
 

報道事例 新聞，テレビ，ラジオなどの報道事例 

 
件数 記事種類 報道内容 期日 報道機関名 

1 マグネシウムプロジェクト 
茨城マグネシウムプロジェクトから生まれた

次世代製品 
H19.04.01 フォトいばらき 

2 梅の実の新規酵母 発泡性にごり低アルコール清酒 H19.04.08 茨城新聞 

3 照響陶 笠間焼高級アンプとスピーカー H19.04.12 毎日新聞 

4 共同・受託公募 共同研究先を公募 H19.04.18 日経 

5 マグネシウムプロジェクト 茨城のマグネシウムプロ 第 2ステージ突入 H19.04.19 日刊工業 

6 共同・受託公募 共同・受託研究テーマを募集 H19.04.20 日刊工業 

7 ピュア茨城 茨城の日本酒試飲即売会 H19.04.21 日経 

8 共同・受託公募 共同・受託研究テーマを募集募集 H19.04.25 茨城新聞 

9 匠工房笠間フェア 29 日から笠間で陶炎祭 H19.04.26 常陽新聞 

10 共同研究 J-PARC に利用 がん治療薬の開発期待 H19.05.02 茨城新聞 

11 コーディネート 災害時もホカホカご飯 H19.05.02 常陽新聞 

12 コーディネート 水注ぎ 15 分 ほかほか H19.05.02 茨城新聞 

13 コーディネート ホッと！ライス H19.05.02 毎日新聞 

14 共同研究 
化研 独創技術を事業化 放射性薬品，安全・

安価に 
H19.05.09 日経 

15 マグネシウムプロジェクト 商業活性化策を支援 H19.05.09 茨城新聞 

16 KDS ユニバーサルデザインの食器 H19.05.10 メールマガジンはな 

17 コーディネート 非常用米飯セット開発 H19.05.15 朝日新聞 

18 照響陶 笠間焼でスピーカー H19.05.15 茨城新聞 

19 防犯システム 異常検知し自動通報 H19.05.16 日経 

20 菓子作り研究会 県農産物で銘菓作り H19.05.18 日経 

21 メールニュース配信 ニュース配信開始 H19.05.24 日刊工業 

22 いばらき研究開発推進事業 
産業振興と生活向上へ 産学官連携 県，募集

スタート 
H19.05.24 茨城新聞 

23 コーディネート インド IT 講演会 H19.05.25 常陽新聞 

24 工技セ紹介 技術支援のハブ機関を目指す H19.05.28 日刊工業 

25 マグネシウムプロジェクト 
茨城マグネシウムプロジェクト 新たなステ

ージへ 
H19.05.28 日刊工業 

26 いばらき研究開発推進事業 放熱材用に新素材 H19.05.29 日経 

27 照響陶 
笠間焼をスピーカの箱部分にあたる筐体に用

いた新製品 
H19.06.02 読売新聞 

28 デザイン開発支援事業 デザイン開発支援事業募集 H19.06.06 日経 

29 ピュア茨城 都内で日本酒フェア H19.06.08 茨城新聞 

30 KDS 人にやさしいものづくり。 H19.06.10 介護情報誌ハナさん 

31 お菓子作りプロジェクト 県産クリ菓子 新感覚 H19.06.10 茨城新聞 

32 デザイン開発支援事業 新商品開発企画を募集 H19.06.14 茨城新聞 

33 マグネシウムプロジェクト 機械要素技術展で企業の PR を支援 H19.06.14 日刊工業 

34 機関紹介 産学官連携へ情報拠点を H19.06.14 朝日新聞 

35 デザイン開発支援事業 デザイン活動を支援 H19.06.19 常陽新聞 

36 デザイン開発支援事業 デザイン活動支援 H19.06.22 日刊工業 

37 デザインセレクション 優れたデザイン商品など募集 H19.06.24 常陽新聞 

38 展示会 来月展示会 ＩＲＤＡ H19.06.26 茨城新聞 

39 つくばバイオマスもみがら研究会 来月にもみがらビジネス発表会 H19.06.26 茨城新聞 

40 マグネシウムプロジェクト 産業大県つくり「いばらき」 H19.06.26 日刊工業 

41 マグネシウムプロジェクト 県内から２２社出展 機械要素技術展 H19.06.26 常陽新聞 

42 マグネシウムプロジェクト 共同開発へ４０社結集 H19.06.27 日経 

43 マグネシウムプロジェクト 自慢の加工技術アピール H19.06.28 日刊工業 

44 つくばエンバイロフォーラム 環境ビジネスの可能性を探る H19.06.28 産経新聞 

45 マグネシウムプロジェクト マグネシウム製品開発で組織 H19.07.02 日経産業 

46 ＩＲＤＡ ＩＲＤＡ技術展示会 H19.07.09 常陽新聞 

47 ＩＲＤＡ 
２１社が技術力アピール 産総研で技術展示

会 
H19.07.11 常陽新聞 

48 笠間焼 
耐熱陶器用粘土を開発 笠間ブランドで新製

品 
H19.07.11 茨城新聞 

49 防犯システム 
システムプロダクト コンビニ店不審者判別 

防犯カメラシステム開発 
H19.07.17 茨城新聞 

50 初呑み切り 
１９造酒から１０６点 合同で持ち寄り初呑

み切り 
H19.07.25 常陽新聞 

51 産学官連携 
ようかん県産メロンで 産官学で開発着手 

規格外品を活用 
H19.07.28 日経 

52 初呑み切り 
香り、熟成とも良好 １９酒蔵持ち寄り初呑み

切り 
H19.08.01 茨城新聞 

53 初呑み切り 
筑西で初呑切り ６つの蔵から１０５種類を

鑑定 
H19.08.09 茨城新聞 

54 産学官連携 
干しいも活用し新商品 産学官連携開発プロ

ジェクト 
H19.08.27 日経 

55 技術指導 古河市がどぶろく特区 県内２例目、来月申請 H19.08.29 茨城新聞 



へ 

56 ウルシ 
ウルシ PR 産学で連携 知名度向上へ研究・開

発 
H19.09.01 日経 

57 地域支援 
「給食に笠間焼」始動 笠間の小学生”マイカ

ップ”に挑戦 
H19.09.02 茨城新聞 

58 セミナー開催 カーボンナノチューブのセミナー H19.09.04 茨城新聞 

59 セミナー開催 ＣＮＴ関連セミナー H19.09.04 日刊工業 

60 産学官連携 地域資源で活性化 特産物活用し新製品 H19.09.14 茨城新聞 

61 ピュア茨城 県産米の日本酒 つくばで即売会 H19.09.15 日経 

62 産学官連携 県の産学官事業支援 ２件採択 H19.09.26 日経 

63 
マグネシウムの可能性，プロジェ

クト紹介 
マグネシウム，車の軽量化などに貢献 H19.09.28 日刊工業 

64 近ナビ 携帯で位置情報通知 H19.10.04 茨城新聞 

65 匠工房笠間フェア 笠間 芸術の秋 催し多彩 H19.10.07 茨城新聞 

66 いばらきデザインセレクション ”独創・ユニーク”20 件選定 H19.10.10 茨城新聞 

67 産学官連携 共同研究開発に２件採択 H19.10.14 常陽新聞 

68 茨城マグネシウム工業会 茨城にマグネシウム工業会 H19.10.18 日刊工業 

69 技術支援 立体映像 100 万円以下 H19.10.18 日経 

70 味噌鑑評会 県味噌共同組合 今年度の鑑評会 H19.10.19 日経 

71 味噌鑑評会 これぞ地元みその味 消費拡大へ躍起 H19.10.22 朝日新聞 

72 味噌鑑評会 県味噌鑑評会 H19.10.23 茨城新聞 

73 せんべい 
せんべい 地元米使用 こだわりの多品種生

産 
H19.10.31 日経 

74 コーディネート 
非常食米飯を活用して 一都十県関係者にＰ

Ｒ 
H19.10.31 茨城新聞 

75 座談会 ものづくり中小企業にもとめられること H19.11.01 ＪＩＲニューズ 

76 クリ 笠間のクリ 全国ブランドへ全力 H19.11.02 茨城新聞 

77 セラミックス セラミックス利用 ハス田の排水ろ過 H19.11.08 茨城新聞 

78 茨城マグネシウム工業会 
マグネシウム工業会発足 県内外から 37 社結

集 受注・技術情報を共有 
H19.11.15 日経 

79 茨城マグネシウム工業会 
マグネシウム工業会設立 県内中小 37 者 開

発，受注拡大へ 
H19.11.15 茨城新聞 

80 茨城マグネシウム工業会 
茨城マグネシウム工業会が発会式 水戸で 84

人出席 
H19.11.16 日刊工業 

81 茨城マグネシウム工業会 
マグネシウム工業会 受注拡大へ連携を確認 

水戸で発会式 
H19.11.16 茨城新聞 

82 茨城マグネシウム工業会 マグネシウム工業会活動加速 H19.11.20 日経 

83 茨城マグネシウム工業会 
目指せマグネシウム産業 県内の中小企業「工

業会」を発足 伸びる需要に期待 
H19.11.20 朝日新聞 

84 技術指導 どぶろく特区に認定 古河，製造農家誕生へ H19.11.23 茨城新聞 

85 納豆鑑評会 
県納豆鑑評会 オーサトが上位独占 わらづ

と納豆１位は天狗納豆 
H19.11.27 常陽新聞 

86 茨城マグネシウム工業会 41 社が結束，最大の Mg 基地へ H19.12.03 カロス出版 

87 マグネシウムプロジェクト 
マグネシウム製万年筆部品 ぺんてるから受

注 
H19.12.05 日経 

88 H61 ヨーグルト 老化進行抑える飲むヨーグルト H19.12.08 茨城新聞 

89 マグネシウムプロジェクト マグネシウムで活性化めざせ H19.12.08 日経 

90 もろみ飲料 
ポリフェノール飲料開発 焼酎残留物を有効

利用 
H19.12.12 健康食品新聞 

91 ウルシ 
漆の郷づくりへ団結 大子・常陸大宮生産者と

工芸家 
H19.12.13 茨城新聞 

92 茨城マグネシウム工業会 県トラック協から部品受託 H19.12.14 日経 

93 福来みかん 食材への夢 皮も実も H19.12.19 朝日新聞 

94 H61 ヨーグルト 産学官で商品化目指す H19.12.19 健康食品新聞 

95 お菓子作りプロジェクト 県産クリ使い菓子 H19.12.27 日経 

96 紬アクセサリー きりすねが新しい作品になった H19.01 

ワッセ 

（渡瀬遊水池エリアタ

ウン誌） 

97 ピュア茨城 「ピュア茨城」が着実浸透 H20.01.03 茨城 

98 県北活性化 新規事業進出を支援 H20.01.08 日刊工業 

99 KDS 笠間焼で人にやさしい器 H20.01.08 朝日新聞 

100 紬クリアファイル 結城紬の PR に活用 絣模様のクリアファイル H20.01.10 毎日新聞 

101 KDS 使いやすい食器紹介 H20.01.11 茨城 

102 KDS やさしく使いやすく 笠間で器展 H20.01.11 毎日新聞 

103 化学プラント 配管外面の水分測定 H20.01.12 日経 

104 講演会 プラスチック製品のトラブルと対策講演会 H20.01.18 日刊工業 

105 お菓子作りプロジェクト 知事が３品を試食 H20.01.25 日経 

106 お菓子作りプロジェクト 新くり菓子で知事と意見交換 H20.01.25   

107 お菓子作りプロジェクト 知事，試作のくり菓子試食 H20.01.25 常陽新聞 

108 教育フェア支援 つくばで「教育フェア」 H20.01.27 常陽新聞 

109 教育フェア支援 ものづくりフェア H20.01.27 茨城 

110 KDS 弁当でおもてなし 地域の特色生かす H20.02.01 茨城 

111 H17 共同研究成果 中小企業庁長官賞はシロク H20.02.06 日刊工業 

112 マグネシウムプロジェクト マグネシウムの茨城へ 工業会の挑戦 上 H20.02.06 日刊工業 

113 マグネシウムプロジェクト マグネシウムの茨城へ 工業会の挑戦 中 H20.02.07 日刊工業 



114 マグネシウムプロジェクト マグネシウムの茨城へ 工業会の挑戦 下 H20.02.08 日刊工業 

115 メロンようかん 鉾田産メロンようかん販売 H20.02.09 日経 

116 産学官連携 あ印，タコの内臓活用 H20.02.14 日経 

117 マグネシウムプロジェクト 「マグネシウムの茨城」推進 H20.02.14   

118 メロン羊羹 県産メロン使った羊かん発売 H20.02.19 読売新聞 

119 共同研究成果 家庭用エアコン洗浄キット H20.02.29 日経 

120 つくばの夕べ ロボット技術活用例を紹介 H20.03.01 日経 

121 共同研究成果 家庭用キット開発 気軽にエアコン洗浄 H20.03.05 茨城新聞 

122 新酒持ち寄り研究会 自慢の新酒勢ぞろい H20.03.05 産経新聞 

123 新酒持ち寄り研究会 新酒のできばえ鑑定 H20.03.07 常陽新聞 

124 地域資源活用事業 乳酸菌キャベツ認定 H20.03.07 日経 

125 共同研究 竹繊維でガラス代替 H20.03.08 日経 

126 メロン羊羹 規格外メロン 新生 H20.03.08 朝日新聞 

127 地域資源活用事業 「乳酸菌サラダ」を認定 H20.03.09 常陽新聞 

128 新酒持ち寄り研究会 
消費者に安心安全 

22 蔵元，106 点審査 
H20.03.11 茨城新聞 

129 共同研究 計器監視システム開発 H20.03.12 茨城新聞 

130 メロン羊羹 羊かんに鉾田産メロン H20.03.19 茨城新聞 

131 ベンチプロジェクト 環境配慮のベンチ寄贈 H20.03.21 茨城新聞 

132 桜川未来塾 
桜川の魅力をディープに紹介する「いっつ・

あ・さくらがわーるど」 
H20.03.21 茨城新聞 

133 
新連携創出フォーラム２００８in

茨城 
パネルディスカッション（センター長） H20.03.25 茨城新聞 

134 結城紬新分野開拓研究会 ショール，コートなど 85 点 H20.03.25 毎日新聞 

135 レアメタルビジネス 
レアメタルをリサイクル 

茨城県・産総研など 
H20.03.27 日刊工業 

136 H20 共同研究募集 １２テーマ，共同研究を公募 H20.03.28 日経 

137 結城紬新分野開拓研究会 
結城紬の可能性追求 

若者向けショール展示 
H20.03.28 茨城新聞 

 
テレビ，ラジオなど 

1 TV ものづくりオープンセミナー２ H19.06.11 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 

2 TV 笠間焼後継者育成事業 H19.04.22 NHK 総合 小さな旅 

3 TV 釉薬の中の鉛について（電話取材） H19.05.25 テレビ朝日 夜のニュース 

4 
ラジ

オ 
ひとにやさしい器づくり活動 H19.12.10 茨城放送 阿部重典の＠ 

5 
ラジ

オ 

ひとにやさしい器づくり活動（電話

取材） 
H20.01.17 NHK 第 1 放送 ラジオ夕刊 列島便り 

6 TV 成果発表会 H20.02.22 NHK 茨城県域地上波デジタル放送 昼のニュース  

 


