
 

報道事例 新聞，テレビ，ラジオなどの報道事例 

 
  記事種類 報道内容 期日 報道機関名 

1 ピュア茨城 県内 35酒造「ピュア茨城」発売 H18.4.5 日本経済新聞  

2 ピュア茨城 「ピュア茨城」新酒発売 H18.4.7 茨城新聞  

3 共同・受託研究公募 
企業との共同・受託研究 テーマ

公募し拡充 
H18.4.7 日本経済新聞  

4 照響陶 笠間焼ボディー真空管アンプ H18.4.7 日本経済新聞  

5 ピュア茨城 1600 人本県の地酒堪能 H18.4.13 茨城新聞  

6 共同・受託研究公募 
茨城県工業技術センター 企業か

ら研究テーマを募集する。 
H18.4.13 日刊工業新聞 

7 照響陶 
笠間焼の真空管アンプ開発 県工

業技術センターなど 
H18.4.18 茨城新聞  

8 あんこう鍋 笠間焼であんこう鍋 H18.4.19 茨城新聞  

9 あんこう鍋 
レトルト具材と笠間焼のセット通

年販売へ 
H18.4.20 茨城新聞  

10 あんこう鍋 レトルト・笠間焼の鍋”おそろい” H18.4.20 日本経済新聞  

11 あんこう鍋 笠間焼で「あんこう鍋」 H18.4.20 読売新聞 

12 ピュア茨城 県産米の地酒 試飲即売会開催 H18.4.22 日本経済新聞  

13 あんこう鍋 レトルトだって美味アンコウ鍋 H18.4.25 産経新聞 

14 
つくばバイオマスもみがら研

究会 

もみ殻バイオ 全国に 肥料や土

改材活用 
H18.4.28 日本農業新聞 

15 人材研修（紬） 
「奥深さ」学ぶ日々 結城紬の機

織りに打ち込む 
H18.5.3 茨城新聞  

16 陶芸交流 
日韓陶芸家が交流 笠間，筑西で

体験活動 
H18.5.4 茨城新聞 

17 陶芸交流 
韓国陶芸の技披露 県工業技術セ

ンターで交流会 
H18.5.7 読売新聞 

18 あんこう鍋 
茨城県名物のアンコウと笠間焼の

鍋を組み合わせた「アンコウ鍋」 
H18.5.10 毎日新聞 

19 ものづくりセミナー 
ものづくり経営学ぶ 水戸でセミ

ナー 中小企業社長ら討論 
H18.5.11 茨城新聞 

20 ものづくりセミナー 一般向け 初の成果発表会 H18.5.11 日本経済新聞  

21 ものづくりセミナー 
中小の技術経営テーマにセミナー 

茨城県などと共催 270人が参加 
H18.5.19 日刊工業新聞 

22 地域食品デザイン活用事業 
パッケージデザイン開発 地元農

産物の販売支援 
H18.5.25 茨城新聞 

23 県幹部・トップに聞く ものづくり相談の総合拠点目指す H18.5.26 日刊工業新聞 

24 チャチャルガン モンゴル果実で新事業 H18.5.26 日刊工業新聞 

25 あんこう鍋 
笠間焼 日用の芸術品に 催事や

新機能で普及めざす 
H18.5.26 日本経済新聞  

26 笠間デザインスピリッツ 食で優しい町づくり H18.5.28 読売新聞 

27 照響陶 
笠間焼と真空管アンプのコラボレ

ーション「照響陶」 
H18.6.1 フォトいばらき夏季号 

28 プラント劣化診断 
経産省の技術開発支援 県内で 5

件採択 プラント劣化診断など 
H18.6.1 日本経済新聞 

29 プラント劣化診断 

経産省の技術開発支援 県内 5件

を採択  中性子利用 さび検査

など 

H18.6.7 茨城新聞 

30 デザイン開発支援事業 
デザイン開発事業募集 県工業技

術センター 
H18.6.13 茨城新聞  

31 機械要素技術展（Mg出展） 
県内のモノづくり PR 茨城県が出

展スペース提供 
H18.6.14 日刊工業新聞 

32 プラント劣化診断 
茨城産学官がサビ検査装置 石化

プラント用を開発へ 
H18.6.17 日刊工業新聞 

33 機械要素技術展（Mg出展） 
マグネシウム連携体のうち，技術

力の高い企業 8社出展 
H18.6.20 茨城新聞  

     



34 機械要素技術展（Mg出展） 
県ブースに１４企業 東京であす

開幕 
H18.6.20 茨城新聞  

35 機械要素技術展（Mg出展） 
県、初のブース出展 日本最大の

専門技術展 東京・有明で開幕 
H18.6.22 茨城新聞  

36 ナノシート 
ナノシートの用途開拓 情報収

集・共同開発に意欲 
H18.6.30 日刊工業新聞 

37 茶陶研究会 笠間茶陶研究会新作展 H18.7.1 茨城新聞  

38 干し芋かす 
干し芋かすで焼酎造り 明利酒類

など 廃棄物の資源化研究 
H18.7.1 日本経済新聞  

39 癒灯 
新分野の商品開発・木製回転灯篭”

癒灯” 
H18.7.5 日本木工新聞 

40 つくばの夕べ 
つくばで来月食品フォーラム 県

工業技術センター 
H18.7.5 日本経済新聞  

41 マグネシウムプロジェクト 「マグネシウムの茨城」目指して H18.7.5 茨城新聞  

42 産業大県フェア 
モノづくりと知の集積 産学官連

携の成果アピール 
H18.7.6 日刊工業新聞 

43 マグネシウムプロジェクト 
マグネシウム活用続々 県内企業

加工にメド技術力 PR 
H18.7.20 日本経済新聞  

44 高機能金型 金型に１３の機能 産学官で開発 H18.8.1 日刊工業新聞 

45 地場産業連携促進事業 
絹糸使った新製品「ソフトフォー

ル」開発 
H18.8.2 毎日新聞 

46 
つくばバイオマスもみがら研

究会 
美味しい野菜とモミガラ H18.8.9 常陽新聞 

47 技術支援（笠間焼） 
笠間焼で流しそうめん 作家と窯

元製作 筒３０本つなぎ１５ﾒｰﾄﾙ 
H18.8.13 茨城新聞  

48 
共同研究成果（地ビールから

酢） 
地ビールが原料 酢 H18.9.5 日本経済新聞 

49 X 線遮蔽 放射線障害を軽減 H18.9.13 日本経済新聞 

50 X 線遮蔽 眼球部への X線照射防止 H18.9.13 日刊工業新聞 

51 X 線遮蔽 放射線使う手術 眼球を守る装置 H18.9.13 朝日新聞 

52 
産学官連携による共同研究開

発 

弁当や総菜などの「中食」 健康

管理で研究開発 
H18.9.13 日本経済新聞 

53 
産学官連携による共同研究開

発 

そば高品質化など採択 県の産学

官共同開発 
H18.9.13 茨城新聞 

54 技術支援（伝統工芸士試験） 
認定試験，３人受験 笠間焼，人

材育成に力 
H18.9.15 茨城新聞 

55 技術支援（結城紬） 本場結城紬夏期大学講座 H18.9.27 毎日新聞 

56 マグネシウムプロジェクト 
県と連携 融資制度 商工中金，も

のづくり支援 
H18.9.27 日本経済新聞 

57 地場産業支援事例 
伝統産業，新技術で変わる 外部

機関と二人三脚 
H18.10.7 日本経済新聞 

58 産業シンポジウム 
茨城県産業シンポジウム（藤沼セ

ンター長パネリスト出席） 
H18.10.13 日刊工業新聞 

59 記事情報提供 
結城 いま・むかし 受け継がれ

る技法 
H18.10.16 茨城新聞 

60 マグネシウムプロジェクト 

マグネシウム製 量産 清原実業 

振興策で県と連携 本社に工場新

棟 

H18.10.17 日本経済新聞 

61 
シーズニーズマッチングによ

る成果 

表面粗さ 1 ﾅﾉﾒｰﾄﾙ以下 日本エク

シードが量産研磨技術 
H18.10.25 日刊工業新聞 

62 技術支援（笠間焼） 
文化や技術学び合う 笠間とフラ

ンス 陶芸家ら交流会 
H18.10.29 茨城新聞 

63 テンペ テンペの新商品販売開始 H18.11.5 茨城新聞 

64 キノコ機能性飲料 
キノコ利用機能性飲料 ハラキン

など産学官開発 
H18.11.9 日本経済新聞 

65 キノコ機能性飲料 
食用キノコ生産のハラキン 産学

官連携で新飲料 
H18.11.9 茨城新聞 

66 あんこう釜飯 「あんこう釜飯」好評 H18.11.15 日本農業新聞 

67 マグネシウムプロジェクト 
マグネシウム活用 県推進で受注

13件 
H18.11.22 日本経済新聞 

68 マグネシウム遠隔加工監視 
マグネシウム製品量産へ 無人運

転，県と共同開発 
H18.12.14 茨城新聞 

     



69 
つくばバイオマスもみがら研

究会 
もみ殻発酵実用化着々 H18.12.15 日本経済新聞 

70 マグネシウム遠隔加工監視 
マグネシウム加工 ２４時間フル

操業実現 
H18.12.25 日刊工業新聞 

71 HS-1 
今，話題の乳酸菌 HS-1 を使ったキ

ムチ 
H19.1 フォトいばらき新年号 

72 ひとにやさしい器 
心豊かな食生活を。誰にでもやさ

しく使いやすい器 
H19.1 フォトいばらき新年号 

73 結城紬新製品，新技術 

結城紬の原点「縞柄」のデザイン

性が広がります。結城紬の魅力を

より多くの人々に。新製品。 

H19.1 フォトいばらき新年号 

74 ひとにやさしい器 人にやさしい器一堂に H19.1.11 茨城新聞 

75 ひとにやさしい器 
ユニバーサルデザイン提唱 笠間

焼 20の窯元が作品展 
H19.1.13 読売新聞 

76 ひとにやさしい器 
作家たちが市に 100 個 人にやさ

しい器寄贈 
H19.1.17 茨城新聞 

77 若手研究員募集 ロボットや制御 若手研究員募集 H19.1.18 茨城新聞 

78 つくばの夕べ デザイン通し産官学連携を H19.2.2 茨城新聞 

79 茨城生活創造クラブ 
最新の宅地情報提供 工芸品フェ

アも開催 
H19.2.8 茨城新聞 

80 マグネシウムプロジェクト 
マグネシウム製品 技術にメド 

量産化へ 
H19.2.19 日本経済新聞 

81 菓子づくりプロジェクト いばらきの「菓子」に意欲 H19.2.19 茨城新聞 

82 新酒持寄研究会 暖冬でもいい酒そろった H19.3.3 日本経済新聞 

83 新酒持寄研究会 
新酒持寄研究会が，県工業技術セ

ンターで開かれ 
H19.3.8 茨城新聞 

84 成果発表会 工業・食品分野の研究成果を発表 H19.3.9 日刊工業新聞 

85 マグネシウムプロジェクト 製品事業化を支援 H19.3.10 日本経済新聞 

86 笠間焼スピーカー 
目と耳で楽しんで 笠間焼スピー

カー 
H19.3.11 朝日新聞 

87 新酒鑑評会 暖冬でも香味良し H19.3.14 茨城新聞 

88 マグネシウムプロジェクト ２８日，水戸で成果発表会 H19.3.20 日刊工業新聞 

89 笠間焼後継者育成研修 県内出身者が多数派に H19.3.21 茨城新聞 

90 新酒鑑評会 知事賞に５人表彰 H19.3.25 茨城新聞 

91 新酒鑑評会 新酒利き酒会 入賞の蔵発表 H19.3.31 朝日新聞 

 

テレビ，ラジオなど 

1 TV ひとにやさしいやきものづくり H18.4.30 フジテレビ おはよう茨城 

2 ラジオ 照響陶 H18.4.14 茨城放送   

3 TV HS-1 H18.7.13 NHK おはよう日本 おはよう日本 

4 TV HS-1 H18.8.24 NHK おはよう日本 おはよう日本 

5 TV マグネシウム加工の遠隔監視 H18.12.5 
NHK 茨城県域地上波 

デジタル放送 
ニュース 845 

6 TV 
マグネシウムプロジェクト，遠隔

監視，化学分析の紹介 
H19.1.25 

NHK 茨城県域地上波 

デジタル放送 

いばらきわいわい

スタジオ 

7 TV 
梅から得られた酵母，県産米煎餅，

HS-1 の紹介 
H19.1.26 

NHK 茨城県域地上波 

デジタル放送 

いばらきわいわい

スタジオ 

8 TV 
踏むコントローラ，木製癒し照明の紹

介 
H19.1.29 

NHK 茨城県域地上波 

デジタル放送 

いばらきわいわい

スタジオ 

9 TV 
結城紬後継者研修，ワークショップ

活動の紹介 
H19.1.31 

NHK 茨城県域地上波 

デジタル放送 

いばらきわいわい

スタジオ 

10 TV 
笠間焼後継者研修，人に優しい焼き

物の紹介 
H19.2.1 

NHK 茨城県域地上波 

デジタル放送 

いばらきわいわい

スタジオ 

11 TV 研究成果発表会 H19.2.23 
NHK 茨城県域地上波 

デジタル放送 
昼のニュース 

 
 


