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National Park Style Cafe 月替わりで全国全国34国立公園の
特産品を取り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」！

川湯エコミュージアムセンター内【National Park
Style Cafe 】で
月替わりで全国34国立公園の特産品を取り入れた
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【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。
 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である、奄美黒糖焼
酎を原材料に手作りで製造した「焼酎ケーキ」を特別メニューに追加いたします。今後、月
替わりで、全国34国立公園の特産品・名産品を活用した特別メニューを開発し、National
Park Style Café店頭で提供していくとともに、地元である阿寒摩周国立公園・弟子屈町・近
隣市町村の特産品・名産品を活用したメニューについても、並行して、3か月に1回、新メニ
ューを開発・販売していく予定です。販売は、店頭での販売から開始し、今後、専用のオン
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ラインショップも開設して参ります。
 国立公園の名産品の物販事業での事業利益の一部は、国立公園の自然保護・維持のための
循環型モデルの確立を目指して、TARGET らが設立した、一般社団法人ナショナルパークス
ジャパン（以後、NPJ。代表理事 山内絢人）を通じて、国立公園の自然保護活動に寄付す
ることを予定しております。NPJとは欧米の公園維持の仕組みを参考に、日本が誇るべき
「ナショナルパーク」を利用者や民間事業者でしっかり稼ぎ、その収益で公園維持管理する
自走型のシステムをつくっていく観点で、昨年7月から阿寒摩周国立公園川湯エコミュージア
ムセンターを先進モデルとして【National Park Style Café】を共同で運営しており、全国
34公園への展開を目標としております。なお、全国34公園での特産品を活用したメニュー開
発には、株式会社地域活性化大学（代表取締役 福永信也）との連携により行っていく予定
です。

＜全国34国立公園物販事業について＞
【National Park Style 】事業の一環として、全国34国立公園の特産品・名産品を活用したオ
リジナルメニューを開発し、販売を開始いたします。
■第一弾：2020年10月
・月間強化国立公園：奄美群島国立公園
・名称：奄美群島国立公園の名産である奄美黒糖焼酎を原材料に手作りで製造した「焼酎ケ
ーキ」
・販売期間：10月1日〜10月31日（予定）
・奄美黒糖焼酎について
 奄美黒糖焼酎は、鹿児島県の奄美群島のみで造られおり、米麹とサトウキビから作った純
黒砂糖を原料に醸造し、単式蒸留した本格焼酎です。
■今後の展開予定
月替わりで、全国34国立公園の特産品・名産品を活用したメニューを開発し、National Park
Style Café店頭で順次販売していくとともに、地元である阿寒摩周国立公園の特産品・名産
品を活用したメニューについても、並行して、3か月に1回、新メニューを開発・販売してい
く予定です。
[画像1: https://prtimes.jp/i/59019/6/resize/d59019-6-269605-8.jpg ]

[画像2: https://prtimes.jp/i/59019/6/resize/d59019-6-479786-0.jpg ]

＜【National Park Style】展開イメージ＞
 TARGET HOLDINGSグループは、自然を大切にし、エコでサステナブルなライフスタイ
ル・企業経営スタイルを提案する、【National Park Style 】をビジネスライン（１.カフ
ェ、２.タビナカツアーデスク及びガイドツアー、３.グッズ販売等４.移住拠点紹介・ワーケ
ション拠点紹介）として展開し、国立公園の自然保護・維持のためのマネタイズスキーム
（循環型モデル）の確立に寄与することを目指しております。
[画像3: https://prtimes.jp/i/59019/6/resize/d59019-6-841381-9.png ]

[画像4: https://prtimes.jp/i/59019/6/resize/d59019-6-687683-2.jpg ]

＜【National Park Style Café】概要＞
2019年9月21日に、川湯エコミュージアムセンター2Fにグランドオープンした、コンシェル
ジュカフェです。
窓からアカエゾマツの原生林を臨む風景の中、ゆったりとした時間を過ごしていただける空
間と、地元産にこだわり厳選されたメニューでおもてなしします。
・場所：北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2-2-6 川湯エコミュージアムセンター2F
・メニュー
弟子屈町で焙煎されブレンドされたこだわりのオーガニックコーヒー
 【National Park Style Café】の窓から見える情景をイメージして厳選されたオーガニッ

1 『東京事変』椎名林檎以外
は... メンバーの告白に悲し
みの声「夢がなさすぎ」

2 高嶋ちさ子、華原朋美“涙の
謝罪”同日に「ご褒美パス
タ」ツイートが炎上

3 任天堂、突然のカービィ新
作発売にネット騒然 「奇
襲しすぎじゃない？」

4 片瀬那奈って結婚してる
の？ 過去の恋愛や語った
結婚観に「複雑なのね…」

5 東出昌大を菅原小春が“支
援”報道に唐田えりかは何を
思う？
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ク栽培のコーヒー豆をベースに、地元弟子屈町でのこだわりの焙煎。摩周焼カップでお楽し
み頂けます。
弟子屈手作り工房のトーストに弟子屈産蜂蜜とジャム
 道産小麦「春よ恋」と「摩周粉」を配合。ホシノ天然酵母でじっくりと焼き上げた味と香
りをお楽しみ頂けます。
[画像5: https://prtimes.jp/i/59019/6/resize/d59019-6-554536-3.jpg ]

[画像6: https://prtimes.jp/i/59019/6/resize/d59019-6-685004-4.jpg ]

＜株式会社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
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
奄美支店：鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字春日５＜瀬戸内ITBASE＞
ＵＲＬ：https://tourism-teshikaga.co.jp/
資本金：8,200,000円（資本準備金を含む）
設 立：平成21年4月1日
株 主：（株）TARGETHOLDINGS 76.3% 他33名
旅行業許可：北海道知事登録旅行業第２-５６６号
代表取締役：中嶋 康雄
主な活動内容
・全国旅行業・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
[画像7: https://prtimes.jp/i/59019/6/resize/d59019-6-839691-5.jpg ]

＜株式会社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：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
[画像8: https://prtimes.jp/i/59019/6/resize/d59019-6-557567-6.jpg ]

＜株式会社TARGET HOLDINGS概要＞
社名：株式会社TARGET HOLDINGS
本店：鹿児島県大島郡瀬戸内町大字古仁屋字春日５＜瀬戸内ITBASE＞
東京事務所：東京都港区南青山二丁目27-22青山安田ビル7階
電話：03-5775-0666・FAX 03-5775-0672
URL：http://www.target-inc.jp
資本金：251,655,000円（資本準備金を含む）
設立：2015年7月
株主（敬称略）：(株)GETTI 54.56％、(株)産業経済新聞社 0.03%、香川証券(株) 0.03%、
(株)アイビス・キャピタル・パートナーズ 0.08%、(株)ルネット0.03%、木村政雄0.08%、
役員他
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）
事業内容
・マーケティング＆プロデユース事業・ナショナルパークスタイル事業・MaaS事業 等
[画像9: https://prtimes.jp/i/59019/6/resize/d59019-6-970753-7.jpg ]
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なにわ男子『めざましテレ
ビ』で新コーナー2本「朝か
ら全国の皆さんへ」

洗えるあったかヒートマスク
3枚入り330円、マスク専門
EC店「MASK CLUB」で

リンガーハットに1300kcal超
えの超ハイカロリーメニュー
がいつの間にか登場！

m-harbor.jp

＜一般社団法人ナショナルパークスジャパンについて＞
日本が世界に誇るべき傑出した自然の景勝地である国立公園を、世界各国の国立公園とも提
携しながら世界に発信し持続可能な観光を推進することで、観光立国・地方創生の推進を図
るとともに、国立公園の自然の魅力・価値を、都市部を含めより多くの人々・子どもたちに
伝え、日本の守るべき緑を次世代へ継承していく緑ある豊かな循環共生型社会実現のため活
動しています。
名  称 ：一般社団法人ナショナルパークスジャパン
本  店 ：北海道川上郡弟子屈町川湯温泉2-2-6
URL ：https://www.nationalparks.jp/
設  立 ：2019年4月
代表理事 ：山内絢人
副理事長 ：後藤健市（(株)スノーピーク地方創生コンサルティング代表取締役 ）
理  事 ：マイク・ハリス（(株)キャニオンズ代表取締役）・太田雅人（(株)GETTI代表取
締役）

■本件に関するお問い合わせ先
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
株式会社ナショナルパークツーリズムてしかが https://tourism-teshikaga.co.jp/
E-mail: info@ @nationalparktourism.jp 電話番号 015-483-2101
                                以上
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自民選対委員長、全国行脚を開始＝次期衆院選にらみ

時事通信 9月25日（金）21時6分

https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/0925/mnn_200925_4325476849.html
https://news.biglobe.ne.jp/economy/0924/prt_200924_0867302524.html
https://news.biglobe.ne.jp/trend/0924/gad_200924_7905580375.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG0awsPFtX_vCLMTyoAPKlrSgBcCXiLpexcSkoooMwI23ARABIPL02CZgvwWgAfvw1McCyAEBqQKFDzq-F2ZEPuACAKgDAcgDmwSqBJACT9BHxaPoaTIOIKFUFXAVoiFFzy1RBxtV8C8l7m82Mu8ZhYRwyhWSa5uJRKT8XLC9uEMw6MJ0ZqKGO0L-9TzbJiq0UXmmJNw5fHnrp_b4j5jQxUI4N245F2Jd-nMIuGrLiZTCeZiNJS7aKkvStvx3BwiDSuEcYi2xp9h9lQykq3Q-2ZlfUxvlBl3ZYDgXVYQh7D-xsY9_cbEOeUMt1pXVmxKdM_iAbIkdEMHKwZJS3wiMEExQp13R2QIvC8f3r0IR_RHvKrBh8yTdWK8TJEq_1HJJ_UMH7QSkIAI7BcG95RwX8reXZhL0oaGIuEGgrYwgpQh7_jniYwgl1LXjE1Xjd6men6F5ImDwPHrbzp7dj6nABOWp5v_8AuAEAaAGUYAH7Y6ruAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YBAEAEYHZoJGGh0dHBzOi8vd3d3Lm0taGFyYm9yLmpwL7EJUH97ePFlU92ACgPICwHYEw0&num=1&cid=CAASPeRowZFkChLoUQIY73bBIXWezoplpl88oU7vCptrFXzWc7MU3QPtc2J6TzQVOvbFBmptyOkKZkfDWzb6iaU&sig=AOD64_32YdO_gMSlHcN52ieeEYd9B7rFXw&client=ca-pub-7093843854058227&nb=9&adurl=https://www.m-harbor.jp/%23argument=p5eoD5GM&ai=a5f4778ef4acc5&cr=459814860949&kw=%25E6%25B8%25A9%25E6%25B3%2589&nw=d&mt=&gr=102273488101&mid=1&device=c
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG0awsPFtX_vCLMTyoAPKlrSgBcCXiLpexcSkoooMwI23ARABIPL02CZgvwWgAfvw1McCyAEBqQKFDzq-F2ZEPuACAKgDAcgDmwSqBJACT9BHxaPoaTIOIKFUFXAVoiFFzy1RBxtV8C8l7m82Mu8ZhYRwyhWSa5uJRKT8XLC9uEMw6MJ0ZqKGO0L-9TzbJiq0UXmmJNw5fHnrp_b4j5jQxUI4N245F2Jd-nMIuGrLiZTCeZiNJS7aKkvStvx3BwiDSuEcYi2xp9h9lQykq3Q-2ZlfUxvlBl3ZYDgXVYQh7D-xsY9_cbEOeUMt1pXVmxKdM_iAbIkdEMHKwZJS3wiMEExQp13R2QIvC8f3r0IR_RHvKrBh8yTdWK8TJEq_1HJJ_UMH7QSkIAI7BcG95RwX8reXZhL0oaGIuEGgrYwgpQh7_jniYwgl1LXjE1Xjd6men6F5ImDwPHrbzp7dj6nABOWp5v_8AuAEAaAGUYAH7Y6ruAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YBAEAEYHZoJGGh0dHBzOi8vd3d3Lm0taGFyYm9yLmpwL7EJUH97ePFlU92ACgPICwHYEw0&num=1&cid=CAASPeRowZFkChLoUQIY73bBIXWezoplpl88oU7vCptrFXzWc7MU3QPtc2J6TzQVOvbFBmptyOkKZkfDWzb6iaU&sig=AOD64_32YdO_gMSlHcN52ieeEYd9B7rFXw&client=ca-pub-7093843854058227&nb=0&adurl=https://www.m-harbor.jp/%23argument=p5eoD5GM&ai=a5f4778ef4acc5&cr=459814860949&kw=%25E6%25B8%25A9%25E6%25B3%2589&nw=d&mt=&gr=102273488101&mid=1&device=c
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG0awsPFtX_vCLMTyoAPKlrSgBcCXiLpexcSkoooMwI23ARABIPL02CZgvwWgAfvw1McCyAEBqQKFDzq-F2ZEPuACAKgDAcgDmwSqBJACT9BHxaPoaTIOIKFUFXAVoiFFzy1RBxtV8C8l7m82Mu8ZhYRwyhWSa5uJRKT8XLC9uEMw6MJ0ZqKGO0L-9TzbJiq0UXmmJNw5fHnrp_b4j5jQxUI4N245F2Jd-nMIuGrLiZTCeZiNJS7aKkvStvx3BwiDSuEcYi2xp9h9lQykq3Q-2ZlfUxvlBl3ZYDgXVYQh7D-xsY9_cbEOeUMt1pXVmxKdM_iAbIkdEMHKwZJS3wiMEExQp13R2QIvC8f3r0IR_RHvKrBh8yTdWK8TJEq_1HJJ_UMH7QSkIAI7BcG95RwX8reXZhL0oaGIuEGgrYwgpQh7_jniYwgl1LXjE1Xjd6men6F5ImDwPHrbzp7dj6nABOWp5v_8AuAEAaAGUYAH7Y6ruAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YBAEAEYHZoJGGh0dHBzOi8vd3d3Lm0taGFyYm9yLmpwL7EJUH97ePFlU92ACgPICwHYEw0&num=1&cid=CAASPeRowZFkChLoUQIY73bBIXWezoplpl88oU7vCptrFXzWc7MU3QPtc2J6TzQVOvbFBmptyOkKZkfDWzb6iaU&sig=AOD64_32YdO_gMSlHcN52ieeEYd9B7rFXw&client=ca-pub-7093843854058227&nb=8&adurl=https://www.m-harbor.jp/%23argument=p5eoD5GM&ai=a5f4778ef4acc5&cr=459814860949&kw=%25E6%25B8%25A9%25E6%25B3%2589&nw=d&mt=&gr=102273488101&mid=1&device=c
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG0awsPFtX_vCLMTyoAPKlrSgBcCXiLpexcSkoooMwI23ARABIPL02CZgvwWgAfvw1McCyAEBqQKFDzq-F2ZEPuACAKgDAcgDmwSqBJACT9BHxaPoaTIOIKFUFXAVoiFFzy1RBxtV8C8l7m82Mu8ZhYRwyhWSa5uJRKT8XLC9uEMw6MJ0ZqKGO0L-9TzbJiq0UXmmJNw5fHnrp_b4j5jQxUI4N245F2Jd-nMIuGrLiZTCeZiNJS7aKkvStvx3BwiDSuEcYi2xp9h9lQykq3Q-2ZlfUxvlBl3ZYDgXVYQh7D-xsY9_cbEOeUMt1pXVmxKdM_iAbIkdEMHKwZJS3wiMEExQp13R2QIvC8f3r0IR_RHvKrBh8yTdWK8TJEq_1HJJ_UMH7QSkIAI7BcG95RwX8reXZhL0oaGIuEGgrYwgpQh7_jniYwgl1LXjE1Xjd6men6F5ImDwPHrbzp7dj6nABOWp5v_8AuAEAaAGUYAH7Y6ruAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YBAEAEYHZoJGGh0dHBzOi8vd3d3Lm0taGFyYm9yLmpwL7EJUH97ePFlU92ACgPICwHYEw0&num=1&cid=CAASPeRowZFkChLoUQIY73bBIXWezoplpl88oU7vCptrFXzWc7MU3QPtc2J6TzQVOvbFBmptyOkKZkfDWzb6iaU&sig=AOD64_32YdO_gMSlHcN52ieeEYd9B7rFXw&client=ca-pub-7093843854058227&nb=8&adurl=https://www.m-harbor.jp/%23argument=p5eoD5GM&ai=a5f4778ef4acc5&cr=459814860949&kw=%25E6%25B8%25A9%25E6%25B3%2589&nw=d&mt=&gr=102273488101&mid=1&device=c
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CG0awsPFtX_vCLMTyoAPKlrSgBcCXiLpexcSkoooMwI23ARABIPL02CZgvwWgAfvw1McCyAEBqQKFDzq-F2ZEPuACAKgDAcgDmwSqBJACT9BHxaPoaTIOIKFUFXAVoiFFzy1RBxtV8C8l7m82Mu8ZhYRwyhWSa5uJRKT8XLC9uEMw6MJ0ZqKGO0L-9TzbJiq0UXmmJNw5fHnrp_b4j5jQxUI4N245F2Jd-nMIuGrLiZTCeZiNJS7aKkvStvx3BwiDSuEcYi2xp9h9lQykq3Q-2ZlfUxvlBl3ZYDgXVYQh7D-xsY9_cbEOeUMt1pXVmxKdM_iAbIkdEMHKwZJS3wiMEExQp13R2QIvC8f3r0IR_RHvKrBh8yTdWK8TJEq_1HJJ_UMH7QSkIAI7BcG95RwX8reXZhL0oaGIuEGgrYwgpQh7_jniYwgl1LXjE1Xjd6men6F5ImDwPHrbzp7dj6nABOWp5v_8AuAEAaAGUYAH7Y6ruAGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfw2RuoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAeW2BuoB8LaG9gHAdIICQiA4YBAEAEYHZoJGGh0dHBzOi8vd3d3Lm0taGFyYm9yLmpwL7EJUH97ePFlU92ACgPICwHYEw0&num=1&cid=CAASPeRowZFkChLoUQIY73bBIXWezoplpl88oU7vCptrFXzWc7MU3QPtc2J6TzQVOvbFBmptyOkKZkfDWzb6iaU&sig=AOD64_32YdO_gMSlHcN52ieeEYd9B7rFXw&client=ca-pub-7093843854058227&nb=1&adurl=https://www.m-harbor.jp/%23argument=p5eoD5GM&ai=a5f4778ef4acc5&cr=459814860949&kw=%25E6%25B8%25A9%25E6%25B3%2589&nw=d&mt=&gr=102273488101&mid=1&device=c
http://prtimes.jp/
https://news.biglobe.ne.jp/list/041/630/%E5%85%A8%E5%9B%BD.html
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/0925/jj_200925_2382801882.html


エンタメ・芸能

エンタメ総合

映画

音楽

アニメ・マンガ

ゲーム

グラビア

海外セレブ

韓流

スポーツ

スポーツ総合

野球

サッカー

ゴルフ

格闘技

車

社会・政治

国内総合

社会

政治

気象・災害

人・訃報

経済

経済総合

市況

株式

企業

リリース

ビジネス

為替チャート

トレンド

生活情報

グルメ

雑学

サイエンス

びっくり

ネット系

恋愛

子育て

IT・デジタル

IT総合

PC

スマホ・モバイル

家電・AV機器

国際

国際総合

動物

猫

犬

動物いろいろ

編集部の旬ネタ

ヘルプ

関連コンテンツ

天気

ヘアサロン

ヘアスタイル

ネイルサロン

ネイルデザイン

ビューティニュース

ギフト

商品レビュー

脱毛サロン

転職

ファッション

本サイトのニュースの見出しおよび記事内容、およびリンク先の記事内容は、各記事提供社からの情報に基づくものでビッグローブの見解を表すものではありません。
ビッグローブは、本サイトの記事を含む内容によってお客様やその他の第三者に生じた損害その他不利益については一切責任を負いません。

ビッグローブは、本サイトの記事を含む内容についてその正確性を含め一切保証するものではありません。本サイトのデータおよび記載内容のご利用は、全てお客様の責任において行ってください。
データ提供元：アニメキャラクター事典「キャラペディア」

BIGLOBEトップ  インターネット接続（ビッグローブ光・格安SIM・格安スマホ）  広告掲載  法人向け（光回線・格安SIM）  ネット選挙運動

会社概要  ニュースリリース  採用情報  個人情報保護ポリシー  Cookieポリシー  安心・安全  古物営業法に基づく表記  お問い合わせ

Copyright(C)BIGLOBE Inc. 1996-2020

BIGLOBEニュース

 

【緊急速報ニュース】の通知を受け取りますか？
通知の設定はいつでも変更できます。

受け取る過去の速報一覧を確認する閉じる

https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/whole/
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/movie/
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/music/
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/animation/
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/game/
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/gravure/
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/celeb/
https://news.biglobe.ne.jp/entertainment/korean/
https://news.biglobe.ne.jp/sports/
https://news.biglobe.ne.jp/sports/whole/
https://news.biglobe.ne.jp/sports/baseball/
https://news.biglobe.ne.jp/sports/soccer/
https://news.biglobe.ne.jp/sports/golf/
https://news.biglobe.ne.jp/sports/battle/
https://news.biglobe.ne.jp/sports/car/
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/whole/
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/society/
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/politics/
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/disaster/
https://news.biglobe.ne.jp/domestic/people/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/whole/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/market/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/stocks/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/business/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/release/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/bizinfo/
https://news.biglobe.ne.jp/economy/money/fx/exrate/
https://news.biglobe.ne.jp/trend/
https://news.biglobe.ne.jp/trend/life/
https://news.biglobe.ne.jp/trend/gourmet/
https://news.biglobe.ne.jp/trend/knowledge/
https://news.biglobe.ne.jp/trend/science/
https://news.biglobe.ne.jp/trend/surprise/
https://news.biglobe.ne.jp/trend/net/
https://news.biglobe.ne.jp/trend/love/
https://news.biglobe.ne.jp/trend/child/
https://news.biglobe.ne.jp/it/
https://news.biglobe.ne.jp/it/whole/
https://news.biglobe.ne.jp/it/pc/
https://news.biglobe.ne.jp/it/mobile/
https://news.biglobe.ne.jp/it/homeelectronics/
https://news.biglobe.ne.jp/international/
https://news.biglobe.ne.jp/international/whole/
https://news.biglobe.ne.jp/animal/
https://news.biglobe.ne.jp/animal/cat/
https://news.biglobe.ne.jp/animal/dog/
https://news.biglobe.ne.jp/animal/other/
https://news.biglobe.ne.jp/provider/blnews/
https://news.biglobe.ne.jp/help/
https://weather.biglobe.ne.jp/
https://beauty.biglobe.ne.jp/salon/
https://beauty.biglobe.ne.jp/salon/hair_style/
https://beauty.biglobe.ne.jp/nail/
https://beauty.biglobe.ne.jp/nail/catalog/
https://beauty.biglobe.ne.jp/news/
https://gift.biglobe.ne.jp/
https://review.biglobe.ne.jp/
https://datsumou.biglobe.ne.jp/?utm_source=bnews&utm_medium=text&utm_campaign=from_20200316
https://job.biglobe.ne.jp/?utm_source=bnews&utm_medium=text&utm_campaign=from_20200316
https://fashion.biglobe.ne.jp/?utm_source=b_news&utm_medium=text&utm_campaign=bpromo202002
http://www.charapedia.jp/
https://www.biglobe.ne.jp/
https://join.biglobe.ne.jp/?utm_source=biglobe.ne.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=b_other&utm_content=footer
https://join.biglobe.ne.jp/ftth/hikari/?utm_source=biglobe.ne.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=b_other&utm_content=footer
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/?utm_source=biglobe.ne.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=b_other&utm_content=footer
https://join.biglobe.ne.jp/mobile/device/?utm_source=biglobe.ne.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=b_other&utm_content=footer
https://www.biglobe.ne.jp/adguide/
https://biz.biglobe.ne.jp/index.html?utm_source=biglobe.ne.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=b_other&utm_content=footer1
https://biz.biglobe.ne.jp/index.html?utm_source=biglobe.ne.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=b_other&utm_content=footer2
https://biz.biglobe.ne.jp/sim/index.html?utm_source=biglobe.ne.jp&utm_medium=referral&utm_campaign=b_other&utm_content=footer3
http://support.biglobe.ne.jp/netsenkyo/index.html
https://www.biglobe.co.jp/
https://www.biglobe.ne.jp/whatsnew/news.html
https://www.biglobe.co.jp/recruit/index.html
https://www.biglobe.ne.jp/privacy.html
https://www.biglobe.ne.jp/cookie.html
https://support.biglobe.ne.jp/safesecurity/
http://support.biglobe.ne.jp/kobutsusyo.html
http://support.biglobe.ne.jp/
https://news.biglobe.ne.jp/
https://privacymark.jp/
https://www.biglobe.ne.jp/safesecurity.html

