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> PR TIMES > 全国旅行業免許を取得（第２種旅行業）！初のプロジェクトはJR…
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全国旅行業免許を取得（第２種旅行業）！初のプロジェクトはJR
との連携でツアーパッケージを開発(期間限定販売中)。

［株式会社地域活性化大学］
１.全国旅行業免許の取得（第２種旅行業) ２.全国アクティビティ取り扱い・OTA稼働 ３.
奄美支店開設と奄美事業展開
今後は全国の国立公園アクティビティの取り扱いを開始するとともに
奄美大島に支店を開設し事業を拡大
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（株）ナショナルパークツーリズムてしかが
（株）地域活性化大学
!

新型コロナウイルス最新情報
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総計 73,322人

※9月09日現在、クルーズ船客ら除く

世界の死者９０万人
10:35)

全国旅行業免許を取得（第２種旅行業）！

初のプロジェクトはJRとの連携でツアーパッケージを開発(期間限定販売中)。
今後は全国の国立公園アクティビティの取り扱いを開始するとともに
奄美大島に支店を開設し事業を拡大
拝啓

「謙信の名刀」を公開 岡山県瀬戸内市
〔地域〕 (09/10 10:24)
候補者にロシア製ワクチンを １２月の選
挙で―ベネズエラ大統領 (09/10 08:38)
フォーカス

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度は新型コロナウイルスに

よって影響を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
（株）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町、代表取締役
社長

新型コロナ (09/10

中嶋 康雄）は、北海道弟子屈町の地域旅行会社として事業を展開して参りました
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が、この度、旅行業務の事業拡大を目指して、現在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、弟子屈町外に拡げて参ります。
この度、全国旅行業免許の取得（第２種旅行業）後の初のプロジェクトとして、JR北

海道と連携し、「釧路発着 ＪＲで行こう！

川湯温泉&湿原めぐりノロッコ号の旅２日

間」ツアーパッケージを開発しました。北海道を代表する観光列車のノロッコ号と、道東
地域の湯治場として古くから親しまれてきた名湯の川湯温泉を存分に満喫できる１泊２日
のツアーパッケージとなっております。

佐藤琢磨
再び金字塔

グレタさん
高校に復帰

伊勢谷友介
容疑者逮捕

米機、日本
近海に展開

また、旅行業の全国への展開にあたっては、（株）地域活性化大学（本社：香川県高松
市、代表取締役

福永信也）との連携で、国立公園などの自然保護地域におけるツーリズ

ムと資源保全のあり方や、利用と保全をめぐるサステイナビリティを考慮した、サステイ
ナブルツーリズムの展開を目指して参ります。
今後、軸足を阿寒摩周国立公園の摩周湖・屈斜路湖・川湯温泉エリアの弟子屈町を中心
に地域活性化への寄与を最重要事項としつつ、各種の委託業務や新規事業への積極的な取
り組みを図るとともに、第2種旅行業登録により、全国の国立公園アクティビティの取り
扱いや、奄美大島で支店を開設しての新規事業展開等により、事業領域を拡大し、当社設
立ミッションである地域への貢献を達成したいと考えております。
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■全国旅行業展開について
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1.全国旅行業免許の取得（第２種旅行業）

事業のフィールドを弟子屈町以外に拡げることで、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い、全国規模での旅行の取り扱いを行なって参
ります。

国際

国会議員に１０００万円支給 国民民主

政治

新型Ｘｂｏｘ、１１月１０日発売
０００円―米マイクロソフト

＜免許番号＞
北海道知事登録旅行業第２-５６６号

５万３
国際

来年の広島訪問に意欲 「世界は被爆者に
借り」―国連総長

有効期間：令和２年９月４日〜６年５月１８日

国際

国連総長、米中の経済分断に危機感
はルール策定交渉を

2.全国アクティビティ取り扱い・OTA稼働

全国国立公園内の405市町村アクティビティプラン・4901プランを掲載する、国立公園
専門アクティビティサイトについて、全国エリアでの国立公園のアクティビティ情報の配

人気記事アーカイブ

世界
国際

特集トップ

信を行うとともに、OTAとして、全国の国立公園アクティビティの取り扱いを開始した
いと考えております。
※「国立公園専門アクティビティサイト」については下記をご参照ください。
URL：http://nationalparktourism.jp/
3.奄美支店開設と奄美事業展開

当社親会社、（株）TARGET HOLDINGSとの連携で、同社が地域活性化包括連携協定を

習・李の確執露呈
不可解な公式報道

９．９８スタジアム
なぜ好記録続出？

リベラリズムの爪痕
社会党大転換の代償

ワクチン自国最優先
に走る醜悪

締結する鹿児
島県瀬戸内町と（株）TARGET HOLDINGSが共同で運営する、「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）に奄美支店を設置し、現地でのス
タッフ採用も行い、他エリア事業の立上げと強化を図ってまいりたいと考えております。
具体的には、当社グループ会社が保有する奄美大島最南端の離島の一軒宿 『aoao』と、
瀬戸内町請島に位置するナショナルパークスタイルコテージの運営及び、これらの宿泊施
設を拠点とした奄美大島アイランドホッピングツーリズムを展開する予定です。
＜第２種旅行業について＞
第２種旅行業では、海外の募集型企画旅行を除く、国内の募集企画旅行、国内外の受注型
企画旅行
*1、手配旅行*2、他社募集型企画旅行代売*3といった旅行業務を取り扱うことができま
す。
*1

受注型企画旅行について

受注型企画旅行とは、旅行者からの依頼に基づき、旅行会社が旅行の目的地、日程、運送
や宿泊な
ど旅行サービスの内容および旅行代金を定めた旅行に関する計画を作成、提案し、実施す

る旅行の
こと。具体的には、社員旅行や修学旅行などがこれに該当します。
*2

アクセスランキング 経済

手配旅行について

1

旅行者が自ら旅行の計画を立て、旅行業者がその旅行にかかわる手配をするのが手配旅行
です。航空券の手配や、宿泊の予約を行います。
*3

他社募集型企画旅行代売について

他社が実施する募集型企画旅行の代理販売を行う、受託旅行販売です。
■「釧路発着 ＪＲで行こう！ 川湯温泉&湿原めぐりノロッコ号の旅２日間」
・ツアー概要

本ツアーは、普段見慣れた鉄道風景を、ノロッコ号からの涼秋の風を感じて、釧網本線の
魅力を再発見していただきたい、また、「アフターコロナ」、「ウィズコロナ」に適した
旅行形態としての『マイクロツーリズム』を提案し、近場の観光地（川湯温泉）の魅力を
再発見していただきたい、という思いから発案されたツアーパッケージになっておりま
す。是非、この機会に地元の方だけではなく、全国からご参加頂ければ幸いです。
・ツアー名と日程

１.「釧路発着 ＪＲで行こう！

川湯温泉&夕日をノロッコ号で楽しむ旅２日間」

2

ドコモ口座、１８行の登
録停止 ゆうちょ銀など
―預金被害

3

ドコモ口座、被害１００
０万円 昨年５月にりそ
なでも

4

「ドコモ口座」、１７行
で不正利用 預金引き出
し被害相次ぐ

5

「ドコモ口座」不正出
金、補償の可能性 ドコ
モ、銀行双方に落ち度の
見方

日程：2020年10月２日（金）〜10月３日（土）＜料金：お一人様10,000円〜
19,800円＞
２.「釧路発着 ＪＲで行こう！

川湯温泉&湿原めぐりノロッコ号の旅２日間」

日程：2020年10月３日（土）〜10月４日（日）＜料金：お一人様12,000円〜17,800
円＞
※GoToトラベルキャンペーン、または、どうみん割りをご利用いただけます。
※ツアーの詳細は下記のツアーに関するお問い合わせまでご連絡下さい。

ドコ
モ口
座の
新規
登録
停
止
不正
利用
拡大
で―
安全
対策
の甘
さ露
呈

一覧へ

今日は何の日？
1951年

・ノロッコ号について

黒澤明監督の「羅生

釧路湿原の国立公園指定を機に、1989年（平成元年）に登場した観光列車です。かつて

門」がベネチア国際

は日本一遅い列車として人気を集め、現在は北海道を代表する観光列車となっています。

映画祭で日本映画初

釧路湿原をのんびりと走行しながら景色を楽しめます。春から秋にかけて、釧網本線は釧

のグランプリ

路湿原に一部沿うように約1時間かけて走行し、車ではなかなか見られないような景色を
望め、 蛇行する釧路川や、野生動物たちの姿も目の前に楽しめます。
・川湯温泉について

川湯温泉は道東地域の湯治場として古くから親しまれてきた名湯です。酸性が強く、川湯
温泉の湯に釘をつけておくと2週間程で溶けてなくなってしまいます。湯治の効果が高
く、血行を良くし、肌をツルツルにすると言われています。
【PR】女性アスリート支援プログラム

■ツアーのご予約方法
・QRコードで予約

きょうの日本語検定

正しいのはどれ？

【慣用句となるのは？】
（ ）に出る者がない[3級]

・ウェブサイトから予約

A. 左

URL：https://tourism-teshikaga.co.jp/norokko/
・電話で予約
電話番号：０１５-４８３-２１０１
※ツアーに関するお問い合わせは上記の電話番号までご連絡下さい。
■（株）ナショナルパークツーリズムてしかが概要
社名：株式会社ナショナルパークツーリズムてしかが
ＵＲＬ：https://www.tourism-teshikaga.co.jp
本社：〒088-3465

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

奄美事務所：〒894-1504

鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字春日５

B. 右
C. 前

役員：代表取締役社長

中嶋 康雄

取締役 福永信也（新規事業担当）
事業内容
・旅行業・自然ガイド業・アクティビティ企画・開発・運営・カフェ運営・ナショナルパ
ークツーリズムサイト運営・映像制作事業観光・WEBサイト企画制作
■（株）地域活性化大学概要
社名：株式会社地域活性化大学
ＵＲＬ：http://www. chi-katsu.com
本社：〒761-8072香川県高松市三条町６６１番地２
代表取締役 福永 信也
事業内容
・地域活性化に関わる教育事業・地域活性化大学の運営 地域活性化に関わる教育事業・
地域活性化大学の地域学科の認定及びライセンス供与・地域の活性化を志す団体及び個人
へのコンサルティング・地域活性化のための起業支援
■このリリースに関するお問い合わせ先
北海道事務所 広報担当まで
https://www.tourism-teshikaga.co.jp
住所：〒088-3465

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

TEL：015-483-2101
以上
企業プレスリリース詳細へ （2020/09/09-16:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR
TIMES （
）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問
い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
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これだけは知っておきたい
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福井の「９．９８スタジア
ム」はなぜ好記録が続出す
るのか？

73才美魔女「実は肝斑はお 【地球コラム】「ワクチン
風呂で一発だよ？」更年期 ナショナリズム」の醜悪
の9割が知らない〜〜を暴露

清春「タバコよりこっち吸
うわ！」清春も愛用の新型
タバコが1日99円

AD（ファビウス）

AD（Dr.Stick_pc04）

「シミは冷蔵庫にあるアレ
で一発だよ」医師の夫が暴
露した毎… のシミがぽろ…
のシミがぽろ…
AD（RANTRUTHonVionearx）

「闘う政治家」野中広務の
足跡 “叩き上げ政治”の無
念

清春「タバコよりこっち吸
うわ！」清春も愛用の新型
タバコが1日99円b
AD（Dr.Stick_pc47）
Recommended by

特集

ＪＤＩが象徴する日本ハイ
テク「第３の敗戦」

部下を困らせるメール◆そ
の内容とタイミング

考えよう「新しい生活」

日本が支援するヤンゴン証
券取引所の試練

リポート◆「諦めない」銚
子電鉄の今

墓参りもアプリで注文
バーチャルや代行も

コロナ後はどんな世界?
「政府」「絆」「幸福」

消費落ち込みの緩和
カギは６０〜７４歳

もう一回見る

PR TIMES
竹内唯人、Novel Coreのワンマンライブにシークレット出演！2人のコラボ曲「From Now
On feat. Novel Core」を初披露。19歳コンビの息のあった掛け合いにファンも歓喜

(09/10

10:16)

伝統のローストビーフも堪能できる！！贅沢な【ハロウィンスイーツブッフェ】

(09/10 10:16)

「塩」と「砂糖」と「水」だけで肉や魚がふっくらジューシー！ いいこと尽くめの魔法の調
理法「塩糖水」待望の書籍化！ (09/10 10:16)

＜8月度GD認定＞米津玄師のアルバム「STRAY SHEEP」がミリオン認定

(09/10 10:16)

安心・安全に絶品グルメをお好きなだけ「赤坂 オーダーバイキング〜グランドメニューから
選び放題〜」開催 (09/10 10:16)
地球の健康診断書『生きている地球レポート2020』発表 生物多様性回復シナリオで環境政
策と持続可能な生産・消費策の組合せを明示― 50年で生物多様性が約7割減少 ―

(09/10

10:16)

うしすけフォロワー様5000人突破！感謝記念企画

(09/10 10:16)

うしすけ Photojoyコラボ！うちの子撮影会イベント開催のお知らせ
2020最新版！リアクションが面白いお笑い芸人ランキング

(09/10 10:16)

(09/10 10:16)

イギリス生まれの絵本「Belle&Boo」からデイリーに使える撥水エコバッグ登場！

(09/10

10:16)

【イスラエル アカデミア】オンラインで院生、院出身者向けキャリアイベントを実施、イス
ラエル人登壇：2020年9月17日開催

(09/10 10:16)

GTN、新タグライン「Making Your Stay in Japan Great」を制定し、新たなコーポレー
ト・コミュニケーション活動を開始！

(09/10 10:16)

ビビットカラーが際立つMIDシリーズ「AIR JORDAN 1 MID WHITE/NAVY/YELLOW」を
ベースに「STILLALIVE（スティルアライブ）」からリメイクスニーカーが発売。 (09/10
10:16)

この度、アイスタイル株式会社は93%が悩む「マスクによる肌荒れ」向けの「リシャン薬用
化粧水ミスト」を2020年9月に発売開始しました

(09/10 10:16)

awoo Japan日本事業統括責任者の吉澤和之氏が人工知能特化型メディア「Ledge.ai」へ寄
稿開始〜ECの発展には「偶発的消費」が必要〜 (09/10 10:16)
プログラミング的思考が遊びながら身につく「グラミン探検隊」ボードゲーム、英語版の資
金調達をクラウドファンディングで開始！

(09/10 10:16)

【9月10日より法人様向けオンライン商談会開催】スカルプブラシ ワールドプレミアムシリ
ーズ「ブラシでするシャンプーを世界の文化に」
宿

(09/10 10:16)

八右ヱ門の初秋のキャンペーン10月限定！宿泊者様にほろ酔いセットを無料で御提

供！

(09/10 10:16)

「ポテトチップス しあわせバタ〜」と「パイの実」が限定コラボ！ロッテグループ公式オン
ラインモール限定で、『パイの実』シリーズから、『おおきなパイの実＜しあわせバタ〜
＞』を発売いたします。 (09/10 09:46)

1965年発売のレトロなチョコが現代版になって復活！ 1965年に発売し多くのお客様に愛さ
れたチョコレート「ナッティ」を現代の嗜好に合わせてアレンジして発売いたします。

(09/10

09:46)

無印良品 お菓子の量り売り 開始のお知らせ

(09/10 09:46)

【東伊豆 北川温泉・吉祥CAREN】伊勢海老漁9月解禁、秋の旬を堪能する温泉グルメトリッ
プ。 (09/10 09:46)
株式会社MILIZEは取引先の最新情報をダッシュボードで照会する「クレジットモニターシス
テム」を日揮グローバル株式会社に提供。

(09/10 09:46)

クラウドWMS「ロジザードZERO」、ネクストエンジンとの複数倉庫連携に対応

(09/10

09:46)

Carstay、横浜市金沢区の約500坪の倉庫をプロデュース「モビリティ モバイル5G」がテー
マの「Mobi Lab.（モビラボ）」始動 (09/10 09:46)
KnowBe4、創立10周年の評価 - 3つのアワードを連続受賞

(09/10 09:46)

【大人の焼き物】10万フォロワー突破を記念して、初のポップアップストアをオープ
ン！

(09/10 09:46)

イームズロボティクス、東京都立産業技術研究センターと日立システムズ共同で準天頂衛星
みちびきと4G LTE対応大型散布ドローンを開発 (09/10 09:46)

コロナ禍入会者数200%増の女性専用パーソナルトレーニングジム「UNDEUX」が、６店舗
目となる恵比寿店を新規オープン！UNDEUX人気トレーナーが店長に就任

(09/10 09:46)

Happiness insightのセミナー「30歳からの仕事と介護の両立支援セミナー
の親がいきなり体調が悪くなったら」を9月24日にオンライン開催

〜もし、自分

(09/10 09:46)

もっと見る
コラム・連載

上野も惑わせた高揚感 女
子ソフト「濃密」な開幕

ロシア極東◆異例の反政権
デモ

ドライバーイップス
から復活したカギは

体験リポート◆香港「強制
検疫隔離」

瞬速の攻防、火花散る剣先
◆五輪のミカタ７

インクルーシブ◆実践する
校長の『思い』

コロナ下の新たな日常
盛り場、夜の街にも出没

９月は新学期・新年度シー
ズン

もう一回見る

ページの先頭へ

【JAROってなんじゃろ？】

【e-World Premium】

【農林水産業のデジタル情報誌】

【時事メディカル】

【新刊】「怒る上司のトリセツ」

【新刊】

【専門情報誌】

【重要事実情報】

JAROは、これからも広告・表示のフェア
プレイを推進してます。詳しくはこちら。

あなたの周りの「困った人」に、振り回さ
れていませんか？ 理不尽な怒りは相手の問
題で、あなたの問題ではありません。怒り
は「初期消火」が肝心。怒りのストーリー
を見極めて、上手に対処しましょう。

「国際情報電子書籍」
９月号の特集は「八方対立する中国」。各
方面と摩擦の絶えない中国に国際社会がど
う対処すべきか。多角的に考察する。

時事通信の商品・サービス ラインナップ

社団法人・地方行財政調査会の「全国知
事・市町村長ファイル2020-2021」発売
開始！

デジタル情報誌「Agrio」は２０１４年３
月創刊。「６次産業化」「輸出」「ＴＰＰ
対策」などをテーマに週１回発行。農林水
産ビジネスのヒントも満載です。

教育・福祉・地方行政・税務・ビジネスの
最前線にいるあなたに新聞が書かない情報
を！

医療情報サイト「時事メディカル」が伝え
る最新の医療ニュースに加え、気になる慢
性疾患や流行中の感染症など時宜にかなっ
た情報を日々、紹介します。

「売買管理支援情報」とも呼ばれる当情報
サービスは、インサイダー取引の防止や、
株式投資情報として活用できます。Webサ
ービスの他、データ提供サービスも。

時事通信ホール

内外情勢調査会

世論調査・内閣支持率

時事通信出版局

時事速報

時事トップセミナー

講演サポート.com

専門情報誌

iJAMP時事行政情報モニター

会社案内

個人・法人向けサービス

採用情報

個人情報保護方針

著作権・免責

リンク

RSS規約

お問い合わせ

