平成２５年度 今治タオル関連新聞記事一覧
掲載年月日

見出し

掲載新聞社名

H25.4.1 愛媛新聞

タオル産業担う訓練生７人終了 今治の専門校

H25.4.9 毎日新聞

世界で好評今治タオル ミラノの見本市で受注額３倍に

H25.4.16 愛媛新聞

今治タオルうれしい課題 ブランド好調で求人急増 不足の職人育成急げ

H25.4.26 読売新聞

今治タオル体操解説本全国発売 年齢問わず手軽ＴＶで話題

H25.4.26 日本経済新聞

ナプキン製造のさくらコットン 仕事があるときに自由出社

H25.4.28 愛媛新聞

今治タオルで健康に 愛好会「体操」解説本出版

H25.5.2 愛媛新聞

今治タオル絶好調 地元と東京の組合直営店 売り上げ年１億円突破

H25.5.3 愛媛新聞

今治市第３０回今治タオルフェア

H25.5.5 愛媛新聞

バリィミクス効果抜群 ゆるキャラ日本一追い風 商品化引く手あまた

H25.5.11 読売新聞

今治タオル格安販売 きょうからテクスポート

H25.5.11 毎日新聞

今治タオルフェア きょうから多彩なイベントも

H25.5.11 愛媛新聞

綿の種まき園児ら楽しむ

H25.5.12 愛媛新聞

お目当てタオル格安！ 今治市価の半額以下に歓喜

H25.5.18 毎日新聞

今治タオル 端切れ活用 福岡の主婦バスマットの材料に

H25.5.30 日本経済新聞

エイトワン タオル生地生かす ベビー用品を自社開発

H25.5.31 読売新聞

今治タオル体操 市が採用 3日から始業前に

H25.6.4 愛媛新聞

タオル体操で心身スッキリ 今治市始業前運動に導入

H25.6.4 毎日新聞

今治市職員がタオル体操 健康維持と産地アピール

H25.6.4 愛媛新聞

池内タオル 日本企業で初自社電力すべて賄う風力発電の国際認証取得

H25.6.5 読売新聞

タオルソムリエ９月に検定試験

H25.6.6 日本経済新聞

ビジネスアシスト四国、愛媛産品の販路開く

H25.6.6 産経新聞

大阪で定期的に「フェア」 市町と連携、特産品ＰＲ 愛媛県が27日から

H25.6.7 愛媛新聞

大使館職員に特産品をＰＲ 県内４市、東京で

H25.6.7 読売新聞

円安好感 燃料、原料高騰不安も

H25.6.14 毎日新聞

タオル端切れを燃料に 愛媛･今治「エネルギーの地産地消」

H25.6.14 産経新聞

タオル体操で愛媛元気に 今治の愛好会、知事にＰＲ

H25.6.15 読売新聞

空梅雨県内ピンチ タオル染色懸念

H25.6.19 朝日新聞

タオルに銅 殺菌力 医療機関向け発売へ Ｏ１５７などに効果

H25.6.19 朝日新聞

今治タオルＷｅｂでお得 「伊予ノ国タヲル舗」1周年

H25.6.20 毎日新聞

乳酸が臭いを抑制 部屋干しに強いタオル 県センター坂本主任が開発

H25.6.21 愛媛新聞

タオル端切れで燃料 県繊維センター 研究成果66点展示 今治

H25.6.22 愛媛新聞

今治の恵み優しい色に 市役所ロビーでタオル展

H25.6.30 日本経済新聞

今治市、始業前にタオル体操 産地、普及へ「健康」訴え

H25.7.10 日本経済新聞

「今治」商標巡り再審請求 異議不成立 市など、中国当局に

H25.7.10 読売新聞

中国企業が「今治」商標出願 タオル組合と市 再審請求

H25.7.10 朝日新聞

「今治」中国で商標出願 異議申し立て不成立

H25.7.10 愛媛新聞

今治タオル商標登録問題 中国、異議申し立て却下
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H25.7.12 愛媛新聞

タオル美術館に新工場 一広 国内需要増に対応

H25.7.19 朝日新聞

２０１３参院選 タオル工場 現場の実態合う制度に

H25.7.20 読売新聞

２０１３参院選 争点の現場 経済政策 地方の景気回復急務

H25.7.23 愛媛新聞

タオルが結ぶ支援の輪 宮城の施設に愛媛から２４００枚

H25.7.25 愛媛新聞

今治タオルにポケットが 技術専門校の訓練生考案

H25.7.26 朝日新聞

タオルで貢献 風力発電 今治の「池内タオル」が国際認証

H25.7.28 愛媛新聞

アベノミクス地場産業への影響 法人需要の回復を期待

H25.8.3 愛媛新聞

今治産綿花や徳島の藍などコラボ 「四国ジーンズ」製造へ

H25.8.7 愛媛新聞

ママ目線で商品開発

H25.8.10 日本経済新聞

タオルの生産能力３割増 一広、最新鋭の織機増設

H25.8.14 日本経済新聞

タオル切れ端バイオ燃料に 今治でリサイクル始動

H25.8.14 愛媛新聞

自慢のタオル製造技術披露 今治技能検定１１人が挑戦

H25.8.15 日本経済新聞

今治タオルのエイトワン 東京など大都市積極出店

H25.8.20 日本経済新聞

一広朝倉工場 タオル新型織機導入 高速、空気噴射で糸送る

H25.8.24 愛媛新聞

値段･品質「プラチナ」級！ 今治綿で３万円タオル

H25.8.30 日本経済新聞

今治産綿で高級タオル ジェイギフト肌触り良く長持ち

H25.9.11 愛媛新聞

今治タオル親しんで 市、保育所に１００枚贈る

H25.9.12 朝日新聞

タオル体操「出前」気仙沼へ きょう今治出発

H25.9.25 毎日新聞

低エネルギー、低コストの染色に成功

H25.9.27 毎日新聞

今治タオルタスキに ２９日リレーマラソン大会

H25.9.28 読売新聞

タオルソムリエ新たに３７３人誕生 受験、合格とも最多

H25.9.30 愛媛新聞

特産のタオルでたくさんつなぐ 今治・リレーマラソン

H25.10.2 読売新聞

タオルつないで力走！ 今治でリレーマラソン

H25.10.2 愛媛新聞

今治タオル×砥部焼きコラボ 統一デザインで製品化

H25.10.3 愛媛新聞

若い視点 魅力再発見 今治 タオル産業や島しょ部

H25.10.4 愛媛新聞

煙防ぐぬれタオル入賞 グットデザインベスト１００

H25.10.12 毎日新聞

タオル選びはお任せ ソムリエに初の高校生

H25.10.13 愛媛新聞

タオル製品特価で販売 今治せんいまつり

H25.10.16 日本経済新聞

火災避難用ぬれタオル 宮崎タオルが新会社

H25.10.25 日本経済新聞

「今治」商標巡り市とタオル組合 中国大使館訪問へ

H25.10.25 愛媛新聞

第３１回今治タオルフェア

H25.10.25 産経新聞

第３１回今治タオルフェア

H25.10.28 愛媛新聞

特産タオル品質抜群 今治でフェア格安販売にぎわう

H25.10.29 愛媛新聞

社協にタオル寄贈

H25.11.1 愛媛新聞

タオルの革新 取材最前線

H25.11.2 読売新聞

「今治」商標取り下げ協力を 市長ら中国大使館へ要請

H25.11.4 読売新聞

五輪で披露最大の夢 タオル体操愛好会

H25.11.7 日本経済新聞

今治タオル、台湾に出展 四国タオル工業組合 菓子とセットで紹介

H25.11.8 愛媛新聞

バッチり タオル体操 今治の愛好会普及向けに製作
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H25.11.14 朝日新聞

超高級今治タオル ３万円のバスタオル

H25.11.22 愛媛新聞

「ｉｍａｂａｒｉ 今治」商標登録 市など中国に再審請求

H25.11.22 朝日新聞

「今治」商標出願 再審を請求 市など中国裁定に不服

H25.11.22 読売新聞

「ｉｍａｂａｒｉ今治」も出願 商標問題 市など中国に再審請求

H25.11.22 毎日新聞

中国での「今治」商標めぐり２件目の再審請求

H25.11.22 日本経済新聞

「今治」商標で再審請求 市とタオル組合 出願巡りに中国に

H25.11.23 朝日新聞

タオルソムリエ高校生が初合格

H25.11.26 愛媛新聞

菱花 幅４メートルのジャガード織物

H25.11.28 愛媛新聞

デザインで商品差別化 今治でセミナー繊維業者ら５０人学ぶ

H25.11.28 愛媛新聞

タオル人形劇準備着々 今治のグループ 来月１日上演練習に熱

H25.12.3 日本経済新聞

ビジネスアシスト四国 東京に愛媛特産品店

H25.12.4 日本経済新聞

女性目線の商品開発 成功の秘訣教えます

H25.12.11 朝日新聞

今治タオル 高知に進出

H25.12.12 朝日新聞

タオルで飾り Ｘマスツリー

H25.12.13 愛媛新聞

今治タオル専門店 「伊織」 が京都出店

H25.12.23 愛媛新聞

タオル地いい使い心地 布製生理用品を済美高校生に寄贈

H26.1.5 愛媛新聞

タオルソムリエ高校生が初合格

H26.1.10 愛媛新聞

丸栄タオル 横浜出店

H26.1.19 読売新聞

今治タオルＰＲに夢 高校生「タオルソムリエ」

H26.1.22 日本経済新聞

「今治」中国で商標苦慮

H26.2.6 愛媛新聞

「愛媛ブース」初出展 東京生活雑貨見本市に9業者

H26.2.8 産経新聞

愛媛の技 都内でアピール セレクトショップオープン

H26.2.9 愛媛新聞

好調今治タオルの課題 人員や設備追いつかず

H26.2.10 愛媛新聞

赤ちゃんの寝相タオルでアート 今治で写真展

H26.2.12 愛媛新聞

今治に負けられへん！ 泉州タオル巻き返しへ

H26.2.19 朝日新聞

恵比寿に愛媛県産品ショップ

H26.2.22 愛媛新聞

タオル製品など１年の成果発表 今治高等技術専門校

H26.2.26 毎日新聞

肌触りいい「ワッフルタオル」開発 愛媛県立今治工高繊維デザイン科

H26.2.28 愛媛新聞

池内タオルがあす社名変更

H26.3.4 愛媛新聞

今治タオルの戦略学ぶ マレーシア公社職員「自国で応用を」

H26.3.7 愛媛新聞

今治タオルのはき心地 ボブソンがジーンズ発売

H26.3.14 愛媛新聞

今治タオル 品質ＰＲ シンガポール 組合、見本市出展

H26.3.19 愛媛新聞

今治タオル体操帰国後も広めて 中国語版ＤＶＤ愛好会が制作

H26.3.19 愛媛新聞

中国でもタオル体操を

H26.3.20 愛媛新聞

被災地復興願い義援金を託す 四国タオル組合

H26.3.23 読売新聞

クールジャパン戦略 今治タオル事例紹介

H26.3.29 愛媛新聞

新・繊維センター完成 県が今治新都市に移転

H26.3.29 愛媛新聞

地元タオル業に貢献誓う 今治 専門知識と技術２人終了

H26.3.30 毎日新聞

繊維センター落成式 今治 県、新たな開発機能満載
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