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鹿児島県瀬戸内町と地域活性化包括連携協定を締結
する(株)TARGET HOLDINGSと旅行業を行う(株)ナ
ショナルパークツーリズムてしかがが奄美大島･瀬戸内
町に進出
鹿児島県瀬戸内町と地域活性化包括連携協定を締結
する(株)TARGET HOLDINGSが、瀬戸内町に本店を
移転するとともに、子会社･(株)ナショナルパークツー
リズムてしかがが奄美支店を開設。 一般社団法人ク
ールジャパン協議会との連携で、「Feel the COOL J
APAN」のコンセプトの奄美大島･与路島の古民家一
軒宿「CJ CASA aoao」が、本年3月下旬にオープ
ン!
鹿児島県瀬戸内町(町長:鎌田愛人)と地域活性化包括
連携協定を締結する株式会社TARGET HOLDINGS(
本社:鹿児島県大島郡瀬戸内町、代表取締役社長:立
石聡明)は、瀬戸内町の活性化を<ITによる産業振興>
、<観光振興>の観点から実現するために、この度、本
店を、瀬戸内町とTARGET HOLDINGS との連携で
開設した「瀬戸内IT BASE」(住所:鹿児島県大島郡
瀬戸内町大字古仁屋字春日5)に移転いたしました。
観光における地域活性化の観点では、「COOL JAP

AN AWARD 2017」(主催:一般社団法人クールジャパン協議会、後援:経済産業省, 外務省, 観
光庁)を受賞した、「珊瑚石壁およびサガリバナ小径とハミヤ島」をもつ、瀬戸内町の最南端の有
人離島･与路島を中心に、漁師体験や農業体験アクティビティを中心に据え、外国人インバウンド
観光についての施策を地元の方々と連携して推進して参りました。その中で、この度、欧米豪富
裕層の訪日観光客のリピーター層をターゲットに、滞在型のリトリートニーズに応えることを目指
し、一般社団法人クールジャパン協議会との連携により、COOL JAPAN AWARDがはじめて常
設展示場として展開する、COOL JAPAN AWARD受賞商品を室内にあしらった、「Feel the C
OOL JAPAN」をコンセプトとする、「CJ CASA」の第一弾を与路島に誘致し、奄美大島･与路
島の古民家一軒宿「CJ CASA aoao」として、本年3月下旬に開業する予定です。本施設は、
主に欧米豪を中心とした訪日観光客向けゲストハウスとしての営業を予定しており、施設を利用す
るインバウンドのゲスト向けに COOL JAPAN AWARD 受賞作品がインテリアとして多く用いら
れており、ゲストは受賞作品を身近に触れることのできる宿泊施設となっています。運営は、TAR
GET HOLDINGSの子会社で、北海道･阿寒摩周国立公園内の弟子屈町で、地域のDMCの役割
を担うべく設立された、株式会社ナショナルパークツーリズムてしかが(本社:北海道川上郡弟子屈
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町、代表取締役社長:中嶋康夫)が担当し、「瀬戸内IT BASE」に奄美支店を開設いたします。ナ
ショナルパークツーリズムてしかがは、本施設を起点とした、奄美大島のアイランドホッピング等
のアクティビティ開発、ツアー商品の企画･開発を行うとともに、COOL JAPAN AWARDのビジ
ネス関連の権利を有するCJパートナーズからライセンスを受け、今後、「一軒宿･CJ CASAシリ
ーズ」の全国展開を予定しています。
ITによる産業振興の観点では、奄美空港から瀬戸内町へのタクシー及び瀬戸内町(古仁屋港)から
与路島島への海上タクシーのライドシェアシステムの開発、ドローンによる離島間の輸送システム
の開発を進めている他、無人島ハミヤ島の自然保護資金にも寄与するアクティビティ開発を瀬戸
内農泊推進協議会及び与路島観光協会と進めております。また、ITによる産業振興については、I
Tを活用したビジネス機会の創出を目標に、町内のIT及びクリエイティブ事業に関わる事業者のネ
ットワーク構築と新たな起業支援の提供、町内への企業誘致を目指し、「瀬戸内IT BASE」のイ
ンターネット環境･執務環境の整備を進めておりますが、TARGET HOLDINGS及びナショナルパ
ークツーリズムてしかがが、まず第1号として入居し、産業振興及び観光振興の起点として展開し
てまいります。
  
■■COOL JAPAN AWARDCOOL JAPAN AWARD国内常設展示場兼ゲストハウス国内常設展示場兼ゲストハウス「一軒宿 CJ CASA aoao」「一軒宿 CJ CASA aoao」
についてについて
COOL JAPAN AWARD 2017 を受賞した「サガリバナとサンゴ石垣とハミヤ島」のある鹿児島
県瀬戸内町の離島･与路島において、一般社団法人クールジャパン協議会との連携により、COO
L JAPAN AWARDがはじめて常設展示場として展開する、COOL JAPAN AWARD受賞商品を
室内にあしらった、「Feel the COOL JAPAN」をコンセプトとする、「CJ CASA」の第一弾を
誘致し、奄美大島･与路島の古民家一軒宿「CJ CASA aoao」として、本年3月下旬に開業する
予定です。
本施設は、主に欧米豪を中心とした訪日観光客向けゲストハウスとしての営業を予定しており、施
設を利用するインバウンドのゲスト向けに COOL JAPAN AWARD 受賞作品がインテリアとして
多く用いられており、ゲストは受賞作品を身近に触れるとのできる宿泊施設となっています。運営
は、株式会社TARGET HOLDINGSの子会社で、北海道･阿寒摩周国立公園内の弟子屈町で、
地域のDMCの役割を担うべく設立された、株式会社ナショナルパークツーリズムてしかがが担当
いたします。ナショナルパークツーリズムてしかがは、COOL JAPAN AWARDのビジネス関連の
権利を有するCJパートナーズからライセンスを受けており、今後、「一軒宿･CJ CASAシリーズ
」の全国展開を予定しています。

&���>'<40C8�B*��38"��22E�1*
IJA+=�.��# ?6@��1**�F*7",�
�:9;@
�$�!��	L���	5/)-DRVU(P�
�ONVU%

KGH����LL QMSTN�QMSTN�

2020/3/2 10:00 更新

アクセスランキングアクセスランキング 一覧 !

1日 1週間 1ヶ月

"
【速報】北九州市で新型コロナ感
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認 北九州市で初めて
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「デマと分かっているけど…」トイ
レットペーパーの売り切...

% コロナ感染者数、世界で10倍に

&
元アイドルが弁護士に 1日15時間
勉強し合格 故郷大分...
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9:55 福岡市西区の路上で痴漢が発生か 男が女
性の体を触る New

3/1 21:04 【速報】北九州市で新型コロナ感染確
認 60代男性タクシー運転手

2/28 17:20 「令和になりカードが使えなくなる」 
大分市の高齢者が偽電話詐欺被害 1
00万円取られる

2/28 17:12 北九州市八幡西区でビル火災か

2/28 17:10 佐賀市で女子生徒など狙う盗撮連続
発生か 自転車に乗った男
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■■瀬戸内IT BASEについて瀬戸内IT BASEについて
場  所:〒894-1504 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字春日5
機  能:インターネット環境･執務環境が整備されたコワーキングスペース機能
※進出企業の拠点及び起業予定者･SOHO事業者へのスペース提供 
「瀬戸内IT BASE」での IT及びクリエイティブ業務の受託事業
産業創出･地域交流･人財育成拠点
<「瀬戸内IT BASE」展開イメージ゛>

■■株式会社株式会社TARGET HOLDINGSTARGET HOLDINGS概要概要((2020年2月28日2020年2月28日現在)現在)

社 名:株式会社TARGET HOLDINGS

知りたい新型肺炎 海外支局発

福岡の新型肺炎ニュース モヤモヤ会議中

あの映画 その後 新型コロナウイルス(新型肺炎)

検証･大崎事件 DC街角ストーリー

動画付きニュース

医ケア児と生きる 佐賀からの報告
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本 社:〒894-1504 鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字春日5<瀬戸内ITBASE>
TEL/FAX 0997-72-5295
東京事務所:〒107-0062 東京都港区南青山二丁目27-22青山安田ビル7階
TEL 03-5775-0666 FAX 03-5775-0672
URL   http://www.target-inc.jp
資本金:2億665.5万円(資本準備金を含む)
設 立:2015年7月
株 主:(株)GETTI、(株)産業経済新聞社、香川証券(株)、(株)アイビス･キャピタル･パートナーズ
、(株)ルネット(メガネの三城)、役員 他
役 員:代表取締役社長 立石聡明
取締役 上田輝彦、海津元則(公認会計士)
主要取引先(敬称略)
企業:りそな銀行、埼玉りそな銀行、近畿大阪銀行、明治安田生命、日立製作所、味の素、キリ
ンビール、 エスビー食品、ソニーミュージックダイレクト、ANAセールス、カゴメ 他
公共･自治体:環境省、長野県、長野県観光機構、和歌山県、 鳥取県西部総合事務所、因幡観
光ネットワーク協議会 、熊本県観光連盟･黒川温泉観光旅館協同組合、上田市、 千葉県、堺市
、有田川町観光協会、今治市･四国タオル工業組合、小樽観光協会、出雲市･出雲観光協会、
福岡市、盛岡市、日光御成道まつり実行委員会事務局、富山県観光連盟、三好市、大館市まる
ごと体験推進協議会、松山市、坂井市観光連盟 他
事業内容
･インバウンド支援事業
･地域活性化支援事業
･広告･メディア･マーケティング事業
･雑誌･フリーマガジンの出版事業
･農泊体験型のゲストハウスのプロデュース
出資先
･株式会社ザフトメディアワークス(出資比率 100%)映像制作･番組制作事業
･株式会社ウェブスクウェア(出資比率 47.4%(株)タイグリスより)IT ソリューション事業
･株式会社ナショナルパークツーリズムてしかが(出資比率 76.3%)地域旅行会社
･一般社団法人ナショナルパークスジャパン(出資比率 50%)ナショナルパーク関連事業

■■株式会社ナショナルパークツーリズムてしかが概要株式会社ナショナルパークツーリズムてしかが概要((2020年2月22020年2月299日現在)日現在)     

※旅行業法における登録において、従来の地域限定旅行業者登録から、第2種旅行業者登録への
ステップアップを行うべく、第2種旅行業者登録に必要な資金(営業保証金220万円)の調達に向け
、2020年2月29日の臨時株主総会で、第三者割当増資を決議予定。また、同臨時株主総会で
、元HISで、総合･国内旅行業務取扱管理者免許を保有する金岡準也を、奄美･OTA担当の取締
役として選任予定。

社名:株式会社ナショナルパークツーリズムてしかが
本店:北海道川上郡弟子屈町川湯温泉1丁目2-30 川湯観光ホテル内

http://www.target-inc.jp/
https://www.nishinippon.co.jp/wordbox/6287/
https://www.nishinippon.co.jp/wordbox/3400/


※鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字春日5<瀬戸内ITBASE>内に奄美支店開設予定
URL:https://tourism-teshikaga.co.jp/
資本金:9,300,000円(資本準備金を含む)
発行済み株式数:482株
設立:平成21年4月1日
株主(敬称略):(株)TARGET HOLDINGS 87.1%他、株主33名
代表取締役社長:中嶋康雄
取締役:山中拓也(弟子屈新規事業開発担当)、金岡準也(奄美･OTA担当)
監査役:立石聡明 (株式会社TARGET HOLDINGS代表取締役社長)
出資先:株式会社 ザ･ジャパンプロジェクト(出資比率40%)
主要取引先(敬称略)
 <クライアント>
弟子屈町、クラブツーリズム、JAL、ANA、各旅行会社(AGT)他
<仕入れ先>
各種ガイド(片瀬自然ガイド事務所、奥本常在、山崎雄哉 他)
カヌ-業者(町内)
多夢窯(平出隆子)、そば道楽、網走管内･釧路管内バス事業者、長谷製菓(株)、長井民芸 他
■■COOL JAPAN AWARDについてCOOL JAPAN AWARDについて

「COOL JAPAN AWARD」は、クールジャパン協議会が主催する、日本中に埋もれているモノ
･コト･カルチャー･スポットを発掘し、外国人の眼で客観的に「クールか、そうでないか」評価す
る COOL JAPAN 100 人審査委員会の下、外国人目線で「クールである」と認められるものに
だけ、「COOL JAPAN」の認定を与える制度です。当法人は、当法人が付与する「COOL JA
PAN 認定マーク」により、日本中に埋もれているプロダクトの持つポテンシャルを引き出し、イン
バウンド･アウトバウンド支援を行い、もって日本の外需の拡大、地域経済の活性化に貢献するこ
とを目的として活動を行なっております。本アワードは、これまで 2015 年、2017 年の奇数年
に開催しており、本年 2019 年 5 月に、第3回目となる「クールジャパンアワード2019」(後援:
内閣府知的財産戦略推進事務局、外務省、経済産業省、観光庁、環境省、京都府、京都市、J
NTO、オフィシャルアウトバウンドパートナー:JETRO)の受賞53対象について、京都御苑閑院宮
邸跡 レクチャールームで表彰式を行うとともに、同会場内で展示会を実施いたしました。
■■COOL JAPAN AWARD 開催までのあゆみCOOL JAPAN AWARD 開催までのあゆみ
「COOL JAPAN AWARD」の誕生は、2011 年まで遡ります。2011 年の東日本大震災を受
け発足した日中アニメ産業連合会が、「日本の文化･情報を世界に発信することで日本の元気を
取り戻したい」との想いから、日中それぞれの映画祭(夕張映画祭･長沙国際動漫遊戯展 ) におい
て、互いに相手国のクールな ACG(アニメ･コミック･ゲーム)作品を紹介する「COOL JAPAN×C
OOL CHINA」プロジェクトを行いました。2013年8月、同連合会は全世界へ向けた発信を視野
に「一般社団法人クールジャパン協議会」として名称変更を行い、「クールジャパンアワード」を
開催しております。
■■「COOL JAPAN AWARD 」及び「COOL JAPAN 」認定制度について「COOL JAPAN AWARD 」及び「COOL JAPAN 」認定制度について
COOL JAPAN AWARDは、世界各国の外国人審査員により、外国人目線で客観的に「クール

https://tourism-teshikaga.co.jp/
https://www.nishinippon.co.jp/wordbox/309/


」と認められたものを「クールジャパン」として発掘･認定する制度です。審査対象は、プロダク
トを中心とした「モノ」から、まちづくり･文化といった「コト」、さらには、一度は訪れるべき日
本の観光名所などの「スポット」まで多岐に及びます。受賞者は、審査過程における外国人審査
員の評価自体を、国内外市場におけるマーケティング戦略に役立てることができる他、「COOL 
JAPAN 認定」マークを無償活用することによる海外展開･プロモーションを行うことが可能となり
ます。COOL JAPAN AWARDは、本制度を通じて日本の外需の拡大、地域経済の活性化に貢
献してまいります。

■■一般社団法人クールジャパン協議会概要一般社団法人クールジャパン協議会概要(2020年2月(2020年2月2828日現在)日現在)
名  称     一般社団法人クールジャパン協議会
設  立     平成23年6月16日
住  所     京都市上京区油小路通中立売下ル甲斐守町97 西陣産業創造會舘8号室
特別顧問     Alex Arthur Kerr(東洋文化研究者)
特別顧問     Mike Harris((株)キャニオンズ代表取締役)
会長･理事･ファウンタ゛ー 太田 雅人 (GETTIグループ代表 兼 (株)GETTI代表取締役)
代表理事･理事長  Julien Giry (フランス在住･写真家 Nippon100主宰)
副理事長     Christopher Pokarier (早稲田大学 商学部 教授)
専務理事     上田 輝彦(WIPグループ代表 兼 WIPジャパン 代表取締役)
常務理事     田中 慎一(西陣織工業組合 総代)
理  事     Julia Maeda(Tokyo Personalisedファウンダー)
理  事     Lauren Scharf(インバウンド事業コンサルタント)
理  事     Aurélie Roperch(フランス在住･写真家 Nippon100主宰)
顧  問     Everett Kennedy Brown(写真家、文筆家)
顧  問     高 秀蘭(映画プロデューサー)
顧  問     Ashley Harvey(AVIAREPS Japan 副支社長)
顧  問     郁 志明(弁護士)
顧  問     QUYEN TO PHAM(ベトナムジャーナリスト)
顧  問     山田 長満(川崎商工会議所 名誉会頭)
顧  問     藤原 洋((株)フ゛ロート゛ハ゛ント゛タワー代表取締役 会長 兼社長CEO、(一財)イン
ターネット協会 理事長)
顧  問     田路 至弘(岩田合同法律事務所 執行パートナー)
顧  問     木谷 哲夫(京都大学 産官学連携本部 IMS寄附研究部門教授)
顧  問     渋澤 健(コモンズ投信株式会社 会長)
顧  問     大和田 廣樹(映画プロデューサー)
顧  問     前田 尚武(一級建築士/学芸員)

https://www.nishinippon.co.jp/wordbox/2899/


顧  問     遠藤 洋路(熊本市教育委員会教育長)
顧  問     佐賀関 等(NY在住･『COOL JAPAN NY Brooklyn K’s Gallery』代表)
顧  問     山内 絢人(株式会社Glocal Innovation Holdings代表取締役)
顧  問     古屋 星斗(一般社団法人スクールトゥワーク代表理事)

事業内容
･「クールジャパン(COOL JAPAN、以下CJ)」の協議及び認定
･CJを発掘、認定する「COOL JAPAN AWARD(以下CJA)」の開催
･CJ商標及び「認定マーク」の管理
･CJに関する国内及び外国の研究者･企業家、自治体、研究組織･企業団体が参画する国内外で
の
見本市(CJ SHOWCASE)、イベント企画、交流会、ツアー等の開催 等
･CJA審査結果を通じての外国人が感じるCJのデータ分析、コンサルティング、
インバウンド･アウトバウンドのサポート 等
･CJ認定物の冊子、WEBサイト、映像等による国内外への配信

企業プレスリリース詳細へ
PR TIMESトップへ

１日５４円！臨床試験済み尿酸サプリ
が凄い
詳しくはこちら ファンケル

あなたにオススメあなたにオススメ

芸能人も「すごくいい!」我慢しない
糖質制限に成功者続出
PR ビタブリッドジャパン on TREND NEWS

シニア世代も間に合う!記憶力と食事
の意外な関係とは
PR ニッスイ

新型コロナウイルス、福岡市で2人
目の確認 感染者の妻

泣き寝入りも…障害者への性暴力の
実態 「人間として扱われていない」
 30歳未満の被害の半数超

男を老け見えさせる「目の下だるん
」にこれ
PR 北の快適工房

6億円の借金を継いだ「職人」によ
る会社再建 「二度と元に戻さない」
決意で敢行した異例の待遇改善
PR BizHint
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Recommended by

Recommended by

キッチンまわりの節約から始めてみま
せんか?ママ絶賛とっておきの裏技と
は
PR マイレピ by P&G

覚醒剤600キロ押収、きっかけは「
燃料切れ」 所持容疑などで11人逮
捕

福岡市の新型コロナ感染者、海外渡
航歴や国内旅行なく 市は経路調査

話題の記事話題の記事 一覧へ !

“マスク材料”の噂で…トイレットペーパー品切“マスク材料”の噂で…トイレットペーパー品切
れ相次ぐ 「全くのデマ」れ相次ぐ 「全くのデマ」
九州ニュース 速報 2/27 19:13

熊本県内のドラッグストアやスーパーマーケットで、トイレットペーパーが品切
れする事態が相次いでいる。会員制交流サイト(SNS)で...

チェーンメールも…新型コロナのデマ拡散「お湯で予防」 病院も困惑チェーンメールも…新型コロナのデマ拡散「お湯で予防」 病院も困惑
社会 医療･健康 2/25 19:04

新型コロナウイルスの感染予防対策として根拠のない情報が書かれ、他者に転送を促す「チェーン
メール」が会員制交流サイト(SNS)などで拡散されていることが、西日本新聞「あなた...

創業1世紀のレトロ角打ち 84歳店主、91歳の客…カオスな店内創業1世紀のレトロ角打ち 84歳店主、91歳の客…カオスな店内
福岡 2/20 6:01

仕事帰りの「ちょっと一杯」と言えば、安くてさっと飲める「角打ち」。福岡市の天神･博多エリア
でも「シェフとソムリエがいるカクウチ」など多様な形態の角打ち店が登場し、若者から...

きっかけは娘のがん…届いた母の思い ネット署名で動いた自治体きっかけは娘のがん…届いた母の思い ネット署名で動いた自治体
くらし 2/14 11:58

職場でのパンプスやヒールの強制に反対する「♯KuToo」や、不合理な「ブラック校則」の撤廃運
動-。インターネットで広がり、社会の関心を集めた近年の運動で一役買っているのが...

妊娠左右する遺伝子発見 熊本大など、不妊治療への応用期待妊娠左右する遺伝子発見 熊本大など、不妊治療への応用期待
熊本 社会 医療･健康 2/7 6:00

卵子、精子形成促す役割熊本大発生医学研究所の石黒啓一郎准教授と京都大などの研究グループ
は、卵子や精子の形成を促す遺伝子「MEIOSIN(マイオーシン)」を発見、米東部時間...

[PR] エミレーツ航空

エミレーツで極上の空の旅へ、今なら予約でホテル2泊無料!規約条件がエミレーツで極上の空の旅へ、今なら予約でホテル2泊無料!規約条件が
適用されます適用されます

ニュースリリースニュースリリース 一覧へ !
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グッデイ「やっぱりネコがすきっ!」キャンペーグッデイ「やっぱりネコがすきっ!」キャンペー
ンで、話題の「toletta2」を独占販売!ンで、話題の「toletta2」を独占販売!New
ニュースリリース 10:03

キャンペーン中、話題のスマートねこトイレ「toletta」がグッデイに初登場。
開催日時:2020年3月6日(金)~15日(日)...

カクトクとBaseconnectが業務提携 ~kakutoku...カクトクとBaseconnectが業務提携 ~kakutoku... New
ニュースリリース 9:31

即戦力のフリーランス営業職と企業をつなぐマッチングプラットフォーム「kakutoku(カクトク):以下
kakutoku」を展開するカクトク株式会社(本社:大分県別府市東京...

【24時間対応】かつ【全てのお部屋仲介手数料無料】のお部屋探し..【24時間対応】かつ【全てのお部屋仲介手数料無料】のお部屋探し..
..
ニュースリリース 3/1 20:11

福岡市の不動産会社がお部屋探し専門サイトをオープンしました。福岡市の不動産会社、株式会社
Re.BORN(所在地:福岡市博多区博多駅東代表取締役:上田梨沙)がお部屋探し専門...

政府の要請を重く受け止め、予備校を3月1日から休校いたします政府の要請を重く受け止め、予備校を3月1日から休校いたします
ニュースリリース 2/29 19:57

学校法人北九州予備校は、新型コロナウィルスの感染防止策として政府が打ち出した学校への休校
要請、不要不急の外出を避ける旨の要請を重く受け止め、3月1日から全国に展開する13...

フェニックスリゾート株式会社の役員人事についてフェニックスリゾート株式会社の役員人事について
ニュースリリース 2/29 19:48

フェニックス･シーガイア･リゾートを運営するフェニックスリゾート株式会社(本社:宮崎市大字塩路字
浜山3083番地)の4月1日付けの役員人事をお知らせいたします。今回の役員...

この記事もオススメこの記事もオススメ

歌舞伎町: 驚きの品質で驚きの安価
のスマートウォッチ
PR SmartGadgetsDaily

れいわ山本氏、最高得票で落選 男の「目の下だるん」にコレ!男の対
策シート
PR 北の快適工房

3連休、外出しても大丈夫? 感染症
科の医師に聞く

ちょっとした家の破損でも「平均104
万円」もらえる!?火災保険の裏技
PR 日本住宅修繕協会

「破局へ」、韓国紙が一斉に批判

老後に向け、家の売却額をわずか45
秒で知る方法

PR リビン･テクノロジーズ

筆算の線、手書きなぜダメ? 小5が16
0問「書き直し」命じられる 指導の背
景は
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大腸へ、この1粒!初回限定お試しモニ
ター募集中

PR 日清ファルマ

妻を笑わせたくて… お風呂担当のパパ
が始めた“泡アソビ”に反響「家族の大
切なスキンシップ」

ソフトバンク古谷が大乱調6四球4失点
 予定3回もたず「次がラスト」

「実家を売るか」45秒で売却相場を
知る方法

PR リビン･テクノロジーズ

「デマと分かっているけど…」トイレッ
トペーパーの売り切れ拡大 フリマアプ
リで高騰も

中高年のヒザや腰に!グルコサミンを直
塗りする商品がスゴかった

PR J-Medix

「医学部合格」医学部予備校はどこ
も同じ?本気の人が選ぶ横浜の医学
部専門予備校とは
PR 城南医志塾 on LUPO

業者が私道封鎖、通行料要求 住民
側は差し止め申請 長崎市の住宅団地

バレー女子、日本が準優勝

武漢から発信続ける邦人教授 津田賢
一さん「同僚残し帰国できない」

新型肺炎「影響いつまで」 3連休、
屋内と屋外で明暗 外食敬遠も

女性の「薄毛」に救世主!教育番組
出演の美容師が作った育毛剤が凄い
PR マイナチュレ

「住みここち」日本一は福岡市中央区
 新宮町も6位 初の全国調査

疲労感を軽減するヒスチジン、味の素(
株)のおためし品が500円
PR 味の素 on おためし新商品ナビ

「楽天すごい!」愛車を最高額で売る
裏ワザを公開
PR 楽天カー

女性がミニバイクの男につきまとわれる
 北九州市八幡西区

職人の父vs仕組みの息子 社運をかけ
た親子喧嘩5年 売上は9倍に
PR BizHint

隕石?天井に30センチの穴 タイヤが破
裂、部品飛び散る 山鹿市の納屋

目の下たるんにヒアルロン酸を刺した
結果は?
PR 北の快適工房

「実家を売るか」わずか45秒で実家
の売却相場を調べる方法
PR リビン･テクノロジーズ
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砂利道でもけもの道でもモノともしな
い RAV4の走破性の秘密とは?
PR トヨタ自動車株式会社

ウソみたい、グルコサミンを超えるパ
ワー!ダイドードリンコが開発
PR ダイドードリンコ

新型肺炎 感染の熊本女性 福岡市で
コンサートに

太陽光投資家の声を聞いてみました
PR エコスタイル

あなたの真ん中へ、この世界の真ん
中へ 生まれ変わった新型カローラ
PR by トヨタ自動車

熊本の1例目女性、医療機関たらい
回し 新型肺炎

ふるさと納税で“粗悪”返礼品 「ほとん
ど脂身」の牛肉停止 対応の早さには
評価も 宮崎県美郷町

「健康ならマスク使わないで」

なぜ建立?高校の「乙女の像」 歴史を
たどって見えた女子生徒の悲話

実際に検証してみた、素朴な疑問、ア
ルコール洗浄の必要性って?
PR マイレピ by P&G

養命酒製造が開発!たまった疲労の回
復、予防「指定医薬部外品」がスゴ
い
PR 養命酒製造 on おためし新商品ナ
ビ

知らなきゃ損!竹山さんも始めた血圧対
策は
PR エーザイ

母と子3人、所持金200円…一家のそ
の後 消えた命の食堂

孫は1万人に1人の難病…「優衣奈の
将来のため」祖父の決意
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福岡 佐賀

長崎 熊本

大分 宮崎

鹿児島 速報

社会 経済

政治 文化

芸能 くらし

スポーツ 教育

医療･健康 科学･環境

気象 こどもタイムズ

読書

九州ニュース九州ニュース !

政治 社会

国際 経済

文化 芸能

くらし スポーツ

医療･健康 科学･環境

気象 ニュースリリース

全国･海外ニュース全国･海外ニュース !

社説

春秋(オピニオン)

デスク日記

社説･コラム社説･コラム !

あなたの特命取材班

新移民時代

教育はいま

連載･特集連載･特集 !
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