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第一弾は、奄美群島国立公園の名産品・黒
糖焼酎の手作り「焼酎ケーキ」！

川湯エコミュージアムセンター内【National
Park Style

ニュースアクセスランキング

Cafe 】で

月替わりで全国34国立公園の特産品を取り

1

城島茂、山口達也さん逮捕
に落胆「つらい」「直視でき
ない」 自覚に苦言も「人
として終わってほしくない」
想い

2

テレビ東京崩壊の危機？
森香澄アナと池谷実悠ア
ナの音声流出でアナウンサ
ー大量離脱か

3

柳楽優弥の“トリセツ”『や
ぎら本』 「もう隠す必要
はない」過去も素顔も解放

入れたオリジナルメニューを販売開始！
第一弾は、奄美群島国立公園の名産品・黒
糖焼酎の手作り「焼酎ケーキ」！

株式会社ナショナルパークツーリズムてしかが（代表取締役社長

中嶋 康雄、以下ナシ

ョナルパークツーリズムてしかが）は、親会社で、地域活性化事業を行う、株式会社
TARGET HOLDINGS（代表取締役社長

立石聡明、以下TARGET）との連携により、阿

寒摩周国立公園内に位置する環境省ビジターセンターである川湯エコミュージアムセンタ
ー内に展開する【National Park Style Café】で、全国34国立公園の名産品を使った特別

メニューを開発し、提供を開始いたします。
ナショナルパークツーリズムてしかがは、本年9月4日に、事業拡大を目指して従来の地
域限定旅行業登録から、全国での国内の募集型企画旅行の企画・実施を行うことが可能
な第2種旅行業登録を行い、事業のフィールドを弟子屈町外にも拡大し、全国の国立公園
での事業展開を目指しております。国立公園関連事業としては、TARGETが推進する

4

木梨憲武の“迷惑行為”に
怒りの声「本当に嫌い」「い
い年した大人が…」

5

「TOKIO」山口達也元メン
バー、容疑を一転否認「酒
が残っているとは思わなか
った」

6

瀬戸大也、不倫相手の美
人CA は「人気ジャニーズ

【National Park Style 】事業の中で、旅行事業を担って参りましたが、今回、【National
Park Style Café】において、全国34国立公園の名産品を活用した特別メニューを開発し
提供するとともに、全国の国立公園の魅力を名産品や特別メニューで広報して参ります。
【次のページ】

その第一弾としては、2020年10月1日より、奄美群島国立公園の名産…
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の妹」だった

aaあわせて読みたい

食欲の秋、大盛り&スタミ
ナの元祖が怒涛の飯テロ
RUSH！4週連続 旨さ
MAXでジャンクな新商…

【9/18】路上駐車スペー
スを小さな公園に。

国立公園内のホテルを
はじめ、全国のホテルで
「ご当地ワーケーション」
を提案

日本の地域産品を応援
するECサイト「recoリ
コ」ホームページを開設
しました！全国から魅…

“環境大臣杯 全国高等学
校 Re-Style DANCE
CUP！2020” 今年の"決
勝の舞台”は渋谷だ！…

7

つんく♂×ソニン、17年ぶり
再タッグ 「カレーライスの
女」続編

8

鷲見玲奈を“ハメた”後輩ア
ナとは… 憶測合戦で飛び
交う5人の名前

Park(ing)Day2020を全
国6都市で開催！
9

BUMP OF CHICKEN、直
井由文の活動休止発表
不倫報道受け 当面は3
人で活動

10

耳と鼻を削ぎ、舌を割き、眼
球タトゥーを入れた男性
「身体改造はまだ16％」
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デジタル庁設置へ来年の通常国会に法案提
出へ
4

今、あなたにオススメ
城島茂、山口達也さん逮捕に言及

2

森会長「同じ人でパーティ
ーばかり」ＩＯＣ委員待遇
の“聖域”も見直し項目に
2

コメントランキングをもっと見る
2020年09月26日

2020年9月25日のリリース記事

『逃げ恥』が帰ってくる！ 結婚生活3年目に入ったみくりと平匡を描
く新春スペシャルドラマ放送決定
2020年09月25日

日本を選んでくれて「正直、良かったと思ってる」
に中国ネットの声は・・・

インド高速鉄道

2020年09月24日

業界初、加盟店と利益折半＝ミニストップ、ＦＣ見直し

2020年09月25日

キーワード一覧

このカテゴリーについて

本当に面白い至高の海外ドラマランキングTOP5

注目の最新リリース情報など、競合他社の動向が
分かるビジネスパーソン必見の最新ニュースを写
真付きでお届けします。

2020年09月19日

通知（Web Push）について

中国高速鉄道に技術的な進展！ 日本との差をさらに広げる？―中
国メディア
2020年09月25日

遂に登場！ワークマン「149円特大、エコバッグ」シンプル、マチ付、
使いやすい
2020年09月25日

江口洋介が語る妻・森高千里と“子育て”

2020年09月25日

Web Pushは、エキサイトニュースを開いていない
状態でも、事件事故などの速報ニュースや読まれて
いる芸能トピックなど、関心の高い話題をお届けす
る機能です。 登録方法や通知を解除する方法はこ
ちら。

気軽に買えて無限に活用♡ダイソーのガラスタイルの魅力

2020年09月26日

マリオ35周年でも話題になった『ゲーム&ウオッチ』って、一体な
に？これがなければファミコンもゲームボーイもDSも無かった！その
歴史を振り返る
2020年09月25日

三浦春馬と佐藤健「深すぎる愛憎」めくれたきっかけは『進撃の巨
人』!?
2020年09月24日

杉田水脈議員「『女性はいくらでもうそをつけます』なんて言ってな
い」→うそでした
2020年09月25日

木梨憲武の“迷惑行為”に怒りの声「本当に嫌い」「いい年した大人
が…」
2020年09月24日

悪評「マイナポイント」事業の広報費は54億円、1カ月で半分を浪
費！ 事務局事業も電通がトンネル法人通じて140億円
2020年09月25日

つんく♂×ソニン、17年ぶり再タッグ 「カレーライスの女」続編

2020年09月25日

映画『山猫は眠らない8』でハリウッドデビューの秋元才加、オーデ
ィション秘話を明かす
2020年09月25日

香取慎吾「めちゃめちゃ楽しんでる」YouTubeと絵の仕事の“裏
側”を語る
2020年09月25日

【9/18公開】三谷幸喜×香取慎吾 『誰かが、見ている』に超豪華キ
ャストが集結！
2020年09月17日

TVアニメ『富豪刑事』最終話感想 驚きの黒幕がついに明らか
に！神戸家の“負の連鎖”を加藤が断ち切り大助の笑顔を取り戻す
2020年09月25日

高架橋だらけの中国高速鉄道・・・「手抜き工事が心配で仕方ない
んだが」＝中国ネット
2020年09月24日

BUMP OF CHICKEN、直井由文の活動休止発表
け

不倫報道受

2020年09月25日

コロナ感染の関ジャニ∞大倉忠義、主演ドラマ「知ってるワイフ」撮

影中止
2020年09月25日

パリで刃物襲撃、2人負傷

シャルリエブド元本社付近

2020年09月25日

耳と鼻を削ぎ、舌を割き、眼球タトゥーを入れた男性「身体改造は
まだ16％」
2020年09月26日

キンプリ岸優太を愛さずにいられない理由！ 真顔でボケ倒す天
然ぶりと、分け隔てない優しさ
2020年09月24日

柳楽優弥の“トリセツ”『やぎら本』 「もう隠す必要はない」過去も
素顔も解放
2020年09月26日

＜神木隆之介インタビュー前編＞ファンクラブに入っていたSMAP
への憧れ、中居正広からもらった手紙の内容明かす
2020年09月25日
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