
四国技術ＩＮＤＥＸ（業種別一覧）   
 

食料品 

6 自然免疫応用技研㈱  香川県高松市 

7 ㈱レアスウイート  香川県木田郡三木町 

19 ㈱マエダ 愛媛県宇和島市 

繊維・衣服 

18 ㈱上脇 愛媛県今治市 

27 ㈱トーヨ  愛媛県西条市小松町 

69 大和染工㈱ 愛媛県今治市 

紙・紙加工品 

1 阿波製紙㈱  徳島県徳島市 

2 富士製紙企業組合 徳島県吉野川市山川町 

10 ユニ・チャーム国光ノンウーヴン㈱ 香川県観音寺市豊浜町 

20 三木特種製紙㈱ 愛媛県四国中央市 

21 丸三製紙㈱ 愛媛県四国中央市 

22 ㈱和紙のイシカワ 愛媛県四国中央市 

23 服部製紙㈱ 愛媛県四国中央市 

24 シンワ㈱ 愛媛県四国中央市 

26 カクケイ㈱ 愛媛県四国中央市 

28 金星製紙㈱  高知県高知市 

31 廣瀬製紙㈱ 高知県土佐市 

32 ㈱モリサ  高知県土佐市 

33 ㈱ヘイワ原紙 高知県高岡郡日高村 

34 ひだか和紙㈲ 高知県高岡郡日高村 

61 富士紙化学㈱  高知県土佐市 

化学 

3 ㈱アクト  徳島県吉野川市鴨島町 

4 プロテノバ㈱ 香川県高松市 

8 ㈱伏見製薬所 香川県丸亀市 

12 ㈱メドレックス 香川県東かがわ市 

15 協和化学工業㈱  香川県坂出市 

64 高松帝酸㈱ 香川県高松市 

82 讃岐化学工業㈱  香川県高松市 

29 宇治電化学工業㈱ 高知県高知市 

プラスチック 

9 関西化学工業㈱ 香川県善通寺市 

11 日生化学㈱ 香川県東かがわ市 

   

   

13 四国化工㈱ 香川県東かがわ市 

66 ㈱フジコー 香川県丸亀市 

25 福助工業㈱ 愛媛県四国中央市 

ゴム 

17 ㈱タケチ 愛媛県松山市 

鉄鋼 

5 ㈱アムロン  香川県高松市 

49 ㈱藤田製作所 愛媛県西条市 

50 ㈱クリタ 愛媛県西条市 

非鉄金属 

16 吉野川電線㈱  香川県高松市 

35 山本貴金属地金㈱ 高知工場 高知県香南市香我美町 

金属製品 

91 ㈱松浦機械製作所  徳島県徳島市 

40 ㈱長峰製作所 香川県仲多度郡まんのう町 

43 ㈱大矢根利器製作所  香川県三豊市仁尾町 

65 ㈱ユーミック 香川県高松市 

46 ㈱ユタカ 愛媛県松山市 

47 ㈱タステム 愛媛県新居浜市 

48 ㈱谷口金属熱処理工業所 愛媛県西条市 

56 田中技研㈱  愛媛県西条市 

59 ㈱坂本技研 高知県南国市 

70 睦月電機㈱ 土佐山田工場  高知県香美市土佐山田町 

はん用機械 

60 高須工業㈱ 高知県南国市 

86 ㈱泉井鐵工所  高知県室戸市 

生産用機械 

36 ㈱アスカ 徳島県板野郡上板町 

37 ㈱ヨコタコーポレーション 徳島県吉野川市川島町 

38 阿波スピンドル㈱ 徳島県吉野川市山川町 

62 ㈲ダイカテック 徳島県板野郡北島町 

63 ㈱マシンパーツ 徳島県板野郡松茂町 

72 藤崎電機㈱ 徳島県阿南市 

   

73 森田技研工業㈱ 徳島県阿南市 

75 坂東機工㈱  徳島県徳島市 

77 ㈲クールテクノス  徳島県鳴門市 

78 ナノミストテクノロジーズ㈱ 徳島県鳴門市 

88 中道鉄工㈱ 徳島県徳島市 

92 四国化工機㈱  徳島県板野郡北島町 

39 葵機工㈱  香川県高松市 

41 ㈱香西鉄工所  香川県高松市 

79 東亜機工㈱  香川県三豊市豊中町 

80 ㈱トーコー 香川県東かがわ市 

44 ヤマセイ㈱ 愛媛県松山市 

45 ㈱テラマチ 愛媛県西条市丹原町 

51 ㈱コスにじゅういち  愛媛県新居浜市 

52 ㈱曽我部鐵工所  愛媛県新居浜市 

53 入江工研㈱ 四国事業所 愛媛県伊予市中山町 

54 ㈱松山機型工業  愛媛県松山市 

55 ㈱フラスコ  愛媛県西条市 

67 新和工業㈱ 愛媛県松山市 

83 ユースエンジニアリング㈱ 愛媛県新居浜市 

85 ㈱岸製作所  愛媛県四国中央市土居町 

57 高知ＦＥＬ㈱ 高知県高知市 

58 高知機型工業㈱  高知県香南市香我美町 

業務用機械 

90 徳島電制㈱ 徳島県徳島市 

81 ㈱ちよだ製作所  香川県高松市香南町 

95 ㈱シーマイクロ  香川県高松市 

96 ㈱ヒューテック・オリジン 香川県高松市 

68 ㈱続木鉄工所 愛媛県新居浜市 

   

30 ㈱環境機器 高知県高知市 

71 ㈱ミロク製作所  高知県南国市 

電子部品・デバイス 

89 日本システム開発㈱ 徳島県徳島市 

93 ㈱四国総合研究所 香川県高松市 

94 ㈱パル技研 香川県高松市 

97 ㈱レクザム 香川工場  香川県高松市香南町 

98 アオイ電子㈱ 香川県高松市 

99 ㈱シーライブ 愛媛県新居浜市 

電気機械 

74 山菱電機㈱ 徳島県徳島市 

76 東西電工㈱  徳島県海部郡牟岐町 

14 ㈱エスシーエー 香川県丸亀市 

84 エヌズエンタープライズ㈱ 愛媛県今治市 

100 ㈱サイバー 愛媛県新居浜市 

輸送用機械 

42 ㈱プロテック  香川県高松市 

87 兼松エンジニアリング㈱  高知県高知市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⓒ四国経済産業局 

徳徳徳島島島県県県   

香香香川川川県県県   

高高高知知知県県県   

愛愛愛媛媛媛県県県   

〇各企業の番号の背景色は、企業が所在する県を示す。 

〇業種分類は、各企業の主要な経済活動により行っており、本資料に掲載した技術とは必ずしも一致しない。

い。 

〇 


