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H27.4.2 愛媛新聞 山下清の世界　タオルで　今治「五十三次」再現２７点展示

H27.4.3 愛媛新聞 今治タオル担う気概　四国工組人材養成　訓練生３人開校式

H27.4.4 愛媛新聞 女王のローブ今治タオルに　県庁でお披露目式　米ゴルフ第１戦

H27.4.4 愛媛新聞 全米に今治タオルＰＲ

H27.4.4 日本経済新聞 「今治タオル」のバスローブ　米女子ゴルフ勝者に　全日空

H27.4.6 産経新聞 全米女子ゴルフＶ　賞品は今治タオル　「バスローブ」披露

H27.4.8 愛媛新聞 今治タオルのローブ着用　米女子ＡＮＡ　優勝リンシカム「儀式」

H27.4.9 愛媛新聞 梅津寺再開発　キーワードは「体験」　今治タオルなど活用　エイトワン

H27.4.10 毎日新聞 センバツ2015　応援団優秀賞に今治西　鮮やかタオル・人文字　盾を贈呈

H27.4.15 毎日新聞 今治タオルでマスク　洗って使える　優しい肌触り　伊織が発売

H27.4.15 朝日新聞 明日を拓く　癒やし　タオルで紡ぐ　一広（今治市）

H27.4.17 産経新聞 プレゼント　今治タオルのバスタオルを５人に

H27.4.22 日本経済新聞 愛媛特産　東京で販路拡大　今治タオルや菊間瓦

H27.4.25 愛媛新聞 吉祥寺に県産雑貨店　東京　今治タオルなど２００点扱う

H27.4.29 毎日新聞 第３４回今治タオルフェア

H27.5.8 産経新聞 今治タオルフェア

H27.5.8 愛媛新聞 母の日需要　取り込み懸命　「定番」好評　国産・高級品を充実

H27.5.10 愛媛新聞 お買い得タオル　品定めの目真剣　今治でフェア

H27.5.16 愛媛新聞 今治タオル　産地一丸で　ブランド化手掛けた佐藤可士和さんに聞く

H27.5.16 愛媛新聞 仏にアンテナ店　期間限定開設へ　四国タオル工組総会

H27.5.19 愛媛新聞 よさこい風　砥部焼やタオル

H27.5.19 朝日新聞 海事産業ＰＲ　「バリシップ」　２１～２３日、今治で

H27.5.21 愛媛新聞 バリシップきょう開幕　今治　最多３１３社出展

H27.5.21 読売新聞 ＦＣ今治　熱気アシスト　市役所にコーナー

H27.5.24 愛媛新聞 「タオルと船」で世界一！　今治・バリシップ　モザイク画ギネス認定

H27.5.24 読売新聞 3063平方メートル　タオルで巨大絵　今治産1万2100枚使用　ギネス認定

H27.5.24 朝日新聞 タオルで巨大モザイクアート　今治でイベント　ギネス記録認定

H27.5.26 朝日新聞 タオルのこだわり　タオルソムリエに聞く

H27.5.29 愛媛新聞 今治「バリシップ２０１５」フォトスケッチ　ギネスに挑戦

H27.5.30 朝日新聞 お駄賃は「ギネスのタオル」　今治で１日　アート撤去協力者募る

H27.5.31 愛媛新聞 うれしい大山祇神社公演/今治タオル愛用してます　市川猿之助さん

H27.5.31 愛媛新聞 タオルモザイクでギネス

H27.6.6 日本経済新聞 免税店　４県でも急拡大　今治タオルＰＲ

H27.6.7 愛媛新聞 愛媛発　タオルや砥部焼　東京で催し５００種出展　ＰＲ

H27.6.19 愛媛新聞 最新技術　製品に生かそう　今治・県繊維センター　研究成果展示会

H27.6.21 読売新聞 ギネス認定記念展示　今治市役所ロビーに展示

H27.6.22 愛媛新聞 今治タオル「一丸」体制　大口注文で生産協力　中国への流出歯止め

平成２７年度　今治タオル関連新聞記事一覧
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H27.6.26 読売新聞 県外客沸いた９６万人増　昨年観光２６４６万人

H27.6.26 愛媛新聞 今治の体験工房手軽さ好評　足踏み織機使用　織り上がり明治の薫り

H27.6.29 愛媛新聞 今治産タオルで草木染体験教室　県繊維センター

H27.7.12 毎日新聞 関わる人　幸せにしたい　地域と歩む起業家　大藪崇さん

H27.7.19 愛媛新聞 安心して使える今治タオル

H27.7.21 朝日新聞 今治タオルハンカチで東北応援　宮城の綿花使用　イオン発売

H27.7.31 愛媛新聞 タオル接客技術　現場で　今治の専門校生　販売実習　松山

H27.7.31 朝日新聞 韓国の島から交流団　村上水軍が縁　１３人、あす今治へ

H27.8.9 読売新聞 校歌を歌いながら校章が入った今治特産のタオルをかざす生徒ら　今治西

H27.8.10 愛媛新聞 国体有望選手タオルで応援　松山　商工中金が贈呈

H27.8.12 朝日新聞 育児ママの意見　商品化　エルパティオ

H27.8.14 愛媛新聞 タオル製造「１級」挑む　今治で技能検定に６人

H27.8.20 日本経済新聞 今治産のガーゼタオル

H27.8.24 愛媛新聞 シューカツＮａｖｉ　産業継続の使命感重視

H27.8.26 朝日新聞 アエルで会える　松山、きょう全面開業

H27.8.26 愛媛新聞 アエル松山　きょうグランドオープン　ラフォーレ跡

H27.9.2 愛媛新聞 宿泊客に県産品　地域活性化図れ　松山で講演会

H27.9.4 愛媛新聞 アメ横から今治発信　東京・上野の大型ビジョン　認知度向上へＣＭ放映

H27.9.11 愛媛新聞 タオルソムリエ　受験者最多７５７人　今治など３会場

H27.9.17 毎日新聞 私の元気の秘密　名産タオル使い体操

H27.9.18 愛媛新聞 スヌーピー　タオルで再現　今治でアート展　技術駆使し変遷表す

H27.9.22 朝日新聞 スヌーピー漫画　タオルで　今治、初期～後期２４点展示

H27.10.6 読売新聞 ＴＰＰ歓迎と危機感　消費者家計助かる　生産者競争厳しく

H27.10.6 愛媛新聞 ＴＰＰ大筋合意　県内期待と懸念　農業団体「誠に遺憾」

H27.10.9 産経新聞 今治せんいまつり

H27.10.9 愛媛新聞 【今治市】今治せんいまつり2015

H27.10.10 愛媛新聞 タオルや海産　今治人気上々　東京･新宿

H27.10.10 愛媛新聞 外国人誘客へ免税対応　しまなみ沿線道の駅３店

H27.10.11 愛媛新聞 格安タオル　どれにする？　今治「せんいまつり」　40事業者出品　

H27.10.25 愛媛新聞 お手ごろ価格の良質タオル即売　今治きょうまで

H27.10.27 愛媛新聞 今治タオル目標　「泉州」輸出強化　大阪でブランド新設

H27.10.28 朝日新聞 リレーおぴにおん　よみがえる４　愛媛から目指す　新潮流　エイトワン社長

H27.11.3 朝日新聞 今治の人口　２５年後３割減へ　市試算　海事･タオル産業など対策

H27.11.6 読売新聞 第３回今治タオルリレーマラソン

H27.11.12 日本経済新聞 今治タオル　ＮＹに出店　ＩＫＥＵＣＨＩ　ＴＰＰ発効視野　米に攻勢

H27.11.14 愛媛新聞 タオル染織業界　さらなる発展を　今治・県工組５０年祝う

H27.11.18 朝日新聞 仏テロ受け　四国タオル工業組合　パリ出店見送りへ

H27.11.18 愛媛新聞 四国タオル工組　仏アンテナ店開設中止

H27.11.18 毎日新聞 パリへの出店断念　今治タオル　テロで「安全第一」
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H27.11.18 読売新聞 今治タオル　パリ出店中止　四国工業組合「安全担保されぬ」

H27.11.20 産経新聞 「今治タオル」パリ出店中止　工業組合　同時多発テロ影響

H27.11.26 読売新聞 今治タオル　ＮＹくるむ　メーカー出店　ブランドＰＲ拠点に

H27.11.26 産経新聞 今治＆泉州タオル　ブランド確立急げ　ＴＰＰ輸出拡大「チャンス」

H27.11.26 毎日新聞 タオルでツリー　今治・アーケード商店街

H27.11.26 朝日新聞 ツリー　飾りはタオル　今治商店街

H27.11.26 読売新聞 スヌーピー　ふわふわ４０点　今治の美術館

H27.11.27 日本経済新聞 ギフト需要、米に的　ＴＰＰ合意で関税撤廃へ　タオル輸出戦略

H27.11.27 毎日新聞 造船、タオル産業活用を　今治市　第２次総合計画答申

H27.12.4 産経新聞 タオル大即売会

H27.12.6 朝日新聞 ＴＰＰ　地方の挑戦　メガネ･タオル・九谷焼　輸出増狙う

H27.12.13 読売新聞 県いいもの人気上昇　逸品大使館　首都圏１０店超

H27.12.15 愛媛新聞 今治タオル　縫製品　看板商品に成長　丸栄タオル（今治市）

H27.12.19 愛媛新聞 食べても安全なタオル作りへ　業界初　食品の国際規格取得

H27.12.22 日本経済新聞 一広、認定ロゴ不正使用　今治タオル、申請せず出荷

H27.12.23 朝日新聞 今治タオル　未認定出荷　一広の子会社、全国に３５万枚

H27.12.23 愛媛新聞 一広　今治タオルロゴ不正　未認定で３５万枚出荷

H27.12.23 日本経済新聞 一広へ提供停止　今治タオルロゴ　未認定出荷受け　工業組合

H27.12.23 読売新聞 「今治タオル」ロゴ無断使用　３５万点以上　製造会社が自主回収

H27.12.23 毎日新聞 今治タオル　未認定商品にマーク　今治のメーカー　３５万枚余を回収

H27.12.25 産経新聞 「今治タオル」認定受けず出荷　３５万枚にロゴ、「一広」が回収へ

H27.12.27 愛媛新聞 一広が「今治タオル」不正

H28.1.7 日本経済新聞 地域ブランドづくり支援　サイト開設、人材橋渡し　「伊織」ノウハウ生かす

H28.1.11 愛媛新聞 取材最前線　ブランドの重み

H28.1.15 日本経済新聞 今治タオル　信頼回復急ぐ　一広、ロゴ不正使用で第三者機関

H28.1.24 読売新聞 時代をひらく　白だけじゃない　今治タオル　エイトワン

H28.1.30 愛媛新聞 闘病支えるタオル帽子　２社が素材提供　利用広がる

H28.2.4 愛媛新聞 地場産品　国内外へＰＲ　東京で見本市　県内１７業者参加

H28.2.16 愛媛新聞 完成！タオルのおひなさま　･今治・　幼稚園児４６人が制作

H28.2.23 愛媛新聞 今治タオルロゴ不正使用　「品質・産地偽装ない」　

H28.2.24 朝日新聞 スマホケース　器と一緒　カラフル絵柄

H28.2.24 朝日新聞 今治タオル　未認定出荷問題　責任者決めず管理　一広と子会社

H28.2.24 毎日新聞 未認定の「一広」　タオル組合脱退

H28.2.24 読売新聞 「ロゴ使用は管理不十分」　「一広」第三者委　今治タオル問題で

H28.2.24 日本経済新聞 「今治タオル」脱退へ　ロゴ不正使用　一広、組合に届け

H28.2.27 読売新聞 地名の知　今治（愛媛県）　海と歩み発展した産業

H28.3.4 読売新聞 宮城・名取に今治タオル　工業組合４００枚　１０日から体操出前講座

H28.3.4 愛媛新聞 タオル体操　被災地笑顔に　四国工組　愛好会に４００枚贈呈　今治

H28.3.5 毎日新聞 今治タオル届けます　宮城へ体操愛好会　東日本大震災５年
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H28.3.17 愛媛新聞 伊予銀が児童養護施設などにタオル約１８００枚寄贈

H28.3.19 愛媛新聞 石鎚山ＳＡで今治タオルや砥部焼の免税販売開始

H28.3.26 愛媛新聞 タオル産業担う人材に　今治の専門校　技能訓練２人修了

H28.3.30 朝日新聞 松山の会社が治療用装具を新開発　■今治タオルなど県内素材活用

 
「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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