
 

報道事例 新聞，雑誌，テレビ・ラジオなどの報道事例 

新聞掲載件数 127 件(H20.4.1～H21.2.28) 

報道機関名内訳：茨城新聞 55 件 日本経済新聞 24 件，日刊工業新聞 21件，常陽新聞 12件， 

毎日新聞 5件，朝日新聞 3件，読売新聞 3件，東京新聞 1件， 

産経新聞 1件，日本繊維新聞 1件，上毛新聞(群馬県)1 件 

主な掲載関係：結城紬関係 12 件，マグネシウム関係 11 件，つくば産業フォーラム関係 11 件， 

笠間焼関係 10 件，納豆記念碑関係 7件，工業技術センター関係 6件， 

レアメタル関係 6件，IRDA(茨城県研究開発型企業交流協会)6 件， 

いばらき研究開発推進事業関係 5件，酒関係 4件，漆関係 4件， 

デザイン開発支援事業 4件，化学プラント関係 3件，馨る茨城関係 3件，など 
 

主な内容（H21.02.28 現在まで） 
記事種類 報道内容 期日 報道機関名 

酒造組合 茨城町で新酒鑑評会 杜氏ら 17 人表彰 県酒造組合 H20.04.02 茨城新聞 

いばらき生活創造倶楽部 
資材  日用品  県産ぞろい  県南木造住宅センター  モデルハウ

ス展示 
H20.04.23 茨城新聞 

ペルチェ温度調節器発売(センタ
ー開発支援製品) 

アンペール 出力3.3倍の1000ワット ペルチェ温度
調節器発売  

H20.04.24 日刊工業新聞 

グリーンふるさと振興機構（乳酸
菌 H16，耐熱陶器 

県北特産，製品化へ 本年度 4 分野 企業支援が研究
成果 

H20.05.03 茨城新聞 

だるま食品（納豆） 
明治の納豆再現 古品種「農林 1 号」を使用 工業技

術センターにデザイン企画を依頼 
H20.05.09 茨城新聞 

県醤油鑑評会(食品） 醤油の出来栄え審査 県工業技術センターで鑑評会 H20.05.21 常陽新聞 

福来みかん 
福来みかんで特産品 良い品有限責任事業組合 年内

にも商品化を目指す センターが成分分析 
H20.05.25 茨城新聞 

工業技術センター  技術支援のハブ機関を目指す  藤沼良夫センター長 H20.05.28 日刊工業新聞 

桜川未来塾 桜川 PR サイト人気 ブログや掲示板好評 H20.05.29 茨城新聞 

奥久慈漆 奥久慈漆 後継者育成に本腰 地域の財産 PR へ H20.06.03 茨城新聞 

ヨーグルト 
「抗老化」菌でヨーグルト JA 茨城みずほ 県と組み
8月発売 

H20.06.10 日本経済新聞 

ツキ板 （安達家具店） 
光に模様浮かぶ戸板 安達建具店 県工技センターと
開発 

H20.06.24 茨城新聞 

県メンテナンスビジネス研究会 
メンテ市場を活性化 補修や劣化診断 県内企業が研

究会 
H20.07.04 茨城新聞 

つくば IT フォーラム 次世代EDI中小対応支援 茨城ものづくりIT化促進協 H20.07.09 日刊工業新聞 

納豆記念碑  
水戸駅前に納豆記念碑 発祥の地で除幕式開く セン

ターがデザイン 
H20.07.11 日本経済新聞 

「ナノバブル利活用協議会」 ナノ泡で半導体洗浄 県内産官学 装置開発へ協議会 H20.07.16 茨城新聞 

マイコン制御システム 
システム開発が題材 県工業技術センター 22 日に

講演と展示 
H20.07.17 茨城新聞 

化学プラント配管自動診断システム 
配管診断ロボ開発へ 化学工場メンテ効率化 県工業
技術センターや筑波大 

H20.07.18 茨城新聞 

茨城県工業技術センター 
技術革新実現の場 公節試のいま 茨城県工業技術セ
ンター ご用聞き役に徹する マグネ活用策も探る 

H20.07.23 日刊工業新聞 

結城紬のメルマガ 結城紬の産地 情報メール配信 県工業技術センター H20.07.25 常陽新聞 

産業大県フェア 
ものづくり技術紹介 いばらき産業大県フェア 205
ブースで積極 PR 30,31 日東京 

H20.07.29 茨城新聞 

結城紬 糸とりの技術学ぶ 本場結城紬づくり体験 H20.08.24 茨城新聞 

マグネシウムプロジェクト 
講演交流会を開催 新潟県マグネシウム事業化推進協
議会にて 茨城県工業技術センター長講演 

H20.09.09 日刊工業新聞 

「いばらき三ツ栗」 新くり菓子販売 「いばらき三ツ栗」22 店一斉に H20.09.18 茨城新聞 

新しいキノコ飲料を製品化 
新しいキノコ飲料を製品化 産学官連携プロジェクト
で研究成果発表 高熱伝導率放熱材料の開発も 

H20.10.01 常陽新聞 

茨城県酒造組合関係 
10月 1日は日本酒の日 いま香り立つ四季の恵み 味

わい深く茨城の一献  「食文化の一翼」アピール 
H20.10.01 茨城新聞 

結城紬関係 和装の振興と活性化へ 11/8 結城市できものサミット H20.10.02 日本繊維 

笠間焼関連 
再考 茨城県の文化 笠間・炎の祭典 「笠間焼」を

多彩に発信 
H20.10.19 茨城新聞 

いばらき研究開発推進事業｢中
食｣ 

弁当の栄養情報携帯で読み取り カスミなど健康管理
研究 

H20.10.23 日刊工業新聞 

デザイン開発支援事業 焼き芋焼酎商品化 来月 3 日発売 地元紅あずま原料 H20.10.24 茨城新聞 



蒸さずに焼き上げまろやかな味 

3 次元回転培養装置（いばらき研
究開発推進事業） 

3 次元回転培養装置 自動制御で試作品 ツジ電子と
産総 長期間の手動調達不要 

H20.10.30 日刊工業新聞 

のむす 
果汁原料の飲料酢発売 野村醸造 健康志向で高付加

価値 
H20.11.07 茨城新聞 

マグネシウム関係 マグネシウム 茨城の代名詞に H20.11.14 日本経済新聞 

茶陶研究会 笠間で魯山人野点茶会 紅葉眺めて一服 H20.11.23 茨城新聞 

つくば IT フォーラム 受注業務システム化 H20.11.26 日本経済新聞 

いばらき産業人クラブ  
コーディネーター 藤沼センター長 

若手経営者，後継者が語る我が社の事業継承 H20.11.27 日刊工業新聞 

のむす 茨城産果実で飲用の酢 H20.11.26 日経流通新聞 

茨城マグネシウム工業会 
県の加工技術 世界に PR 茨城マグネシウム工業会 
つくばで国際展 

H20.11.28 常陽新聞 

センター関連製品展示 
県内中小企業の工業製品を展示 県庁 工業技術セン
ターとの技術連携 

H20.12.17 茨城新聞 

紬関係 
結城紬の「お守り」開発 県の指導所や問屋が共同研

究 地元神社で発売へ 
H20.12.30 朝日新聞 

ひとにやさしい器 障害者ら使えるカップなど 200 点 H21.01.09 毎日新聞 

馨る茨城 
せっけん 6 種，香を商品化 馨る茨城！プロジェクト

の成果発表 県商工会連合会 
H21.01.21 常陽新聞 

窯業指導所成形Ⅱ科作品展 
陶芸家の卵作品展 窯業指導所研修生 4 人 装飾技法
を追求 

H21.01.23 茨城新聞 

レアメタル 廃小型家電からレアメタル回収 県，日立市で実験 H21.01.31 日本経済新聞 

茨城県研究開発型企業交流協会 IRDA 20周年フォーラム 茨城県研究開発型企業交流協会 H21.02.17 日刊工業新聞 

 

 

雑誌など 9 件 （H21.02.28 現在まで） 

センター紹介 茨城県工業技術センター 施設紹介 業務案内  H20.07 
公害防止協会だより 

No.219 

家庭用エアコン洗浄キット 
地方発ここに注目 熱交換器とファンを腐食させ
ずに徹底洗浄 家庭用エアコン洗浄キット 

H20.09.22 
日経 新製品 

ウォッチャー No.84 

結城紬 メールマガジン読者募集 H20.09.26 free(フリーペーパー) 

センター紹介 先端技術部 
先端技術部門紹介 「非破壊によるコンクリート劣
化診断技術の研究」プロジェクト研究紹介 

H20.09 公害防止協会だよりNo.220 

特許紹介 図柄の輪郭を自動修正できる画像処理装置 H20.11.01 wing21 いばらき 

繊維工業指導所 
技術支援のハブ機関を目指して～工業技術センタ
ー繊維工業指導所 

H20.11.15 
メルマガ いばらき 
08/11/15 Vol.150 

結城紬関係 結城紬のお守り袋 H20.11.30 
メルマガ いばらき 
08/11/30 Vol.151 

ひとにやさしい器 味なひととき ひとにやさしい器 H20.12.31 
カスミ広報誌ちゃーぶる 

Vol.2008 December 
H61 株入り飲むヨーグル 
耐熱陶器(天心焼） 

グリーンふるさと起業化支援事業 
H61 株入り飲むヨーグルト・耐熱陶器(天心焼） 

2009/1 発行 
グリーンふるさと茨城  

No.63 

 
 

テレビ 7件，ラジオ 5件（H21.02.28 現在まで） 

TV 
笠間のイベント情報(窯業指導所フ
ェア） 

H20.04.30 NHK 域地上波デジタル放送 
いばらきわいわいスタジオ 
（いばらき情報局「笠間で過

ごす大型連休」 

TV 奥久慈漆振興活動について H20.06.16 NHK 域地上波デジタル放送 いばらきわいわいスタジオ 

ラジオ 奥久慈漆振興活動について H20.06.30 茨城放送 ニュース 

TV 水戸駅 わら納豆の像お目見え H20.07.10 NHK 域地上波デジタル放送 17:22 放映 

ラジオ 
ツ キ 板 を 利用 し た 透光 型 建具
「MODERN LIFE 景(ひかり）」の開発 

H20.07.28 茨城放送 
『夕刊ほっと』生出演にて 

紹介 

ラジオ 奥久慈漆振興活動について H20.09.20 NHK 水戸放送局(ラジオ取材) 
ラジオあさいちばん 
「ふるさと元気情報」 

TV 奥久慈漆振興活動について H20.10.02 NHK 域地上波デジタル放送 いばらきわいわいスタジオ 

TV 笠間焼後継者育成事業 H20.11.05 NHK 域地上波デジタル放送 いばらきわいわいスタジオ 

ラジオ 
茨城育ちの乳酸菌で作った新しい
「飲むヨーグルト」 

H20.12.15 茨城放送 
「夕刊ほっと」の「ほっと 

ボイス」にて生出演 

ラジオ 共同研究「本場結城紬のお守り袋」 H20.12.29 茨城放送 
「夕刊ほっと」の「ほっと 

ボイス」にて生出演 

TV 
工業技術センター，前川製作所(株)

で開発した「凍結濃縮日本酒」 
H21.01.26 ㈱NHK エデュケーショナル 

 NHK 国際放送 

「Begin Japanology」 

TV ㈱エス・ジー・シー「軒天井」関連 H21.02.08 フジテレビ「おはよう茨城」 「おはよう茨城」 

      




