支援施策／三河繊維技術センターとの共同開発
※愛知県産業技術研究所の概要については P26-27に。各技術センターの問い合わせ先一覧は P39 に。
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未来を拓く、中小企業の応援読本

維技術センター

顧客のニーズから商品開発までを、

蒲郡みかん染めによる着物
の販売も2011年より開始

小森株式会社
住所：〒 443-0043 愛知県蒲郡市元町 4-3
TEL：0533-69-1111

開始。地元に密

設立年：1929 年（昭和 4 年）
代表取締役社長 川合 隆司

着した産業での

資本金：6,500 万円
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※産元＝産地元売り商社とは、産地に位置しながら糸を仕入れ、協力工場に撚糸・織り・
染色整理などを委託加工して製品化し、消費地にある商社や問屋に販売する会社。

みかんの葉木（枝葉）と抽出色素の粉末サンプル。

らは『蒲郡みか

蒲郡の地場産業である繊維業界では、

今回の連携で商品企画・開発、販売

まった状況を打開するアイデアが出てきます。

売上高：37 億 5,200 万円
従業員数：27 人
事業内容：繊維産元商社
（各種織物製造卸売）
http://www.komori-web.co.jp/
三河繊維技術センターと
共同開発した
『蒲郡みかん染め三河木綿着物』
。
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