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H26.4.3 愛媛新聞 業界担う技術者に　四国タオル工業組合　人材養成開校式　今治

H26.4.3 朝日新聞 繊維技術センター今治新都市へ移転

H26.4.4 毎日新聞 いまばりレスキュータオル　県が「開拓者認定」

H26.4.9 朝日新聞 サイクリスト向けミニタオル

H26.4.17 日本経済新聞 具だくさん！？「おむつカレー」出産祝い品　今治タオルなど使う

H26.4.21 愛媛新聞 シューカツＮａｖｉ　統率力や挑戦姿勢重視　一広

H26.5.2 愛媛新聞 タオル商標「今治」　中国企業の登録却下

H26.5.2 朝日新聞 「今治」の商標　中国認めず　上海企業出願に委員会裁定

H26.5.2 読売新聞 「今治」商標タオルに認めず　ベッドカバーも　中国当局、現地企業に

H26.5.2 毎日新聞 「今治」商標　上海企業の登録認めず　中国の審査機関が裁定

H26.5.2 日本経済新聞 「今治」登録認めず　中国当局　現地社の商標出願で

H26.5.9 毎日新聞 今治タオルフェア

H26.5.9 愛媛新聞 僕らの綿花でタオルを　今治・南高生と支援学校生　種まき

H26.5.11 愛媛新聞 好みのタオル探しに汗　今治でフェア　市価の半額にぎわい

H26.5.11 産経新聞 愛媛の「すごモノ」募集　伝統的特産品や県内商品

H26.5.15 毎日新聞 自慢の１００点データベース化

H26.5.15 愛媛新聞 愛媛の物産　魅力発信　都内５点逸品大使館に　県初認定

H26.5.15 日本経済新聞 今治タオル　２割増産体制　丸栄タオル

H26.5.16 愛媛新聞 復興支援へタオル寄贈

H26.5.21 愛媛新聞 ご当地グッズでアピール　大阪コラボ「新喜劇」も開演

H26.5.24 愛媛新聞 今治　県繊維産業技術センター新築移転　タオル業界に新たな追い風

H26.5.24 愛媛新聞 タオルで村上水軍気分　映画公開に合わせ販売　今治・丸栄タオル

H26.5.27 愛媛新聞 タオル生産　技術に磨き　エキスパート研修開講　今治

H26.6.2 産経新聞 今治タオル　娘の”お守り”に　作家藤岡陽子さん

H26.6.3 愛媛新聞 バリィさん香港に進出　海外初の公式店舗

H26.6.6 愛媛新聞 タオル人気　地域元気に　快適かつ楽しく

H26.6.17 愛媛新聞 雇用拡大へ１億４５２０万円　衣食住分野　求職者向け訓練も

H26.6.20 愛媛新聞 タオル技術の最前線　今治で展示会　横糸デザインなど７９点

H26.6.30 愛媛新聞 ながーく柔らか絵巻物　今治ムーミンのタオル披露

H26.7.2 愛媛新聞 今治タオル体操愛好会　市内浸透　観光客へも

H26.7.2 日本経済新聞 今治タオルの旅行用品　「伊織」が販売　アイマスクなど

H26.7.8 日本経済新聞 今治タオル海外出展加速　英・シンガポール見本市に

H26.7.8 日本経済新聞 「逸品大使館」６店追加

H26.7.9 愛媛新聞 「風で織るタオル」ＰＲ　今治のメーカー　環境イベント出展

H26.7.14 読売新聞 ムーミン４０メートルタオル　今治の美術館

H26.7.16 愛媛新聞 「今治タオル」再出願　中国商標局に市と組合

H26.7.16 日本経済新聞 「今治タオル」中国で商標出願　製造業組合
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H26.7.24 日本経済新聞 今治タオルなど開発や販促　愛媛県の支援事業始動

H26.7.26 愛媛新聞 タオル織機すごい速さ　今治・工場見学　小学生刺しゅう体験も

H26.8.14 日本経済新聞 今治タオル　国内一貫生産　一広、需要増で８年ぶり

H26.8.14 愛媛新聞 タオル職人の技　検定　今治　若手や中堅６人挑戦

H26.8.15 愛媛新聞 タオル美術館スタッフ　今治市　文化発信へ知恵絞る

H26.8.15 産経新聞 今治タオルのバスタオルを５人に　プレゼント

H26.8.30 毎日新聞 織り機　部品集め復元　江戸～大正時代に活躍　体験工房オープン

H26.9.3 日本経済新聞 今治タオル　設備投資活発　自社ブランド磨きで備え

H26.9.5 愛媛新聞 １４年度えひめの伝統工芸　ショールにアクリル繊維

H26.9.9 日本経済新聞 天然コットン京都で勝負　タオルや寝具ファン開拓

H26.9.11 愛媛新聞 今治タオル１７日から英国で展示　吸水性と肌触りＰＲへ

H26.9.12 愛媛新聞 目指せタオルの達人　今治など全国３会場　ソムリエ試験に５９０人

H26.9.13 愛媛新聞 まるで絹　高級ストール　今治のショップ販売へ　市内産綿製品第２弾

H26.9.17 読売新聞 英国展示会に今治タオル　きょうから「モノ作り世界に発信」

H26.9.20 愛媛新聞 ゆとり運転呼び掛け　今治ドライバーに啓発グッズ

H26.10.10 愛媛新聞 【今治市】今治せんいまつり２０１４

H26.10.12 愛媛新聞 地元タオル特価で－今治「せんいまつり」－手触り・柄熱心に品定め

H26.10.15 愛媛新聞 自転車の友に今治タオル　５社開発　バンダナなど専用５点

H26.10.18 朝日新聞 今治タオルフェア

H26.10.18 朝日新聞 佐藤可士和のデザイン最前線　「潔い世界観」が評判に

H26.10.22 毎日新聞 第３３回今治タオルフェア

H26.10.26 愛媛新聞 高品質タオル　市民ら好感触　今治でフェア

H26.10.29 愛媛新聞 今治タオル販売店「伊織」東京銀座に初出店

H26.10.31 愛媛新聞 商標「今治」　縫製類も登録却下　中国当局市側の主張認める

H26.10.31 日本経済新聞 「今治」商標登録衣服も認めず　中国企業申請に当局裁定

H26.10.31 毎日新聞 商標「今治」、上海側の登録認めず

H26.10.31 読売新聞 「今治」の洋服など商標登録認めず　中国委員会

H26.11.5 毎日新聞 毎日農業記録賞　「タオルで連携」題材に

H26.11.8 愛媛新聞 自転車でしまなみお勧め　東京･えひめフェス開幕　古田さんＰＲ

H26.11.13 愛媛新聞 名産タオルで健康に　今治観光客に創作体操指導

H26.11.22 愛媛新聞 一足早くＸマス気分　今治の商店街　園児らツリー点灯

H26.11.22 朝日新聞 今治タオルで飾ったよ　園児も参加しツリー完成

H26.11.26 愛媛新聞 タオルのまちで原料栽培　今治南高生綿花を収穫

H26.11.27 愛媛新聞 サイクリストのための今治タオル展

H26.11.28 愛媛新聞 ふるさと納税者に今治タオル　贈呈不足額２２００万円充当　今治市

H26.11.28 毎日新聞 ”深紅の花”咲いた　今治タオルでツリー

H26.12.3 愛媛新聞 手織りコースターできた　今治で体験教室

H26.12.3 愛媛新聞 タオル人形劇いざ本番　今治のグループ７日公演練習に熱

H26.12.4 愛媛新聞 今治タオル復活劇　本に　「地場産業再生の参考にして」
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H26.12.4 愛媛新聞 「今治」など悪意の商標出願　国際会議で対策協議　日米欧中韓

H26.12.4 読売新聞 今治タオル使用Ｘマスツリー　商店街に３個

H26.12.6 愛媛新聞 商標保護　改善へ努力　「今治」など悪意の出願

H26.12.10 読売新聞 タオル製造　円安で打撃　雇用改善若者に「風」

H26.12.12 産経新聞 今治タオルのバスタオルを５人に　プレゼント

H26.12.12 愛媛新聞 今治産綿花の超高級タオル発売

H26.12.13 愛媛新聞 今治タオル体操　簡単な動きで体伸ばす

H26.12.17 読売新聞 今治タオル強さの秘密　組合、佐藤可士和さん共著

H26.12.23 愛媛新聞 火災避難用のタオル３０００枚寄付　今治の会社　市に

H26.12.25 愛媛新聞 陸の玄関力作彩る　ポスターやタオル９０点　ＪＲ今治駅

H26.12.30 毎日新聞 生徒の技術発表エキナカ作品展　今治

H26.12.30 産経新聞 今治タオル　高校生らデザイン　童話やアニメ題材　駅構内に展示

H27.1.1 愛媛新聞 第６３回愛媛新聞賞　産業経済　四国タオル工業組合

今治タオルを高級タオルとしてブランド化し、産地を再生

H27.1.5 愛媛新聞 設備投資活発「バブル期以来」　今治タオル販売好調

H27.1.6 日本経済新聞 お肌スッキリ？歌舞伎マスク　丸栄タオル、「弁慶」など６種

H27.1.7 愛媛新聞 郷土の発展に尽力　愛媛新聞賞･スポーツ賞・７団体・６個人を表彰

H27.1.7 朝日新聞 自由な発想　タオルの街ＰＲ

H27.1.13 読売新聞 タオルの魅力　高校生紡ぐ　今治駅構内に作品５０点

H27.1.13 読売新聞 タオル知名度向上に力

H27.1.16 朝日新聞 今治タオルの"奇跡”本に　良品売り込みのヒントに

H27.1.17 愛媛新聞 「ｉｍａｂａｒｉ　今治」商標　中国当局、登録認めず

H27.1.17 日本経済新聞 「今治」登録　個人も認めず　中国当局、商標申請巡り

H27.1.17 読売新聞 今治タオル酷似商標　中国の委員会認めず

H27.1.17 朝日新聞 佐藤可士和のデザイン最前線　日本ブランドの価値

H27.1.18 愛媛新聞 斬新　繊維デザイン　今治工高　市内で卒業制作展

H27.1.20 愛媛新聞 タオルや多島美　今治の魅力実感　台湾からの視察団

H27.1.20 朝日新聞 火災避難用水タオル贈る　今治の会社、市に３０００枚

H27.1.21 毎日新聞 今治タオル「品質」で活路開く　ブランド戦略成功”奇跡の復活”本に

H27.1.24 読売新聞 「今治タオル　よく使う」紺野美紗子さん　知事訪問

H27.1.24 愛媛新聞 今治特産品東京でＰＲ

H27.1.27 日本経済新聞 今治タオル　よろず相談　愛媛県繊維産業技術センター

H27.1.29 愛媛新聞 今治タオル　英で展示　工業組合来月フェア参加

H27.2.10 愛媛新聞 「今治」広告も不可　中国商標局

H27.2.10 朝日新聞 「今治」商標出願広告分野も退け　中国　問題解決へ

H27.2.10 読売新聞 「今治」商標登録広告も認めず　中国の委員会

H27.2.10 日本経済新聞 「今治」商標　係争が解決　中国の機関　現地で登録認めず

H27.2.10 毎日新聞 「今治」商標問題決着

H27.2.13 日本経済新聞 東京駅で愛媛ＰＲ　今治タオル・砥部焼…　展示販売会を開催

Copyright (C) Imabari City Library All Rights Reserved.



掲載年月日 掲載新聞社名 見出し

H27.2.15 愛媛新聞 「今治」商標の係争解決

H27.2.18 読売新聞 火災非難に威力　水タオル試して　今治の会社　市に３０００枚

H27.2.19 毎日新聞 "身分証明書”付け　魚放流

H27.2.21 愛媛新聞 独創アイデア熱く競う　今治　専門高生が作品発表

H27.2.22 愛媛新聞 東京駅　愛媛の伝統技術アピール　２１事業者　タオルなど展示販売

H27.2.25 愛媛新聞 都内に「逸品大使館」

H27.2.27 愛媛新聞 知名度高まり自信に　同業店増で相乗効果　丸栄タオル（今治）

H27.3.18 愛媛新聞 今治タオルで都バスグッズ

H27.3.28 愛媛新聞 タオル産業　次代担う　今治の専門校　養成訓練2人終了

 
「タオルびと」のロゴマークは、
瀬戸内の穏やかな波とタオルの
パイルをイメージしたものです。
10のパイルは「十人十色」の意味
です。 
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