地域イノベーション創出研究開発事業での、愛知県産業技術研究所等との共同研究
※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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言葉に何かいい響きがあったからだと

型では世界初の試みだった。

「プロにはプロの技術が分かる」。試

◇茶久染色株式会社 （一宮市）

繊維の街で導電繊維
世界で初めての手法

代表取締役）とする。
「カーボン」の

未来を拓く、中小企業の応援読本

一宮市は繊維の街だ。その繊維の

地の利を生かした事業だといってよい。

ナノサイズの CNT 顕微鏡
写真（上）と染色前・後の糸巻き（右）
。

それは、
繊維に装着するという “ 染色 ”

衣料と産業資材の売り上げ構成は

比率を増そうとしている。

愛知県一宮市開明字苅安賀道 31
TEL：0586-45-2345

資本金：3.200 万円
売上高：16 億円
従業員数：85 人
事業内容：毛合繊染色加工
http://www.chakyu.co.jp

未来を拓く、中小企業の応援読本
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