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IKEUCHI ORGANIC（株） 代表取締役 阿部 哲也 794-0084 今治市延喜甲762 31-2255 31-2274

伊藤忠システック（株） 代表取締役 園田 博之 541-0054 大阪市中央区南本町3-6-14イトウビル9F 06-6282-1114 06-6282-109

井上タオル（株） 代表取締役 井上 裕基 794-0022 今治市室屋町6-3-14 32-6720 32-6722

今井タオル（株） 代表取締役 今井 秀樹 799-2102 今治市波方町樋口甲1847 41-9081 41-5134

伊予屋タオル（株） 代表取締役 小田 十一 799-1502 今治市喜田村1-11-17 48-3390 48-8700

大磯タオル（株） 代表取締役 壷内 斎 799-1101 西条市小松町新屋敷3023-1 72-2811 72-5590

岡本産業（株） 代表取締役 岡本 貴文 799-1600 今治市朝倉南甲92-1 56-2161 56-3597

（株）オリム 代表取締役 大西 寛 794-0032 今治市天保山町5-3-1 24-1121 33-0339

（有）木下ソーイング 代表取締役 木下 正男 799-1533 今治市国分2丁目3番15号 48-4078 48-3907

楠橋紋織（株） 代表取締役 楠橋 巧 794-0083 今治市宅間甲319 32-4411 32-4415

（株）黒田工芸 代表取締役 黒田 周悟 799-1507 今治市東村南1-3-50 47-4477 47-3187

コンテックス（株） 代表取締役 近藤 聖司 794-0083 今治市宅間854-1 23-3920 23-3922

今治タオル工業組合 代表理事 近藤 聖司 794-0033 今治市東門町5-14-3 32-7000 32-3842

城南織物（株） 代表取締役 平尾 浩一郎 794-0812 今治市北高下町2-2-9 32-5855 32-6552

神野タオル（株） 代表取締役 神野 一 794-0005 今治市大新田町3-4-37 22-1052 31-7756

（株）橘屋 代表取締役 阿部 真 799-1533 今治市国分1-8-55 48-8400 47-2680

田中産業（株） 代表取締役 田中 良史 799-1506 今治市東村5-1-35 48-2225 47-2882

田ノ窪タオル工業（株） 代表取締役 田ノ窪 俊和 794-0027 今治市南大門町4-3-8 32-2003 22-2007

豊島（株）/壷内タオル（株） 代表取締役 壷内 卓 794-0024 今治市共栄町4-6-11 22-5180 22-5181

（株）ナカチウ 代表取締役 中村 仁 794-0026 今治市別宮町4-5-27 32-7171 32-7170

中村（株） 代表取締役 中村 修 799-2201 今治市大西町九王甲226-3 53-3470 53-5514

七福タオル（株） 代表取締役 河北 泰三 799-1503 今治市富田新港1-2-2 36-6020 48-6066

新居田物産（株） 代表取締役 新居田 初男 799-2205 今治市大西町宮脇甲1381番地 53-2149 53-3285

西川産業（株）商品第3部 部長 飯島 正広 103-0006 東京都中央区日本橋富沢町8-8 03-3664-3957 03-3639-2949

（株）ハートウエル 代表取締役 原田 政一 799-1607 今治市朝倉上乙1050-1 56-3888 56-3833

（株）原商会 代表取締役 原 竜也 799-1502 今治市喜田村1-4-12 48-5515 47-2718

（株）藤高 代表取締役 藤高 豊文 794-0026 今治市別宮町3-5-16 32-5100 31-2210

正岡タオル（株） 代表取締役 正岡 裕志 799-1522 今治市桜井4-6-10 48-0245 47-3378

丸栄タオル（株） 代表取締役 村上 誠司 794-0811 今治市南高下町1-2-30 22-4176 23-4391

丸智産業（株） 代表取締役 越智 龍三 794-0007 今治市近見5丁目乙70 23-3003 23-9943

みやざきタオル（株） 代表取締役 宮崎 百合子 794-0840 今治市中寺632-1 32-1776 32-7086

村上タオル（株） 代表取締役 村上 好胤 794-0056 今治市南日吉町2-1-41 22-0404 32-2758

村上パイル（株） 代表取締役 村上 政嘉 799-2201 今治市大西町九王甲1881 53-3322 53-4618

森清タオル（株） 代表取締役 森 和子 794-0832 今治市八町西2-4-8 22-5049 32-7684

森商事（株） 代表取締役 森 幸夫 794-0066 今治市高橋甲1291-4 32-2456 32-1367

矢野紋織（株） 代表取締役 矢野 健二 794-0006 今治市石井町2-7-6 22-1947 31-3166

山本機料（株） 代表取締役 山本 浩三 794-0825 今治市郷六ヶ内町2-2-35 22-5768 22-5833

横田タオル（株） 代表取締役 川島 潤 794-0022 今治市室屋町7-3-5 22-2259 22-2257

吉井タオル（株） 代表取締役 吉井 智己 794-1514 今治市町谷50-1 48-3677 48-5529

吉原タオル（株） 代表取締役 吉原 史郎 794-0826 今治市郷新屋敷町3-3-27 22-0231 22-3826

渡辺パイル織物（株） 代表取締役 渡邊 利雄 799-1303 西条市河原津堂ノ元甲447 66-5108 66-5035

KBツヅキ（株）今治出張所 所長 遠藤 稔通 794-0033 今治市東門町5-14-3 22-2829
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