製造
ﾕﾆ・ﾁｬｰﾑ国光ﾉﾝｳｰｳﾞﾝ（株） 観音寺市豊浜町和田浜1531-15 52-6776 レーヨン紙・薄葉紙・ラミネート紙・雲竜紙・衛材向けティシュ・不織布製造
（株）ヨンパ 四国中央市寒川町2582 25-2426 家庭紙（ティシュペーパー・ポケットティッシュ原紙）製造、加工
リンテック（株）三島工場 四国中央市三島紙屋町2-46 23-4400 特殊紙・粘着素材・包装テープ等製造

機械抄製紙業者名簿



事業所名 住所 TEL 品目
旭調木（株） 四国中央市三島朝日1-10-23 23-5024 製紙用パルプ製造等製紙工場内の付帯事業、特定派遣業
（株）井原コーポレーション 四国中央市妻鳥町3048-1 58-7326 製品出荷・リフト運搬作業
（株）大栄パルプ作業 四国中央市村松町914大王製紙（株）工場内 23-0504 パルプ製造等製紙工場内付帯事業
ダイオーエコワーク（株） 四国中央市村松町930-6 24-8134 紙パルプ製造等の製紙工場内付帯事業
大光チップ作業（株） 四国中央市三島紙屋町292-2 24-6038 紙・パルプ製造製紙工場内付帯事業
（株）大パ作業 四国中央市村松町914 23-3022 紙パルプ運搬等製紙工場内付帯事業
（株）テック愛和 四国中央市中曽根町1591-2 24-1898 紙パルプ製造等製紙工場内付帯事業

機械抄製紙関連業者名簿



事業所名 住所 TEL 品目
宇田武夫製紙所 四国中央市金生町下分2015 56-3245 手すき書道用紙・三椏紙・雁皮紙・楮紙製造
谷製紙所 四国中央市金生町下分2023 56-3119 書道半紙抄造販売・製紙原料加工
藤原製紙所 四国中央市金生町下分1462 56-4127 書道半紙製造

手漉き製紙業者名簿



事業所名 住所 TEL 品目
（有）アートシール 四国中央市妻鳥町1023 56-1473 シール・ラベル製造
（株）アイ・エス・ピー 四国中央市上分町690 56-3831 紙パックフィルター口紙製造、加工
愛光（株） 四国中央市三島中央5-11-5 23-3674 紙製品販売・金封製造
アイドルペアー（株） 四国中央市寒川町773 23-6975 紙加工・キャラクター商品製造
（株）アイワ 四国中央市寒川町210 24-1692 シール印刷・ラベル製造
（株）アオノ 四国中央市寒川町1860‐1 25-2255 紙断裁加工
アクティー 四国中央市下柏町49 23-5824 フェイスマスク等加工
（株）アサヒ 四国中央市三島朝日3-1-52 24-5720 荷札・帳簿製造・包装資材販売
（株）有高扇山堂 四国中央市村松町719 24-3603 水引・金封・結納用品・手提紙袋・木製品製造、卸売
安藤紙加工所 四国中央市中曽根町1462-4 24-1962 巻取紙断裁加工
（株）井川要商店 四国中央市三島宮川4-6-68 24-3631 表紙・金封製造
（株）井川紙加工所 四国中央市三島宮川1-8-42 23-3392 紙断裁加工
（有）井川茂商店 四国中央市村松町273 23-2681 水引・金封・結納用品製造
（株）井川商会 四国中央市川之江町740-3 56-3509 重包装紙袋・紙テープ製造
（有）井川晴夫商店 四国中央市村松町264 23-2660 金封製造・紙加工
（有）石川勝正商事 四国中央市土居町津根1815 74-8849 紙・紙製品販売・シール製造
いしかわ紙工（有） 四国中央市川之江町2529-65 56-2944 テープ製造・スリッター加工
石川紙工（株） 四国中央市土居町津根3630 74-8080 クラフト袋・茶袋製造
（株）石川米吉商店 四国中央市川之江町1745 58-2251 封筒・祝儀袋製造・金封・書道半紙卸売
（有）石津紙工 四国中央市川之江町711 56-4123 ステッカー製造・断裁
（有）井筒紙工 四国中央市妻鳥町306 56-4806 荷札製造
（株）イトウ 四国中央市川之江町9-1 58-1094 掃除機用紙パック・化学雑巾・あぶらとり紙・クレープ紙・活性炭フィルター製造
（有）いぶき 四国中央市豊岡町長田1632-3 25-2670 金封水引製造・紙工品卸売
（有）イマムラ 四国中央市村松町19-1 24-6988 金封・祝儀用品製造
（株）今村紙工 四国中央市中曽根町216-5 23-5453 水引・金封・紙製品全般・ギフト商品製造
いよ紙工（有） 四国中央市川之江町263-4 56-2151 紙断裁加工
伊予水引（株） 四国中央市金生町下分1984-3 57-2139 水引・金封・紙製品製造
（株）エイコー 四国中央市寒川町1744-1 25-1239 段ボールケース製造
（有）エイワ 四国中央市村松町442-4 24-0081 色紙製造、卸売
エスピー（株） 四国中央市豊岡町大町2443-1 25-3300 ポケットティッシュ・ウエットティッシュ・お茶パック・メガネクリーナー製造
（有）ＳＰＣ 四国中央市三島朝日1-6-3 46-1601 ウェットティシュ・フェイスマスク等の化粧品の企画、製造、販売
エヒメ紙工（株） 四国中央市妻鳥町3048-12 58-3365 染色紙・手工紙製造
愛媛紙販（株） 四国中央市金生町下分1830-2 56-5093 シール、ラベル印刷製造・包装資材・各種紙製品・販促商品卸売
愛媛パッケージ（株） 松山市余戸中6-6-5 973-2021 段ボールケース・シート製造
Ｍ－ファースト（株） 四国中央市金田町金川301-3 56-9800 水引・金封・ギフト用品企画製造、卸売
（有）エムワイシー 四国中央市寒川町4765-31 25-2809 ティシュペーパー加工
エリエールプロダクト（株） 四国中央市寒川町4765-11 25-2022 ティッシュ・トイレット・紙おむつ・ナプキン製造、加工
エルモア（株） 四国中央市村松町258 24-4500 ティシュペーパー・紙おむつ製造
大西紙工（有） 四国中央市村松町532 57-2080 紙紐・スリッター加工
大西清一商店 四国中央市上分町837-38 56-4336 水引掛紙・紙製品製造
（株）大西水引 四国中央市金生町下分2570－５６ 58-6552 金封他祝儀用品製造
（有）越智昌吾商店 四国中央市金生町下分842 56-2325 純不織布・断裁エンボス加工
カクケイ（株） 四国中央市三島宮川4-9-53 23-2570 封筒・紙袋・あぶらとり紙・押出ラミネート加工・ＯＰＰ印刷

紙加工業者名簿



春日工業（株） 四国中央市上分町141-1 58-0666 トイレットペーパー・タオルペーパー加工
春日紙工（株） 四国中央市金生町下分1582 58-5588 総合紙製品・結納・祝儀用品一式製造、加工
（株）片岡紙工 四国中央市中之庄町106 24-3635 書画用色紙・和本・ファイル・その他紙製品製造
カナエ紙工（株） 四国中央市上分町346 58-5611 コーヒーフィルター製造・各種スリッター加工・その他
カミイソ産商（株） 四国中央市川之江町2529-218 58-2133 シール印刷・衣裳文庫紙・テーブルマット・コースター製造・紙製品製造、卸売
カミ加工（株） 四国中央市村松町540-3 24-2540 ティッシュカートン製造
紙屋のスミカワ 四国中央市金田町半田乙424-1 56-0295 箔押加工
カワイチ（株） 四国中央市川之江町716 58-2505 書道半紙・金封製造・衣裳文庫紙・紙製品化成品卸売
（有）かわたき 四国中央市金生町下分999-1 58-7355 包装紙・食品マット加工、小売
（株）川善 四国中央市金生町下分704-8 58-4331 のし袋・掛紙・水引細工製造
（株）岸本水引店 四国中央市妻鳥町52-8 56-4582 水引・紙バンド製造
（株）共和 四国中央市豊岡町長田1628 25-0738 紙加工
協和紙工（株） 四国中央市中之庄町1694-2 23-3533 折紙・メモ帳・レポート用紙・画用紙製造
（株）キンセイ 四国中央市金生町下分667-1 58-0300 衣裳文庫紙・のし紙製造・不織布製品卸売
金箔紙工森川 四国中央市金生町下分1416-1 56-6107 のし紙製造、加工
（有）金鈴紙工 四国中央市上分町1230 56-3300 紙紐製造
（有）桒原商事 四国中央市川之江町余木614-4 58-4834 ラミネート加工
KSコピー印刷（株） 四国中央市村松町805 23-6911 各種伝票・オフセット印刷
玄翁紙工 四国中央市金生町山田井692-3 56-4058 紙加工
高津紙器（株） 四国中央市川之江町3691 56-2423 紙管・紙器製造
合田水引店 四国中央市妻鳥町4-5 56-5622 水引製造
江南ラミネート（株） 四国中央市川之江町379 58-8881 ラミネート・ワインダー加工、卸売
（有）コトブキ 四国中央市妻鳥町381-5 58-6803 箸袋・金封製造・紙製品製造
薦田紙工業（株） 四国中央市妻鳥町471-1 58-2536 金封・祝儀袋・日用雑貨製造
栄紙工 四国中央市川之江町2025-5 56-8316 結納用品・紙加工品卸売
（株）サクラ・シノコウ 四国中央市三島朝日1-6-3 24-4445 紙製品製造・和洋紙販売
佐々木紙工（株） 四国中央市下柏町724-1 23-0567 水引・金封・のし紙・ノート・メモ帳製造
（有）佐藤紙工 四国中央市妻鳥町1580-1 58-8666 断裁・スリット・型抜き加工・シルク印刷・箔押し
（有）サトーシール 四国中央市妻鳥町2213-3 58-1204 シール印刷
三愛工業（株） 四国中央市妻鳥町1 58-1030 シール・ステッカー・粘着製品製造
三愛（株）四国工場 四国中央市妻鳥町1094-2 58-2598 ロー引加工紙製造・ウェットタオル・紙、フィルム断裁加工
（株）三栄 四国中央市寒川町1748-1 25-2214 段ボール製造
三栄紙業（株） 四国中央市中之庄町531 24-3955 再生紙管加工、販売・紙加工
（株）さん・おいけ 四国中央市川之江町4105-31 58-0022 水引・紙製品製造、卸売
（株）サンヨ 四国中央市三島宮川2-3-16 25-0078 紙・紙綿スリッター加工
三和紙工（株） 四国中央市三島中央5-7-33 23-5398 印刷・紙器・紙製品製造
三和製袋 四国中央市中曽根町2022-2 24-5050 紙袋加工・手提紙袋内職加工
（株）シーネット 四国中央市村松町20-1 24-3155 シール・ステッカー製造
（株）ジェイ・ピー・シー 四国中央市金生町山田井乙57-17 58-8828 祝儀用品・折紙・その他紙製品
塩田昭光商店 四国中央市三島宮川3-8-7 23-5149 金封製造
鴫浜紙店 四国中央市村松町835-1 23-3604 紙・紙製品卸売、小売・シート加工
司香企画（株） 四国中央市川之江町長須238-1 58-3059 複合素材・紙加工品企画開発・加工販売・受託業務
（株）四国クリエート 四国中央市寒川町4765-31 25-0928 紙製品販売・ポケットティシュ加工
（有）四国紙管工業 四国中央市寒川町2680-1 25-0157 紙管製造
（有）四国ペーパー 四国中央市金生町下分761 58-0878 紙帽子製造・不織布加工
（株）シノコマ 四国中央市金生町山田井646-1 56-0086 金封・水引細工・紙製品製造
（有）篠原紙工 四国中央市妻鳥町1061-1 58-4160 断裁加工



篠原商事（株） 四国中央市妻鳥町2521 58-4777 醸造用製品製造販売
清水（株） 四国中央市村松町594-1 23-8740 紙テープ・装飾テープ・紙紐製造
シンワ（株） 四国中央市妻鳥町249-2 58-1100 不織布製造販売
スーパーテック（株） 四国中央市川之江町710-1 57-0090 シール・ラベル製造
（株）スギウラ 四国中央市金生町下分1057-1 58-2002 書道半紙・画仙紙卸売、製造・和紙卸売・加工紙製造
（有）スズキ 四国中央市金田町半田甲140-1 58-8710 シール印刷・封筒製袋・抜き加工
（株）スズキ紙工業 四国中央市金生町下分140 58-2941 おりがみ・染紙製造・紙製品卸売
スバル（株） 四国中央市金生町山田井318 56-6260 シートペーパー・お茶パック製造
（有）スミカワ紙工 四国中央市金生町下分1781 56-4470 衣裳文庫紙製造
（有）スリット三幸 四国中央市金生町山田井715-1 56-1088 紙・スリット加工
（株）セイワ 四国中央市土居町津根3544-2 74-1385 婚礼用席順表・招待状製造
（有）創紙堂 四国中央市金生町下分1533 56-5224 仏用和帳製造・掛軸・額装・巡拝用品・紙製品小売
第一衛材（株） 観音寺市豊浜町和田浜1610-2 52-3131 衛生紙綿・紙オムツ製造
ダイオーミルサポート（株） 四国中央市三島紙屋町5-1 24-1904 紙断裁包装
（有）タイキ商事 四国中央市金生町山田井75-3 58-2481 紙製品・産業資材卸売・印刷加工
大黒工業（株） 四国中央市中曽根町1593 24-2140 食品関連包装資材製造、卸売、小売
大成薬品工業（株） 観音寺市豊浜町箕浦2518-2 52-6661 紙加工・化粧品製造販売
大東（株） 四国中央市村松町520 24-2908 タオルペーパー加工
太平紙器（株） 四国中央市川之江町804 58-2533 印刷・パッケージ製造、加工
（有）高石商店 四国中央市寒川町1332 23-2787 紙加工・シートペーパー他製造
宝（株） 四国中央市川之江町123-1 58-4810 衣裳文庫紙・ミシン目スリッター・紙製品製造、加工、卸売
（株）タキサン 四国中央市三島宮川3-6-1 23-5150 紙・巻取紙平判断裁加工
タキショウ 四国中央市金生町下分1429 58-6371 紙加工
中央紙工（株） 四国中央市金田町半田甲140-1 58-1020 紙加工
（有）司紙業 四国中央市寒川町1853 25-1283 書道用加工紙・仮巻製造、加工
ツバメ工業（株） 観音寺市大野原町丸井817-7 27-8441 封筒・荷札・祝儀袋・書道半紙製造、加工、卸売
（有）東亜染芸 四国中央市金生町下分662-1 58-4206 水引製造・染料卸売
トーヨ紙製品印刷 四国中央市川之江町1177-2 56-2109 祝儀袋・のし袋・コンピュータ用伝票・印刷
（株）トキワ工業 四国中央市土居町津根2663-1 74-6115 お茶パック製造
（有）トシカズ 四国中央市川之江町1205-2 58-2141 祝儀袋・封筒等製造
（有）トヨオカ 四国中央市豊岡町大町948-1 25-0008 ロー引加工紙製造
豊岡紙工（有） 四国中央市豊岡町長田77 25-1396 自動給紙用便座シート・保鮮紙・医療用シーツ
（有）豊田紙工所 四国中央市三島紙屋町1-8 23-2732 合紙・塗工紙加工
（有）中塚紙工 四国中央市豊岡町大町298 25-0227 紙幣札帯加工
日産紙工業（株） 四国中央市川之江町長須235 58-4173 封筒・祝儀袋製造・その他紙製品
（株）仁野 四国中央市下柏町8 24-2345 紙・紙製品製造、販売・呉服小売
日本紙管工業（株）伊予三島工場 四国中央市村松町29-1 24-0417 紙管製造、加工
ヒカリ紙工（株） 四国中央市土居町津根3666-1 74-7655 シール印刷・ラベル製造
（株）ピットコーポレーション西日本支社 四国中央市川之江町長須293-1 58-4983 シール製造
広島段ボール（株） 四国中央市三島宮川1-2-27 23-5400 段ボールケース・シート製造、加工
福助紙製品（株） 四国中央市村松町190 24-1111 紙製品加工
フクロン（株） 四国中央市村松町190 24-1111 不織布製造
富士紙工業（有） 四国中央市金生町下分532-2 56-2749 祝儀用品・式辞用品・ギフト用品製造
藤原紙器 四国中央市村松町758 23-2708 紙器・紙函製造
（有）ぷらす紙工 四国中央市川之江町460 57-2475 紙加工（断裁・ワインダー・スリッター）
（株）プレミアム 四国中央市妻鳥町2815-1 57-0600 シール・ラベル印刷、文具・玩具製造、卸売・輸入雑貨卸売・倉庫業
（株）フレンド 四国中央市豊岡町大町2443－１ 25-1858 ポケット・ウエットティシュ・お茶パック・メガネクリーナー販売



（株）ペーパーテック 四国中央市妻鳥町字五反地2739-2 58-7445 ウェットティシュ製造、加工・紙加工
（名）星川君男商店 四国中央市上分町30-1 56-3026 金封・水引細工・祝儀用紙加工品製造、卸売
（有）星川豊光商店 四国中央市金生町下分2114-2 56-3256 水引細工・金封製造・紙製品卸売
星川結納店 四国中央市川之江町1762-3 56-2761 結納用品製造、卸売
前谷紙工業（株） 四国中央市上柏町5-2 24-3907 水引・金封・のし袋製造
（株）マサノ 四国中央市川之江町2529-81 58-4121 紙紐・紙バンドテープ及びスリッター・断裁加工
（有）町田紙工 四国中央市川之江町余木字奥谷238-13 56-5311 紙凾製造
松本紙業（株） 四国中央市中曽根町132 23-4811 色紙製造
マトバ紙工（有） 四国中央市村松町478-16 24-3979 紙テープ製造
マルウ接着（株） 四国中央市下柏町780 24-3291 接着荷札・シール・ラベル製造等総合粘着加工
マルショウ（株） 四国中央市妻鳥町1435 58-2472 結納用品・金封製造
マルジン（株） 四国中央市三島宮川2-1-4 24-2211 のし紙・封筒・表紙・祝儀袋製造・書道用紙卸売
（株）マルニチ 四国中央市妻鳥町1338-1 58-4000 紙製品製造、加工
（有）マルフジ 四国中央市上柏町158 23-3459 水引・金封製造
マルマツ紙業（株） 四国中央市村松町153-4 23-2356 水引・金封製造
（株）丸和 四国中央市村松町540-3 24-2540 トイレットロール・ティシュ製造、加工・石油類販売
三島工業（株） 四国中央市三島宮川1-8-25 24-4420 防水紙製造、卸売
三谷紙工（株） 四国中央市中曽根町2657 24-2255 紙断裁・紙製品販売
宮内紙工（株） 四国中央市上分町79-4 58-3012 紙管製造・ラミネート加工
（株）むすび倶楽部 四国中央市上分町131-1 58-3026 紙加工、販売
（有）明和紙工 四国中央市川滝町下山2021-4 58-2314 クレープ加工紙製造・断裁・スリッター加工
（株）モリオトプロダクツ 四国中央市中之庄町532 24-2881 紙製品製造
（有）森実 四国中央市中之庄町1694-3 24-3562 紙管製造
モリシン（株） 四国中央市三島宮川1-8-42 23-3680 紙管加工
森安荷札 四国中央市豊岡町五良野147 25-2816 荷札製造
（有）ヤマオ商会 四国中央市川之江町2529-35 58-4884 不織布加工
山川商事 四国中央市川滝町下山1850-1 58-8262 クラフト紙加工
（有）ヤマニシ 四国中央市上柏町1002-3 23-5145 水引・金封製造
結納センタークボタ 四国中央市川之江町2529-146 58-2813 結納用品製造、卸売
ユニ・チャームプロダクツ（株） 観音寺市豊浜町和田浜1496-1 52-2211 紙おむつ・生理用品・化粧パフ等衛生紙綿製造
横内金赤水引店 四国中央市村松町274-3 23-2904 水引製造
リソー封筒（株） 四国中央市豊岡町岡銅170-1 25-3301 封筒・お年玉袋・毎日泳ぐ鯉のぼり製造
（株）リブドゥコーポレーション 四国中央市金田町半田乙45-2 58-3019 大人用紙おむつ・メディカルディスポーザブル用品製造、卸売
リュウグウ（株） 四国中央市三島宮川4-9-64 24-3340 紙製品・ポリ製品製造



事業所名 住所 TEL 品目
（株）アサヒ包装 四国中央市川之江町402-1 56-5515 包装資材卸売・紙加工・縫製・内職加工
（株）アルファ 四国中央市村松町274-5 24-4387 紙・紙製品卸売
石川商事 四国中央市三島中央3-11-28 77-4666 紙・紙製品卸売
石川昌憲商店 四国中央市金生町下分1725-13 56-0928 紙製品加工・スクリーン印刷
石﨑商事（株） 四国中央市三島宮川2-7-11 24-4425 紙・紙製品・包装資材・機器・工業薬品卸売
（株）エム・パック 四国中央市妻鳥町2192 58-6404 紙加工品製造、卸売
（有）紙石川商店 四国中央市中之庄町604-4 23-6982 紙製品卸売
カミ商事（株） 四国中央市三島宮川1-2-27 23-5400 洋紙・板紙・家庭紙・製紙原料等卸売
（有）紙商高石 四国中央市村松町775 24-2865 紙・紙製品卸売
（株）クリンテック 四国中央市金生町山田井1734-1 52-6441 紙類および加工紙製造、卸売
（株）グローカル 四国中央市土居町津根3544-2 74-0770 紙製品・化粧品の輸出販売・工業薬品・各種資材の輸入・国内販売
（株）奎親紙業 四国中央市金生町下分685-1 58-7276 書道半紙・画仙紙加工、卸売
興亜商事（株）川之江営業所 四国中央市川之江町264-1 58-2038 不織布卸売、加工・医療用シーツミシン目加工
（株）合英 四国中央市三島中央3-15-24 24-2575 紙・特殊紙・洋紙・加工用原紙卸売
（株）ゴークラ 四国中央市村松町887 24-2520 紙・紙製品卸売・紙加工
（有）斎藤紙包 四国中央市下柏町432-1 28-1867 紙類・加工紙・ポリエチレン製品卸売
（有）佐々木仁平商店 四国中央市中曽根町1609-2 23-3873 紙・紙製品卸売
（有）サンパックスズキ 四国中央市下柏町233-6 24-8158 紙・ポリエチレン製品卸売
（株）サンワ 四国中央市土居町津根3624 75-1532 婚礼用ペーパーアイテム・ペーパーバッグ・演出商材等製造・販売
四国紙販売（株） 四国中央市具定町454-1 24-8500 紙・板紙及び紙加工品卸売
（株）庄司商店 四国中央市村松町480 24-3370 紙・工業薬品等卸売
仙波商事（株） 四国中央市妻鳥町1337-2 58-0192 製紙原料・紙製品卸売・樹脂加工
タイカワ商事（株） 四国中央市三島宮川2-5-8 23-1200 紙製品・パルプ・化成品・機材卸売
（株）ダイコーポレーション 四国中央市具定町421-4 23-7027 紙製品卸売
（有）タニイ 四国中央市川之江町2220 58-2016 印刷・書道半紙・改良紙
東京メディカル（株） 四国中央市妻鳥町249-2 58-0100 不織布製品販売
（株）ニッキ 四国中央市三島宮川4-8-57宇摩建設会館内 72-6720 和洋紙板紙販売
日興産業（有） 四国中央市金田町金川190-6 58-0387 紙製品卸売・製紙原料卸売
日本エース（株） 四国中央市川之江町2252 56-5707 家庭紙・化成品卸売、小売・販促品・ノベルティ商品企画製造・不動産売買管理
（株）橋本商店 四国中央市中曽根町1636 23-2769 包装資材・包装機器卸売
ブイテック（株） 四国中央市金生町下分1235-3 63-1580 紙加工品製造、加工、卸売・海外輸出入販売
（株）フタバ 四国中央市寒川町1362 24-5766 和紙・書道用紙・料紙・絵画用紙・和紙はがき卸売・合紙加工
丸住エンジニアリング（株） 四国中央市川之江町141-4 57-2268 紙加工・紙管製造、販売・薬品製造、販売・鉄工
マルトモ産商（株） 四国中央市中曽根町2216 24-4751 紙製品製造、卸売
（有）宗冨 四国中央市川滝町領家1147-1 59-2184 各種紙製品加工
森川（株） 四国中央市三島宮川1-11-7 24-4440 洋紙・家庭紙・化成品・和紙・紙製品卸売
山中商事（株） 四国中央市寒川町773 23-6985 紙・紙製品製造、卸売
ユニ・チャーム（株） 観音寺市豊浜町和田浜1531-7 52-6824 ベビー・フェミニン・ヘルス・Ｃ＆Ｆ・ペット他ケアー事業
（株）ライフ堂 四国中央市上分町156 58-2511 紙製品卸売、加工、販売・日用雑貨品製造輸入
和光商事（株） 四国中央市寒川町748-1 24-4459 包装資材卸売
（株）和紙のイシカワ 四国中央市金生町下分1583 58-2424 コンピューター用特殊用紙・耐水紙糸商品・書道半紙卸売

紙・紙製品販売業者名簿



事業所名 住所 TEL 品目
（有）アキヤマ印刷 四国中央市川之江町2529-194 58-4601 印刷・紙加工品卸売、製造
アヲノ天真堂 四国中央市三島中央2-11-5 23-2330 各種印刷
石川印刷（株） 四国中央市三島宮川3-9-9 23-5172 一般印刷・紙製品製造販売
石川プリント 四国中央市川之江町2308-4 56-2308 印刷
（有）石津製版 四国中央市川之江町2130-1 56-2480 段ボール用写真製版・印判製造、小売
（株）ウィング 四国中央市妻鳥町1972-2 58-6992 新製品企画開発・販売
合田印刷所 四国中央市上分町790-7 56-3343 印刷
（有）小城印刷 四国中央市川之江町1205-1 58-7080 印刷
近藤印刷工業（株） 四国中央市川之江町4060-15 58-3307 印刷・食品包装資材印刷製袋
（有）彩工堂 四国中央市妻鳥町1033-2 58-3182 印刷・不動産の賃貸業
坂本印刷所 四国中央市寒川町1750-3 25-1059 各種印刷
（有）四国印版 四国中央市金生町下分894 58-5533 フレキソ用製版、包装資材販売
だるま印刷 四国中央市上柏町2-15 24-0945 軽オフセット印刷
中央印刷システム 四国中央市三島中央3-6-19 23-4152 各種印刷
（有）チョウノ・デザイン 四国中央市三島中央2-3-11 24-4521 パッケージデザイン・印刷物全般・オリジナルプリントＴシャツ・ホームページ制作
トップフォ－ム（株） 四国中央市金生町山田井1436-1 59-4553 フォーム印刷・付箋紙製造
土肥印刷所 四国中央市川之江町1606 56-4419 印刷
日大グラビヤ（株） 四国中央市川之江町4120-7 58-7290 写真製版
（有）福井印刷所 四国中央市金生町下分1082 56-4101 印刷
（株）富士印刷 四国中央市川之江町長須192 27-6494 広告宣伝物・書籍出版・紙製品企画製作印刷加工・シール印刷加工
ヘイワ印刷紙工（有） 四国中央市妻鳥町175 58-1616 印刷
（有）むらかみ 四国中央市上柏町乙95-2 23-0687 各種印刷
（株）明成 四国中央市妻鳥町1706-1 22-3670 段ボールフレキソ印刷用製版
やまと印刷（株） 四国中央市川之江町2529-222 58-2053 総合印刷・化成品印刷加工・付箋紙印刷加工

印刷・印版・製版業者名簿



事業所名 住所 TEL 品目
石井紙業（株） 四国中央市三島宮川4-5-16 23-5256 古紙・製紙原料卸売
石川安吉商店 四国中央市妻鳥町2220-1 58-1645 古紙卸売
井原喜代治商店 四国中央市金生町下分1623 56-2449 マニラ麻・古紙卸売
エヒメ紙業（有） 四国中央市妻鳥町674-4 56-2614 古紙卸売
大谷商店 四国中央市金生町下分1060-9 56-3111 国産外国産ミツマタ・楮・ガンピ・貸ビル
大西辻一商店 四国中央市川之江町835 56-3860 古紙卸売
（有）紙専 四国中央市下柏町110-1 24-6676 古紙卸売
川之江紙業（有） 四国中央市川之江町4087-50 56-2276 古紙卸売
金生商事（株） 四国中央市金生町下分2102-1 56-2220 パルプ・古紙卸売
篠原紙業（株） 四国中央市妻鳥町1907 58-4688 古紙製造、加工、卸売・紙加工
ツツミ商事（株） 四国中央市川之江町4100-95 58-6580 製紙原料卸売
東予紙料（株） 四国中央市三島宮川3-20-16 23-2371 古紙・製紙原料卸売
（株）トキワライン 四国中央市豊岡町大町119 28-2020 製紙原料卸売・産業廃棄物収集運搬・貨物運搬
（有）ナガノ 四国中央市上分町481 58-3314 紙・パルプ原料卸売
凪通 四国中央市川之江町1400 56-7223 古紙卸売及び荷役
藤原商店 四国中央市金田町金川420-4 56-3879 古紙卸売
真鍋商店 四国中央市上分町749-12 58-3748 和紙･和紙原料(三椏、楮)卸売
丸善商事（株） 四国中央市川之江町2529-199 56-4232 古紙卸売・運送業・産廃業・中古機械販売・金属リサイクル
（株）モーリ 四国中央市上分町747-1 58-3390 スフ・パルプ・三椏卸売・大人用紙おむつ・環境対応和紙製品販売
（株）モリオト 四国中央市中之庄町532 24-2881 製紙原料卸売・紙加工
（有）森長太郎商店 四国中央市三島宮川3-3-19 24-6544 古紙卸売
（有）山岡商店 四国中央市三島宮川2-1-35 24-7723 古紙・古鉄卸売

製紙原料業者名簿



事業所名 住所 TEL 品目
青木製袋（有） 四国中央市土居町津根3244-1 74-6903 ポリエチレン袋製造
阿部加工所 四国中央市金田町半田乙316-15 58-1458 ポリエチレン袋加工
イヨサン包装 四国中央市豊岡町豊田23-1 25-2201 包装資材・食品容器卸売
伊予三島軽包装（協） 四国中央市村松町190福助工業㈱内 24-1115 合成樹脂販売・コンピューターサービス
オオニシ紙工（有） 四国中央市川之江町1558-1 58-3424 ポリエチレン袋加工
（有）オモト加工 四国中央市村松町445-3 23-5868 ポリエチレン袋印刷加工
（有）尾本商店 四国中央市金田町半田乙255-4 58-7319 ポリエチレン袋製造、加工・不織布・紙加工、卸売
（有）クリエート・フジタ 四国中央市新宮町新宮1025 72-2080 ポリエチレン袋加工
（株）ゴウダ 四国中央市三島宮川2-4-13 23-7311 土木・工業用ゴム製品卸売
（株）サンパック 四国中央市川之江町3113-88 23-5292 ポリエチレン袋加工
篠碩加工所 四国中央市妻鳥町376-2 56-5237 ポリエチレン袋加工
（有）白井商店 四国中央市三島金子2-5-6 23-5223 サイドシール加工・ポリ製袋印刷
鈴木ポリ加工所 四国中央市金田町半田甲274-3 56-8650 ポリエチレン袋加工
関川福助（株） 四国中央市村松町190 24-1111 合成樹脂製品製造
センバ加工（有） 四国中央市妻鳥町1314 56-1074 ＰＥ・ＰＰサイドシール製袋
創工化成 四国中央市寒川町1477-1 28-1885 ポリエチレン製品卸売
（有）大新ポリ 四国中央市上柏町1560 24-3243 ポリエチレン再生加工
タニイワ商事（株） 四国中央市川之江町3392-7 58-6267 ポリエチレン袋製造
谷加工所 四国中央市川之江町882-10 57-0711 ポリエチレン袋加工
土居福助（株） 四国中央市村松町190 24-1111 合成樹脂製品製造
（有）西野商店 四国中央市金生町下分698 52-4596 ポリエチレン袋加工・ポリ印刷
（有）西野ポリエチレン 四国中央市金生町下分589-2 56-0751 ポリエチレン袋加工・ポリ印刷
福助工業（株） 四国中央市村松町190 24-1111 合成樹脂製品製造
（有）藤田印刷 四国中央市村松町17-1 24-2560 ポリエチレン加工
（株）マルカワ 四国中央市川之江町365-1 58-3888 軟包装資材の印刷・製袋加工・販売
丸三加工所 四国中央市豊岡町大町1860 25-0205 ポリエチレン袋加工
宗続加工所 四国中央市金田町半田乙439-1 56-3438 ポリエチレン袋加工
（有）森実工業 四国中央市妻鳥町169 56-3947 ポリエチレン袋加工・ポリエチレン印刷・紙製品卸売
（有）山丸 観音寺市豊浜町和田甲114 52-2659 ポリエチレン加工
ユニバース（株） 四国中央市金生町山田井1454-1 56-8020 食品包装資材製造、卸売

合成樹脂製品業者名簿



事業所名 住所 TEL 品目
愛弘商事（株） 四国中央市金生町下分767 58-4703 工業薬品・製紙用機械・紙製品販売
（株）猪川商店 四国中央市川之江町1211-4 58-2666 工業薬品・セメント：ボイラー・公害防止機器卸売
内田商事（株） 四国中央市三島宮川2-4-28 24-2247 製紙用工業薬品等卸売
（有）大井商事 四国中央市川之江町1560-3 56-2411 工業薬品販売
オー・ジー（株）四国支店 四国中央市三島宮川2-5-10 24-3961 合成樹脂・染料・医薬原料等工業薬品卸売
（株）コヤマ商店 四国中央市川之江町882-82 56-0936 製紙用工業薬品染料卸売・アルコール
ソーダニッカ（株）高松支店三島営業所 四国中央市三島朝日3-1-35井原ビル 24-3051 工業薬品卸売
ダイソーケミカル（株）三島営業所 四国中央市三島中央4-2-19 24-3570 工業薬品卸売
東邦化学工業（株）四国営業所 四国中央市下柏町75-1 24-0451 製紙工業薬品製造、卸売
（株）日新化学研究所 四国中央市川之江町1501 58-3350 製紙用・繊維用・伸線用工業薬品製造
伯東（株）四国営業所 四国中央市中曽根町1727-1 24-3927 工業薬品卸売
ハクビ化学（株） 四国中央市妻鳥町374-5 56-2764 工業用接着剤製造
ハリマ化成(株)四国工場 四国中央市村松町365-1 24-1001 製紙用工業薬品製造
（株）藤本商店川之江出張所 四国中央市川之江町1650 58-2779 製紙用工業薬品染料卸売
（株）本田洋行 四国中央市金生町下分928-1 58-2412 製紙用工業薬品パルプ卸売・ブロー成形製造・ホットメルトラミネート加工
三ツ輪化学工業（株） 四国中央市川之江町1211-4 58-2666 珪酸ソーダ製造
村上産業（株）川之江支店 四国中央市川之江町717 58-1510 化学製品・製紙用工業薬品・染料・産業機械・試薬・試験機器卸売、小売
（株）森川商店 四国中央市金生町下分768 72-6788 ボイラ・工業薬品卸売
（株）ヤスハラ川之江営業所 四国中央市川之江町4064-24 56-2607 製紙用工業薬品染料卸売

工業薬品業者名簿



事業所名 住所 TEL 品目
（有）アイテック 四国中央市金生町山田井396-11 58-9147 機械設計・自動製造機企画販売・視力トレーニング教室
（株）アイテック 四国中央市豊岡町長田1652 25-1655 紙加工機械設計製造修理
（株）安藤鉄工所 四国中央市土居町藤原1-55-1 74-4545 一般機械部品製造
（有）生吉鉄工所 四国中央市中曽根町1965-1 23-5459 製缶・配管・機械修理
（有）石川工作所 四国中央市村松町149-1 23-0530 鉄工
（株）石津工業 四国中央市寒川町2627-2 25-3825 製缶・プラント工事・ボイラ販売・省エネプラニング
（有）石村鉄工所 四国中央市川之江町1638-1 56-2112 紙加工機械製造、修理
（株）イハラテクノ 四国中央市寒川町4094 25-3550 各種産業機械設計製造
（有）井原鉄工所 四国中央市金生町下分933-1 56-4803 製紙機械製造、修理
（株）伊予機械製作所 四国中央市三島朝日2-13-28 23-3515 紙加工機械製造
ウダカエンジニアリング（株） 四国中央市川之江町577 58-2242 ポリ・紙加工機械・印刷機・自動省力化機械製造
（有）HSシステム 四国中央市中曽根町560 24-5504 産業用機械・器具・装置の設計製作修理
エノキパルプ鉄工（株） 四国中央市村松町柳田縄930-6 23-6775 製缶・配管・仕上機械加工・重量作業
（有）愛媛工業 四国中央市村松町238-2 24-7969 製紙機械製作修理・製缶
エムテック 四国中央市妻鳥町176-2 56-7216 加工機械設計
（有）エム・テック 四国中央市妻鳥町1893-1 56-3315 鋼構造物工事・機械器具設置工事
大西機工 四国中央市金生町下分86-8 56-5305 製缶・配管工事
（有）大西機設 四国中央市川滝町下山1448 58-5467 機械・設計製造、修理
（有）大西工業所 四国中央市川之江町509-1 56-5588 製缶・配管・製紙機械部品製造、修理
（有）大野製作所 四国中央市金生町山田井乙10-67 58-4394 紙加工機設計製造、修理
（有）尾木製缶所 四国中央市妻鳥町204 58-2827 製缶製造
奥田鉄工（株） 四国中央市川之江町長須58 56-0189 鉄骨・製缶製造
（有）加地技研 四国中央市妻鳥町2476-5 57-0507 鉄工
加地鉄工 四国中央市三島金子1-7-17 24-0339 製缶・配管工事
（株）片岡機械製作所 四国中央市寒川町4765-46 25-0101 各種省力化機械設計製造
カタオカキコー（有） 四国中央市川之江町442-2 22-3201 紙・フィルム加工機製造
カミ鉄工（株） 四国中央市川之江町236-1 58-4828 管工事・鋼構造物製作・製缶・機械器具設置製造、加工、修理
川之江造機（株） 四国中央市川之江町1514 58-0111 パルプ装置・製紙機械製造
技研工機（株） 四国中央市金生町下分798-1 56-4535 樹脂ペレタイザー設計製作・精密機械部品製作・工業用刃物
（有）岸技研 四国中央市豊岡町長田1156-4 25-1972 機械製造・メンテナンス・設計
（株）岸製作所 四国中央市土居町天満2487 74-4125 紙加工機各種製造・大人用紙オムツ製造機製造
木下工作所 四国中央市川之江町1032-2 58-5122 鉄鋼溶接・機械加工仕上
栗本鉄工所 四国中央市柴生町190-1 58-8027 鉄骨・製缶製造
（株）高栄製作所 四国中央市下柏町505-1 23-2922 鋼構造物工事・建築
幸誠巧業 四国中央市中曽根町5014-1S　403号 22-3591 機械整備・修理
（株）合田鉄工 四国中央市豊岡町大町2349 74-6494 鉄工
（有）コモダ機工 四国中央市上分町513-13 58-3646 機械器具設置工事業
坂上サービス 四国中央市寒川町3428 25-0239 鉄工
坂上鉄工所 四国中央市中之庄町799-2 24-0204 製缶
（株）佐々木エンジニアリング 四国中央市豊岡町長田1651 25-2725 製紙機械製造、修理
（有）佐々木工業 四国中央市三島紙屋町2-60大王製紙㈱構内事務所会 24-1690 製缶・配管据付工事
佐藤工業 四国中央市妻鳥町1399-2 56-3619 製紙機器・部品等製造
サトーエンジニアリング（株） 四国中央市三島宮川1-10-19 23-2951 製紙・紙加工機械小売、修理

鉄工業者名簿



（有）三共技研 四国中央市土居町野田丙1 74-8377 紙加工機械設計製造
（有）四国機械工作所 四国中央市金生町下分1078 56-0418 衛生用品製造機設計製造・各種部品製造
四国テクノ（株） 四国中央市村松町768 23-4034 プラント配管・製缶・搬送機械・鋼構造物製造・機械据付
昭和機械製作所 四国中央市金生町下分2177-3 58-2098 鉄工
真正機械（有） 四国中央市金生町下分1216-4 56-8084 紙加工機械製造、修理
（株）新浜ポンプ製作所 四国中央市妻鳥町289-2 58-2360 工業用ポンプ・紙パルプ機械製造、修理
（有）鈴木工作所 四国中央市下柏町549 23-2765 製紙機械部品製造、修理
スリーライク三好機械 四国中央市川之江町1977-2 22-3800 各種機械設計・制作・販売・メンテナンス
（有）誠聖工業 新居浜市港町11-22 33-9129 製缶・配管
（有）瀬戸内機械工業所 四国中央市妻鳥町751-3 56-4837 製紙機械製造、修理
瀬戸内溶接（株） 四国中央市村松町161 23-3665 紙パルプ機械製造・環境関連製品製造
（株）大昌鉄工所 四国中央市川之江町910 58-0123 特殊紙・不織布・フィルム製造用機械製造
（有）大和工業 四国中央市金生町下分188-1 56-4333 製紙用機械部品修理
（有）高下工業 四国中央市村松町477 23-5507 鉄工・製缶・配管
（有）高橋工作所 四国中央市上柏町85-1 23-6628 紙加工機械・部品・取付具等製造、加工
（株）高橋製作所 四国中央市寒川町4765-24 25-1325 鉄工
高橋鉄工 四国中央市三島金子3-2-8 23-0529 鉄工・製缶・配管工事
田邊工業 四国中央市金生町下分2163-2 56-7655 製紙・紙加工機械製缶、建設用鉄骨製造
堤工作所 四国中央市中之庄町1232-3 24-1844 加工機械部品製造
（有）寺尾鉄工所 四国中央市金生町下分631-2 58-5302 製紙用機械部品製造、修理（各種ロール研磨）
（株）東予理研 四国中央市川之江町余木238-11 58-5661 紙・フィルム加工機械製造・特殊産業機械製造
（株）豊岡製作所 四国中央市豊岡町五良野83 25-2144 紙・フィルム加工機械製造
（有）中西製作所 四国中央市上柏町269-2 72-7700 不織布・紙加工機械・食品加工機械製造
（有）仁野鉄工 四国中央市中之庄町476-3 23-0727 機械整備
野々山鉄工（株） 四国中央市下柏町77-8 23-1667 製缶・機械部品加工
光鉄工所 四国中央市三島宮川4-3-35 23-3947 鉄工
フジタ製作所 四国中央市川滝町下山1450-9 58-2660 鉄工・紙加工機製造
（有）本田電設工業 四国中央市川之江町3504-1 58-3945 自動制御装置設計・製作
（有）前谷鉄工所 四国中央市金生町下分601 56-2877 各種機械部品加工
（有）間島鉄工所 四国中央市上分町333-3 58-0041 紙加工機・部品
松岡工業（有） 四国中央市中曽根町乙164-4 24-2303 機械器具設置工事
松本鉄工所 四国中央市寒川町1343-9 23-3267 製紙機械修理
丸進鉄工所 四国中央市金生町下分848-1 56-4018 紙加工機械部品加工
（有）丸豊堤鉄工所 四国中央市三島中央3-16-9 23-2054 鉄工・建築・鉄骨加工組立
（有）三島鍍金工業所 四国中央市三島宮川1-10-36 24-3536 電気メッキ
ミヤウチ技研 四国中央市金田町半田224 59-1251 機械加工
（有）宮崎組 四国中央市寒川町3271 24-7574 製紙機械修理
（株）村上工業所 四国中央市村松町930大王製紙(株)臨海工場内 24-1216 製缶・配管工事
（有）村上鉄工所 四国中央市川之江町422-4 58-5314 製缶・溶接・レーザー加工
森実鉄工所 四国中央市村松町167 23-3147 紙加工機械設計製造、修理
（株）森田工業 四国中央市具定町617-3 28-7003 製缶・溶接
（有）守屋工業 四国中央市上柏町914-4 23-1176 各種機械器具据付修理
和田機設（株） 四国中央市上柏町1354-1 22-3065 産業機械組立・メンテナンス



事業所名 住所 TEL 品目
泉金物店 四国中央市上分町795-4 58-3072 金物類小売
宇田製作所 四国中央市川滝町下山931 58-8587 技型加工
（株）大井商店 四国中央市川之江町4069-8 56-5351 製紙用金網・ベルト・スクリーンプレート製造、修理、小売
大西金属（株） 四国中央市三島宮川1-10-48 23-3555 鉄屑・非鉄金属・製紙原料販売
（株）オサキ川之江支店 四国中央市金生町下分749-1 58-3322 機械工具・機械部品卸売
（有）尾立電機商会 四国中央市三島中央5-5-4 23-1227 重電機製品販売、修理
（有）川忠商工 四国中央市川之江町889-25 58-3639 機械工具・管工機材卸売
（有）川之江機設 四国中央市川之江町2213-2 56-7748 機械据付
（株）光洋 四国中央市川之江町30-1 58-4046 配管機材・ポンプ・パイプ・ホース卸売、小売
（有）広洋サービス 四国中央市豊岡町大町2540-70 25-3319 金属検出機販売・メンテナンス・ベルト取付・販売
佐々木設計 四国中央市寒川町561 23-5805 製紙・一般機械設計
（株）さつき商事 四国中央市川之江町4064 58-4328 製紙用機械装置機械部品・工業用ゴム製品卸売、小売
サトー産業（株） 四国中央市三島宮川1-10-19 23-2031 配管用材料・機械工具卸売、小売
（株）サンエイ機工 四国中央市川之江町18-4 58-5270 機械工具卸売
（有）篠原産業 四国中央市川之江町3518-6 56-0994 機械工具卸売、小売
ジャスティン（株） 四国中央市川之江町3125-3 58-4455 工業用パッキング製造
鈴木設計 四国中央市金田町金川108-14 56-1143 機械設計・製図
鈴木鋳造所 四国中央市上分町336-6 56-3178 鋳造
ダイコー精機 四国中央市村松町39-2 23-4671 機械部品加工
（株）千代田組愛媛営業所 四国中央市三島宮川3-16-17 24-1888 産業用電機機械・器具・装置販売・情報システム・機器販売
ティーメックス（株）川之江営業所 四国中央市川之江町2529-183 58-4320 機械工具・部品卸売、小売
東予金属 四国中央市川之江町4087-7 58-1500 スクラップ業
遠山産業（株） 四国中央市金生町下分2514-1 58-4022 工業用パッキン製造、卸売、加工、小売
（株）ナガノ商会 四国中央市妻鳥町1915-3 58-0529 コンベヤー・ベルト販売・施工業
星川古鉄商店 四国中央市金生町下分1775 56-4659 鉄屑・非鉄金属屑・古紙卸売
（株）正久四国営業所 四国中央市金生町下分1336-4 58-6633 工業刃物販売
（株）ムラカミエンジニアリング 四国中央市村松町49-3 23-6645 製紙機械販売・保守
メリットエヒメ・インスツルメント 四国中央市中之庄町380-4-13 24-3487 度量衡計器販売
森実機工（株） 四国中央市川之江町355-4 58-2815 管工機材卸売・一般鋼材・機械工具
（有）守屋木工 四国中央市三島朝日3-2-42 23-3264 紙器抜型・レーザーカット・シール抜型・サンプルカット・ＣＡＤ面版
（有）横内商会テクニカルサービス 四国中央市下柏町292-1白石ビル2Ｆ 23-8849 メカシール・機械販売修理・セラミック・金属溶射・樹脂・ゴム
（株）渡辺商会 四国中央市村松町181 23-2715 工具・パッキン販売

機械金属・工具・金物業者名簿



事業所名 住所 TEL 品目
アイネット（株） 四国中央市金生町山田井乙150-11 56-3310 陸運・紙類製造、加工、販売
（有）秋山産業 四国中央市上柏町241-2 28-1865 産業廃棄物運搬
尼崎運輸（株） 四国中央市川之江町番外683-13 58-2023 海運
石川陸送 四国中央市金生町山田井1674 56-5621 陸運
（有）宇摩紙運輸 四国中央市川之江町540 58-8855 陸運
愛媛運輸（有） 四国中央市三島宮川1-10-19 24-4453 貨物自動車運送、貨物取扱、産業廃棄物収集運搬
（有）愛媛急送 四国中央市金生町山田井46 56-2133 陸運
（有）大豊商店 四国中央市金生町下分2127 58-0546 陸運
大西物流（株） 四国中央市豊岡町大町1735-1 25-0222 陸運・倉庫業・製紙工場内付帯事業
（株）御日家商事 四国中央市川之江町余木415-22 58-6881 陸運
片岡運輸（有） 四国中央市土居町津根3556-1 75-1803 陸運
カミ急送（株） 四国中央市金生町下分189-7 58-5151 陸運
（有）川滝運送 四国中央市川滝町下山1403 58-8216 陸運
川之江港湾運送（株） 四国中央市川之江町番外1-10 58-1230 陸運・海運・倉庫・通関・荷役
金生運輸（株） 四国中央市川之江町4121-9 58-4356 陸運・営業倉庫
合田商事（有） 四国中央市寒川町76-4 24-1538 陸運
小富士合同運送（株） 四国中央市川之江町4136-2 58-5861 陸運
（株）寒川港湾荷役 四国中央市寒川町4765-50 25-1366 陸運
四国興産（有） 四国中央市川之江町4121-2 58-6136 貨物取扱業・一般区域貨物自動車運送業・陸運
四国中央物流（株） 四国中央市寒川町1104-1 23-8411 陸運
四国中央陸運（株） 四国中央市土居町中村918 74-4805 陸運・不動産
（有）新宮運送 四国中央市新宮町馬立4212 72-2126 陸運
大一運送（株） 四国中央市上分町786-1 58-4390 陸運
大王海運（株） 四国中央市三島紙屋町7-35 24-9200 陸運・海運・港湾荷役
大王陸運（株） 四国中央市中之庄町1705 24-0611 陸運
ダイオーロジスティック（株） 四国中央市三島朝日1-11-45 24-7737 陸運
タイカワ運輸（株） 四国中央市寒川町4765-13 25-2335 陸運・倉庫業
（有）大信運輸 四国中央市豊岡町長田1637-35 25-2150 陸運
（有）高橋運輸 四国中央市川之江町265-2 58-4505 陸運・倉庫業
高橋運輸倉庫（株） 四国中央市川之江町2529-209 58-2595 陸運・倉庫業
Ｔ・Ｋ物流（株） 四国中央市川之江町2529-209 58-2597 陸運
トーヨー・ロジテック（株） 四国中央市村松町88 24-2700 貨物運送事業
（有）豊岡サービス 四国中央市豊岡町大町2540-150 25-0566 陸運
南流勢運輸（株） 四国中央市寒川町4018-6 25-3060 陸運・引越業・倉庫業
南海海運（有） 四国中央市三島紙屋町6-57 24-2550 海運
日本興運（株） 四国中央市三島紙屋町6-45 24-2550 陸運・通関業・船舶代理業・倉庫業
橋商店 四国中央市村松町59 24-1200 陸運
丸住ライン（株） 四国中央市川之江町大江348-8 57-2277 内航運送・陸運・倉庫・通関・沿岸荷役
丸福運送（株） 四国中央市川之江町余木410 58-4428 陸運
三島運輸（株） 四国中央市三島宮川1-11-5 24-2049 陸運・港湾荷役・倉庫業・通関業
（株）三島機帆船運送商会 四国中央市川之江町4181-5 58-1218 貨物自動車運送
美須賀海運（株） 四国中央市中之庄町1692-2 28-1710 海運・船舶貸渡・船舶管理
宮崎産業（株） 四国中央市寒川町4046 25-0235 一般貨物運送・土木工事

交通・運輸・通信業者名簿



（有）森井興業 四国中央市金田町金川228-1 58-4438 製紙スラッジ・運搬
（株）森実興産 四国中央市中之庄町532 23-2881 陸運・紙加工
（有）山一産業 四国中央市川之江町4105-21 58-2123 産業廃棄物収集・運搬・一般貨物自動車運送業
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