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創業 : 　　 1947 年 2月 20 日

資本金 : 　　 188 億円 （2022.3.31 現在）

従業員 : 　　 779 名 （2022.3.31 現在）

売上高: 　　  845億32百万円 （2021.4～2022.3）

事業内容

1. パルプ類、紙類及びその副産物製造、加工、並びに売買

2. 林業、製材業及び木材の加工、売買並びに緑化事業の施工

3. 化学薬品の製造、加工並びに売買

4. 不動産の売買、賃貸、管理及び仲介並びにスポーツ施設の運営

5. 鉱業、電気供給及び運送業並びに倉庫業他

問い合わせ先
高岡本社 開発本部 ナノフォレスト事業部
https://www.cpc-cenf.com/form.html

言葉以上に、誰かの想いをかたるもの。紙は何も話さないけれど。
その温もりで、柔らかな手ざわりで、伝えたい想いをやさしく運ぶ。それはずっと、変わらない。

はじめて紙が生まれた日、人が紙を必要とした何千年も昔からずっと。
だから私たちは紙を作る。託された想いを届けるために。そして進化し、紙を守る。

持続可能な生産、里山の保全や竹の有効利用など、時代と環境の変化に順応することも決して忘れずに。
人と人、人とものの、心をつなぐ。中越パルプ工業株式会社。

http://www.chuetsu-pulp.co.jp/

2023 年 3月発行



セルロースナノファイバーは、植物の作り出す天然高分子「セルロース」が集合した極細の繊維です。
例えば、私たちにとって身近な「木」の内部では光合成によってセルロースが生産されています。
セルロースは、分子鎖が 30～40 本集まった集合体として作り出され、セルロースナノファイバーの
最小単位を構成しています。
私たち人類にとって大切な「酸素」を生み出す森林は、同時にナノレベルの合成工場でもあるのです。
まさに自然の奇跡といえます。

中越パルプ工業は、植物の生産するセルロースナノファイバーを、水の力を利用して取り出しています。
薬品を加えず、出来るだけ優しく、天然の繊維を痛めないよう工夫しています。
こうして得られるセルロースナノファイバーを nanoforest（ナノフォレスト）と名付けました。
極微小なサイズを意味する「nano（ナノ）」と、森林を意味する「forest（フォレスト）」とを組み合わせた
ネーミングです。
森の恵みである木材や竹から取り出された nanoforest（ナノフォレスト）を通して、私たちの暮らしを
より豊かにできるよう取り組んで参ります。
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紙製品紹介
Product Introduction

使用紙明細

①ソリスト（N)
②晒クラフト紙
③未晒クラフト紙
④新聞用紙

⑤重袋用クラフト紙
⑥グレー：封筒
　茶：半晒クラフト紙
　白：竹紙
⑦食品容器原紙

⑧雷鳥マットコート Z
　雷鳥コート
⑨高級白板紙

⑩竹紙・里山物語

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨⑨

⑩
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サンプルタンクに投入したパルプ懸濁水をプランジャーで加圧し、チャンバー
内に配置した相対するノズルより高速で噴射・衝突させることにより微細化
を行います。衝突時に発生するエネルギーにより、繊維間の弱い結合を開裂
することで微細化が進行します。
繊維間が開裂しセルロース繊維構造の内部にある疎水面が露出することで
両親媒性を得ることができます。これがACC法で製造したnanoforestの
特性です。

水中対向衝突法：ACC法 (Aqueous Counter Collision)
Kondo.T.,et al.,US Patent No.7,357,339.

国立大学法人 東京農工大学 農学府・農学部
環境循環材料科学講座（寄付講座）
近藤哲男 客員教授

原料パルプの製造

nanoforest の製造

中越パルプ工業の nanoforest は自社生産パルプを原料としています。

木材チップとアルカリ薬品を蒸解釜に入れ、高温・高
圧処理により、リグニンを軟化・除去してパルプ繊維
を取り出します。洗浄、異物除去の後に、漂白工程
で白色度を向上させて、綿状のパルプを製造してい
ます。

パルプの製造

蒸解廃液は濃縮して回収ボイラーで燃焼。燃焼時のエ
ネルギーは蒸気に、更に電気に変換して利用します。
回収ボイラーの燃焼残渣は再生して蒸解薬品へ変
換して再利用します。エネルギーと薬品の２つのエコ
サイクルを実現しています。
①廃液→燃焼→蒸気・電気
②燃焼残渣→蒸解薬品

パルプ製造のエコサイクル

nanoforestの
製

造
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水中対向衝突法（ACC 法）は、素材
の種類を問わない水のみを用いるナノ微
細化法のため、ナノ産業素材のみなら
ず食品、医療にも適用可能です。
また、得られる材料は、ナノスケールで
サイズ調整が可能です。
さらに同じセルロースでも、ACC 法によっ
てナノサイズにすることにより、植物か、
微生物か、あるいは、海藻か、など原
料の由来に依存して、それぞれの特徴
の違いが顕著に表れてきます。

チップ

蒸気

蒸解薬品

再生

濃縮

蒸解廃液

洗浄

精選

酸素漂白

アルカリ
薬品

蒸気
酸素

漂白

パルプ

回収
ボイラー

蒸気

発電

酸素リアクター

チャンバー

1 pass

プランジャー

パルプ
水

サンプル
タンク

クーラー

チャンバー

衝突！
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nanoforest の特性
nanoforest のファイバー表面は、他の手法では観られない「両親媒性」の特性を有しています。

nanoforest 分散液を疎水性の有機溶剤と混合する
と、安定なエマルションを形成します（写真は混合して
から５日後の状態）。
nanoforest の疎水性表面が有機溶剤を覆い、ミセ
ルを形成するためと思われます。
また、その様子は、nanoforest の原料であるパルプ
の種類により異なります。nanoforest 表面の疎水性
と親水性の割合が、原料種により変わるためと考え
ています。
右の写真は nanoforestとヘキサン (hexane)を体積
比 1：1 で混合したものです。木材由来では、上部
からヘキサン / エマルション / 水の三相になっていま
す。しかし竹由来では、エマルション / 水の二相とな
ります。竹由来 nanoforest の表面疎水性が高く、
全てのヘキサンを吸着しています。

ファイバーの親水面と疎水面、それぞれ特異的に吸
着する蛍光染料を用いてファイバーを染色して観察を
行うことで、両親媒性の表面を可視化しました。また、
蛍光染料の単層吸着量を評価することで、竹由来は
木材由来よりも疎水面の割合が高い事を明らかにしま
した。

親水面・疎水面の確認

乳化作用効果

木材由来

木材由来

竹由来

竹由来

nanoforest　

吸着特性

nanoforest (LB-C)

濾液

パルプ

パルプは髪の毛の 5 分の 1 の繊維幅です。そのパルプを1,000 分の１まで
細くした nanoforest は比表面積が大きくなり、その結果様々な物質を吸着す
る優れた能力を持つようになります。その一例として染料の吸着特性を示します。

＜吸着力改善効果＞
0.5 wt% 懸濁液に、染料を対固形分で 2 wt% 添加した後、ブフナーロートで
ろ過して着色シートを調製しました。染料の定着率の違いによりシートの発色
に差が見られます。さらに、ろ液にも顕著な違いが見られます。パルプのろ
液は定着しなかった染料でピンク色を呈していますが、nanoforest の濾液は
透明です。比表面積が大きくなったことで繊維の吸着能力が向上したことに
由来すると考えられます。

nanoforestの
特

性

2

しかしその集合形態であるセル
ロース繊維は、親水性部位が表
面に露出しているため、良好な水
への親和性を示します。
ACC 法は特有のナノ微細化メ
カニズムにより、セルロース分子
の構造に由来する疎水性部位を
ファイバー表面に露出させること
で、両親媒性の表面特性を持つ
CNFの製造を可能にしています。

セルロース分子は疎水性と親水性
の部位を持つ両親媒性分子です。

Tsuboi K., Yokota S., Kondo T. Nord. Pulp Paper Res. J.  2014, 29  (1), 69-76

Tsuji T., K., Yokota S., Tagawa S., Kondo T. Biomacromolecules  2021, 22(2), 620-628
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nanoforest 川内工場プラント

中越パルプ工業では、nanoforest を商品として販売するために、変化する市場の要求に柔軟に対応で
きるよう商業プラントを建設し、製造を行っています。

設置場所　　川内工場 （鹿児島県薩摩川内市）
稼動　　　　2017年６月
生産能力　　年間１００ t （樹脂用途の場合）

2016.03.31　 商業プラントの建設発表
2017.01.27　 nanoforest事業部設立
2017.06.26　 セルロースナノファイバープラント稼動
2017.09.19　 樹脂化工程プラント稼動

nanoforestの生産・販売を担う組織として、開発本部の下部組織に「ナノフォレスト事業部」、
さらに製造を担う「ナノフォレスト製造課」を設立しました。

nanoforest-S　　  ：　ACC法により製造した水分散セルロースナノファイバー
nanoforest-PDP　：　樹脂分散性を向上させた粉末状のセルロースナノファイバー
nanoforest-MB　  ：　nanoforest-PDPを高濃度でポリマーに分散させたマスターバッチ（委託加工）

商業プラント

ナノフォレスト事業沿革

組織体制

製品ラインナップ

川内工場

 

高岡工場

二塚製造部

商業プラント

本社 

経営管理本部 

生産本部 

開発本部 
開発部 

ナノフォレスト
事業部 

ナノフォレスト
製造課（川内工場） 資源対策本部 

内部監査室 

東京事務所 

営業本部 

川内工場 

高岡工場 

【組織体系図】
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nanoforest-S
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nanoforest-S

「nanoforest-S 2 wt%」品、「nanoforest-S 10 wt%」品を提供いたします。
1 〜 2 wt% 品は 10 kg、10 wt% は 6 kg で図のように梱包して販売します。
高解繊品は 1 wt％品のみの販売。

低解繊品

高解繊品

水分散セルロースナノファイバー

濃度 形状 最小ロット

1 〜 2 wt% 〜 スラリー 10 kg

〜 10 wt% 〜 ペースト 6 kg

原料パルプ 備考

BB 竹 ※要相談

NB 針葉樹

10 wt%2 wt%

nanoforest-S 10 wt% (6 ㎏ )
W255×D238×H150 mm

nanoforest-S 2 wt% (10 ㎏ )
W255×D245×H266 mm

項目 測定法 竹漂白パルプ 針葉樹漂白パルプ

処理条件 S-1 S-1

解繊度 低解繊 低解繊

重合度 銅エチレンジアミン法 〜 820 〜 〜 730 〜

分子量 重合度より算出 〜 133000 〜 〜 118000 〜

透過率（%） 0.1 wt% において波長
400 nm/600 nm で測定 〜 57 〜 / 〜 74 〜 〜 48 〜 / 〜 65 〜

処理条件 解繊度 状態

S-1 低 繊維径分布が広い範囲に存在、コスト重視

処理条件 解繊度 状態

SA-1 中 繊維径分布が微細な範囲に推移

SB-1 高 繊維径分布が微細な範囲に存在

SC-1 超高 繊維径分布がより微細な範囲に存在

nanoforest-Sの品質データ

処理条件S-1低解繊

分散水の分散状態
(0.1 wt% 24h静置後)(左)

及びSEM観察

出 荷 形 態

処理条件 SB-1  高解繊
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nanoforest-PD
P

nanoforest 表面に化学修飾を施していないことからコスト的に優位な製品として期待されています。

樹脂中に均一分散しやすいよう、分散剤を用いてパウダー化しています。

PPとセルロースナノファイバーを複合化させる場合、分散剤処理していない水分散セルロースナノファイバー
とPP 樹脂との複合化では、下図左のようなセルロースナノファイバー凝集物（白い斑点）が点在している
状態となりますが、分散剤処理し、パウダー化した nanoforest-PDPを複合化することで下図右のように
完全に分散された状態になります。

nanoforest分散剤 nanoforest-PDP

水

製造方法

PP 樹脂に対しての分散性比較

nanoforest-PDP
樹脂に分散しやすい粉末状セルロースナノファイバー

水分散セルロースナノファイバー
との複合化

nanoforest-PDP との複合化

5
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nanoforest-PD
P

製品ラインナップ

出 荷 形 態

タイプ 形　　状 水分（wt％）

PDP-34 パウダー 1.0 以下

粒径 D90 （µm） 色相（Y 値）（ー） 嵩比重（g/l）

5000 〜 7000 〜 84 〜 140 〜 180

6

PDP-34（パウダー）

nanoforest-PDP（5 kg）
W300xD150xH300  mm

nanoforest-PDP（10 kg）
W400xD160xH740  mm
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nanoforest-M
B（

樹
脂

）

nanoforest複合樹脂の可能性

nanoforest-PDPを配合すると次のような特性が期待できます。

 ・剛性強度向上   ・収縮・寸法安定性の改善
 ・塗装・印刷適正の向上 ・接着性の向上
 ・帯電向上   ・摩耗性の向上
 ・表面硬度の向上   ・摺動性の向上

nanoforest-PDPを各種樹脂に高配合し、ペレット状にした樹脂マスターバッチです。
希釈してご使用いただくことで容易にセルロースナノファイバー複合樹脂を製造することが可能です。
お客様より樹脂を支給していただき、コンパウンドを行い、提供いたします。
CNF 配合率 30 wt％としておりますが、配合率についてはご相談ください。

nanoforest-MB
nanoforest-PDP を高濃度で樹脂に分散させた複合樹脂ペレット

7

配合率 形状 最小ロット

30 wt％ ペレット 1 kg

nanoforest 複合樹脂ペレット
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nanoforest-M
B　

参
考

資
料

物性値

―参考資料―

8
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物性比較表

nanoforest-M
B（

ゴ
ム

）
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nanoforest-PDPと各種ゴムとの複合化の検討を進め、複合シートサンプルの提供を開始しました。
お客様より支給いただいたゴムポリマーへコンパウンドしたサンプルを提供いたします。
事前に処方についてはご相談ください。

nanoforest-PDP を高濃度でゴムに分散させた複合シート

CNF 配合率 形状 最小バッチ

要相談 シート 1.7 kg

項　　目 単位 NR

カーボン phr 50 40 30

CNF phr 0 10 30 10 10 30

ムーニー粘度 ML1+4100° 31 38 34 33 30 41

加硫温度 °C 150

加硫時間 min 14

硬度 JIS-A 57 63 66 58 57 58

モジュラス 100 % MPa 2.8 4.3 7.9 3.5 2.7 6.2

モジュラス 200 % MPa 7.1 8.8 11.4 7 5.3 8.8

モジュラス 300 % MPa 12 14 15 11.4 8.9 11.9

引張強度 MPa 22 20 16 20 21 16

伸び % 510 430 320 490 540 410

nanoforest 複合シート
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nanoforest-M
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nanoforest-M サンプル（研究開発中）

両親媒性を有するnanoforest-Sですが、有機溶剤やオイルへ均一分散させることは難しいといった問題があ
りました。そこで、nanoforest-Sのファイバー表面を化学修飾により疎水化した表面疎水化ナノセルロース
「nanoforest-M」を開発いたしました。

②分散安定性
ファイバー表面が疎水化されたことにより疎水性溶剤と
の親和性が向上し、各種溶剤への分散が可能になりまし
た。

※分散安定性：◎：分散安定  ○：分散⇒沈降  ×：凝集
　（0.1 wt％分散液を1日静置して目視にて分散性を評価）

表面疎水化セルロースナノファイバー

nanoforest-Mの性質

①疎水性
nanoforest-Sに対し、nanoforest-Mは、シー
ト加工時の水接触角が大幅に増加してお
り、疎水性が増大していることが解ります。

nanoforest-S シート nanoforest-M シート

フッ素樹脂以上

③増粘性
nanoforest-Sでは混ざり難い有機溶剤やオ
イルにnanoforest-Mを分散させると、粘性が
向上します。

8 9 10 11 12 13 14

nanoforest-S 断面
（イメージ図）

nanoforest-M 断面
（イメージ図）

疎水性

疎水面
疎水面

疎水面

疎水性官能基

親水性

親水面

表面疎水化処理

有機溶剤のみ

nanoforest-Mを1.5 wt％分散さ
せた有機溶剤

※ 溶剤の種類により増粘性は異なります。
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nanoforest-CM
B
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nanoforest 成形体で作った入れ歯
白い部分が削りだした部分です。

nanoforest-CMB サンプル（研究開発中）

nanoforest のみからなるセルロースナノファイバー成形
体です。非石油、天然材料を原料とし、密度あたりの
強度で鋼鉄をも凌ぐ構造材料としての用途を想定してい
ます。
この nanoforest-CMB は高い強度を持ち、寸法安定
性や熱安定性に優れる特徴を有しています。また、切削
加工が可能で、厚みや形状を自由にデザインすることが
出来ます。

東北大学と共同で歯科材料としての検討も行っていま
す。

※ 1　比較度＝曲げ応力／密度

nanoforest 100％ 成形体

nanoforest-CMBの強度比較

単位 nanoforest-CMB アルミ 鉄（SS） ステンレス PEEK セラミック

密度 g/cm3 1.41 2.70 7.90 7.90 1.30 2.52

曲げ弾性率 GPa 8.4 70 200 193 3.6 67

曲げ応力 MPa 142 195 300 250 169 130

比強度 ー 100.3 72.2 38.0 31.6 130.0 51.6

曲げ物性　比強度

150

100

50

0

比
強
度

na
no
for
es
t-C
MB

ア
ル
ミ

鉄
（
SS
）

ス
テ
ン
レ
ス

PE
EK

セ
ラ
ミ
ッ
ク

※ 1

削り出し前

5mm成形体 10mm成形体

直径：115mm
厚み：3〜10mm（1mm単位で指定可）

現在提供できるサンプルは10mm厚までとなりますが、
20mmまでの厚みのある成形体の検討も進めています。
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鶏舎環境改善資材 nanoforest-S【ファーム】

農業用物理的防除資材 nanoforest-S【アグリ】

nanoforest 用途開発事例

鶏舎の環境改善にご活用いただけます。

「膜で保護する」タイプの新しい葉面散布資材を開発しました。
両親媒性を有すnanoforestを植物葉面に散布することで、微細繊維が葉表面を網のように覆い、
病原菌の侵入を物理的にブロックする効果が確認されています。

①nanoforestの持つ乾燥収縮作用により
　埃・塵・羽根が小塊化し、飛散を防止。
　⇒生育環境を維持

②成分はサステナブルな植物繊維と水
　のみ。
　⇒人間や家畜、および周辺環境に悪影
　　響を及ぼさない

③微細化植物繊維のネットワークによって
　不快害虫も物理的に固定化。
　⇒薬剤耐性とは無縁

サステナブル

家畜生育環境

の維持

薬剤耐性が 不快害虫の

人・家畜への

悪影響無し

活動を抑制出現しない資材

素材の活用

2つの物理的防除効果 葉の表面特性が変化

無処理

nanoforestが
ネットのように葉面を保護し、
菌の侵入をブロック

nanoforestの両親媒性が
葉面を親水性にすることで
菌が葉面だと認識できなくなる

nanoforest処理
マスク効果 カモフラージュ効果
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バウンドクッション

ボディウオッシュ・ボディミルク

nanoforest 実用化事例

13

化粧品原料として色付き美容クリーム
「バウンドクッション」に採用！！
竹由来nanoforestの機能として、粉体分散向上、
乳化安定、触感改良によりスムースな仕上がりを
実現しました。
CNFネットワーク構造が水分をキープすることでツヤ感
が出て申し分のないカバー力を発揮します。

化粧品原料としてボディウオッシュ
「スムースファイバーウオッシュ」、
ボディミルク「スキンバリアミルク」に
当社nanoforestが採用！！

ボディウオッシュ
竹由来nanoforestを配合することにより、
よごれや古い角質などを絡めとって洗い流します。

ボディミルク
竹由来nanoforestが肌の乾燥を防ぐ「うるおいラップ」
の役割を果たします。

株式会社nijito
https://www.haru-shop.jp

株式会社nijito
https://www.haru-shop.jp
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Sera Creations
http://sera-creations.com/

日本の伝統楽器「箏」に国産の竹由来
nanoforestを業界で初採用！！

最高級とされる象牙製箏柱の代替として、初め
て熱可塑性植物原料樹脂による開発。

有機素材による「力強さと優しさ」を音と感触で
表現。
リサイクル性が高く、焼却時のCO2排出量も
少ない「バイオマスマーク」取得の素材を使用。
大学と共同研究により、「音」に対して科学的
にアプローチ。

nanoforest配合により、耳に不快な音が軽減
されて、余韻に深みのある、優しい有機的な音
を実現。

箏柱 

nanoforest　
実

用
化

事
例

nanoforest 実用化事例

14

ソルダペーストの添加剤としてnanoforestを採用!!
金属粉の流動性及び揮発ガス吸着性能等が改善し、
以下の効果が期待できるはんだ付け材料が誕生。

・ダレ低減による外観形状不良の改善
・はんだ内部の金属結晶組織の微細化による接合強度向上
・流動性改善による濡れ上がり性の向上

nanoforest-Sを予め溶媒置換すること
で、良好なチキソ性を示すCNF添加エ
ポキシ樹脂が得られました。この技術を
利用しています。

ソルダペースト

松尾ハンダ株式会社

草木由来素材が持つ自然な感触
太く深みのある音色
音量が出しやすく、響く余韻
古典から現代箏曲やPOPS&JAZZ まで

草木由来素材が持つ自然な感触
華やかな箏らしい音色
揺らぎのある美しい余韻
古典から現代箏曲やPOPS&JAZZ まで
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スニーカー ラバーソール(靴底)の添加剤として
nanoforestを採用！！

植物由来の材料をゴムに練り込んだ
「RUBEAR CNFソール」を採用したことで、
従来のソールと比べ摩耗性を約40%低減し、
耐久性と環境への配慮を兼ね備えた地球に
優しい一足が誕生。

スニーカー ラバーソール 

nanoforest 実用化事例

アウトソール摩耗性比較

nanoforest
未添加

nanoforest
添加

アウトソール摩耗性比較

100

80

60

40

20

0

相
対
値
(%
)

nanoforest 未添加

約 40%
摩耗性低減

nanoforest 添加

テスト履きによる比較（1年間） ウィリアムス摩耗試験

株式会社スピングルカンパニー
RUBEARソール専用ホームページ  https://www.spingle.jp/rubear/
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セルロースナノファイバーは、植物の作り出す天然高分子「セルロース」が集合した極細の繊維です。
例えば、私たちにとって身近な「木」の内部では光合成によってセルロースが生産されています。
セルロースは、分子鎖が 30～40 本集まった集合体として作り出され、セルロースナノファイバーの
最小単位を構成しています。
私たち人類にとって大切な「酸素」を生み出す森林は、同時にナノレベルの合成工場でもあるのです。
まさに自然の奇跡といえます。

中越パルプ工業は、植物の生産するセルロースナノファイバーを、水の力を利用して取り出しています。
薬品を加えず、出来るだけ優しく、天然の繊維を痛めないよう工夫しています。
こうして得られるセルロースナノファイバーを nanoforest（ナノフォレスト）と名付けました。
極微小なサイズを意味する「nano（ナノ）」と、森林を意味する「forest（フォレスト）」とを組み合わせた
ネーミングです。
森の恵みである木材や竹から取り出された nanoforest（ナノフォレスト）を通して、私たちの暮らしを
より豊かにできるよう取り組んで参ります。

R

R

紙製品紹介
Product Introduction

使用紙明細

①ソリスト（N)
②晒クラフト紙
③未晒クラフト紙
④新聞用紙

⑤重袋用クラフト紙
⑥グレー：新パステルカラー
　茶：半晒クラフト紙
　白：竹紙
⑦食品容器原紙

⑧雷鳥マットコート Z
　雷鳥コート
⑨高級白板紙

⑩竹紙・里山物語

①

②

③

④

⑤

⑥
⑦

⑧

⑨⑨

⑩
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創業 : 　　 1947 年 2月 20 日

資本金 : 　　 188 億円 （2022.3.31 現在）

従業員 : 　　 779 名 （2022.3.31 現在）

売上高: 　　  845億32百万円 （2021.4～2022.3）

事業内容

1. パルプ類、紙類及びその副産物製造、加工、並びに売買

2. 林業、製材業及び木材の加工、売買並びに緑化事業の施工

3. 化学薬品の製造、加工並びに売買

4. 不動産の売買、賃貸、管理及び仲介並びにスポーツ施設の運営

5. 鉱業、電気供給及び運送業並びに倉庫業他

問い合わせ先
高岡本社 開発本部 ナノフォレスト事業部
https://www.cpc-cenf.com/form.html

言葉以上に、誰かの想いをかたるもの。紙は何も話さないけれど。
その温もりで、柔らかな手ざわりで、伝えたい想いをやさしく運ぶ。それはずっと、変わらない。

はじめて紙が生まれた日、人が紙を必要とした何千年も昔からずっと。
だから私たちは紙を作る。託された想いを届けるために。そして進化し、紙を守る。

持続可能な生産、里山の保全や竹の有効利用など、時代と環境の変化に順応することも決して忘れずに。
人と人、人とものの、心をつなぐ。中越パルプ工業株式会社。

https://www.chuetsu-pulp.co.jp/

2023 年 3月発行


