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> PR TIMES > ナショナルパークプロジェクトの第1弾として、阿寒摩周国立公園川…
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ナショナルパークプロジェクトの第1弾として、阿寒摩周国立
公園川湯エコミュージアムセンター内にコンシェルジュカフェ
【National Park Style Cafe】がグランドオープン！

［株式会社ザ・ジャパンプロジェクト］

一般社団法人ナショナルパークスジャパン
代表理事

山内絢人

株式会社 ザ・ジャパンプロジェクト
代表取締役社長 Cameron Stadin
フォーカス

一般社団法人ナショナルパークスジャパン（代表理事

山内絢人、（一社）ナショナル

パークツーリズムリーグより改称、以下ナショナルパークスジャパン）が展開する、日本
が世界に誇るべき国立公園を世界レベルのナショナルパークへ高め、サスティナブル・ツ
ーリズムを推進するプロジェクトである「ナショナルパークプロジェクト」の一環とし
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て、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、【National Park Style Café】が、9月21日（土）にグランドオープン
しました。
「ナショナルパークプロジェクト」は、ナショナルパークスジャパンが推進する、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、都市部を含めたより多くの人々・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
ための活動です。ナショナルパークスジャパンは、この目的達成のため、関係省庁・地方
自治体・民間企業と広く連携しながら、国立公園関連の先進的事業を推進するとととも
に、各種啓発活動・政策提言を行っています。
株式会社 ザ・ジャパンプロジェクト（代表取締役社長

Cameron Stadin、以下ザ・

ジャパンプロジェクト）は、ナショナルパークスジャパンにおける国立公園関連事業の実
務を担うとともに、【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.スポンサー制度、４.グッズ販売等）として展開
し、循環モデルの確立に寄与することを目指しております。

今回、阿寒摩周国立公園川湯エコミュージアムセンター内にグランドオープンする、
【National Park Style Café】は、ナショナルパークプロジェクトの第1弾として、北海
道阿寒摩周国立公園の民間収益による自走化を目指し、摩周湖エリアの環境省ビジターセ
ンターである川湯エコミュージアムセンターのカフェをプロデュースし、将来的には 同
エリアの観光ハブとして機能し、旅ナカ旅行需要にも応えるコンシェルジュ機能を兼ね備
えたコンシェルジュカフェとして展開して参ります。民間事業でしっかり稼ぐ、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、各地域の核となる国
立公園ビジターセンターから発信、収益を維持管理・魅力発信に充てる公園維持管理シス
テムをつくっていく観点で、阿寒摩周国立公園川湯エコミュージアムセンターをモデルと
して、全国34公園への展開を目指します。
また、ザ・ジャパンプロジェクトは、ツアー・アクティビティ連携を視野に、摩周湖・
屈斜路湖・川湯温泉エリアの【摩周湖星空紀行】で環境省大臣賞を受賞した、地域旅行会
社ツーリズムてしかがを子会社化しました。地域旅行会社ツーリズムてしかがは、社名を
株式会社ナショナルパークツーリズムてしかがに社名変更し、地元の魅力はもちろん、国
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" 読まれています
米朝実務協議の重要性指摘＝正恩氏との再
会談向け−トランプ大統領
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現場周辺にスリッパ＝スプレー噴射、計画
的か−茨城夫婦殺害・県警

社会

貿易協定「すべての交渉終了」＝米通商代
表と会談−茂木外相

政治

戦闘機操縦士に訓練資格なし＝高知沖墜落
で調査結果−米軍

国際

【動画】オールブラックスが日本の観衆の
前でハカを披露 ラグビーW杯
人気記事アーカイブ

特集トップ

立公園全体の魅力をこれまで以上に発信し、カフェ、ツーリズムでの事業利益の一部を国
立公園の自然保護活動に寄付して参ります。

＜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
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を秘めた令嬢役

大相撲の
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ためらいはなかった
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結婚後の受診で
人工肛門になるかも

進を図るとともに、国立公園の自然の魅力・価値を、都市部を含めたより多くの人々・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。
【団体概要】
名称 一般社団法人ナショナルパークスジャパン（一般社団法人ナショナルパークツーリ
ズムリーグより改称）
本店 〒150-0012 東京都渋谷区広尾3-6-5 クレスト広尾1 階（北海道川上郡弟子屈町川
湯温泉2-2-6に移転予定）
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（株式会社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（株式会社キャニオンズ代表取締役）

＜ナショナルパークプロジェクトについて＞
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、都市部を含めたより多くの人々・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。日本が世界に誇るべき自然を有する各地の国立公園につい

アクセスランキング 経済

1

建築確認、民間審査に甘
さ＝大口取引先の要望断
れず

2

建築確認申請で便宜＝業
者から金銭受け取る−都
内の国指定検査機関

3

８地域がカジノ誘致検討
＝北海道や千葉市など−
赤羽国交相

4

１円玉、薄まる存在感＝
消費税１０％で切り良く

て、観光立国・地方創生の起爆剤としていくべく、これまで以上に官民一体となって世界
に発信し、国・地方自治体・経済界が一体となりオールジャパン体制のもと推進すること
を目指します。
【活動方針】
今後、国立公園における好循環でサスティナブルな観光のための利用者負担による保全
の仕組みづくりによる世界に冠たるナショナルパークブランドの確立と、国立公園内にお
けるサスティナブル・ツーリズムの推進のための諸課題について、課題解決に向けた議
論・世論喚起・提言します。活動においては、環境省をはじめとする関係省庁・地方自治

一覧へ

体と広く連携します。
現在、以下を具体的テーマとして活動を行なっています。
１.持続可能な観光を実現すべく、日本の国立公園にふさわしい利用者負担制度を、関
係者と調整・連携しながら構築・運営していく。本制度を通じて、寄付金を公園の維持・

5

日韓財界、逆風下で協力
模索＝２４日から経済人
会議

今日は何の日？
2000年

魅力向上に充てる欧米型の公園管理のモデルを確立する。さらに、国立公園内での質の高

シドニー五輪の女子
マラソンで高橋尚子
選手が金メダル

い、安全なアクティビティ・ガイド制度も提言。
２.国立公園における一流の自然コンテンツを生かした世界級のリゾートビジネスのあ
り方について関係者と議論し、あるべき制度論等をまとめ、提言。
３.海外における国立公園ブランドに匹敵するようなナショナルパークブランド確立の
ため、国立公園を有する自治体と連携し、海外の国立公園との姉妹公園提携なども含めた
「国立公園を軸とする国際交流」によるプロモーションを推進。

9月7日（土）ライブ配信開始

きょうの日本語検定

正しいのはどれ？

【露骨】と反対の意味の言葉（対義語）
は？[2級]
A. 婉曲

＜【National Park Style】展開イメージ＞

B. 曖昧
C. 茫洋

株式会社 ザ・ジャパンプロジェクトは、ナショナルパークスジャパンにおける国立公
園関連事業の実務を担うとともに、【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.スポンサー制度、４.グッズ販売等）
として展開し、循環モデルの確立に寄与することを目指しております。
民間事業でしっかり稼ぐ、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、各地域の核となる国立公園ビジターセンターから発信、収益を維持管
理・魅力発信に充てる公園維持管理システムをつくっていく観点で、阿寒摩周国立公園川
湯エコミュージアムセンターをモデルとして、全国34公園への展開を目指します。

＜【National Park Style Café】概要＞

2019年8月31日に、川湯エコミュージアムセンター2Fでプレオープンした【National
Park Style Café】が、9月21日(土)グランドオープンしました。
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。
・グランドオープン：9月21日(土)11:00
・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
お楽しみください。
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
香りをお楽しみください。

＜株式会社 ザ・ジャパンプロジェクト会社概要＞

社名

株式会社 ザ・ジャパンプロジェクト

本社

東京都大田区田園調布1-61-10

設立

2018年 ７月（2019年7月30日3社合併）

資本金 2,950万円（資本準備金を含む）
株主

株式会社TARGET 89.2%、株式会社Glocal Innovation Holdings 7.4%、

EnrichJapan株式会社 3.4%
役員

代表取締役 Cameron Stadin

取締役 前田尚武・真泉洋介・後藤慎史・小林真也・久保聡・東條勝弘
事業内容
・インバウンド＆観光事業支援業務
・空間プロデユース事業（古民家再生・空間プロデユース業務・公的施設・古民家一軒宿
運営業務）
・メディア・サービス開発事業

＜株式会社ナショナルパークツーリズムてしかが概要＞

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

URL

https://tourism-teshikaga.co.jp/

資本金 8,200,000円（資本準備金を含む）
発行済み株式数 262株
設立
株主

平成21年4月1日
（敬称略） 既存株主33名、（株）TARGET76.3（敬称略）

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、各旅行会社

他

＜仕入れ先＞各種ガイド

企業プレスリリース詳細へ （2019/09/22-10:40）
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。

【PR TIMES記事一覧へ】 【アクセスランキング】

今、あなたにオススメ
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Promoted
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シチズン エコ・ドライブ ア

マンションリサーチ

エミレーツ航空

30周年限定モデル登場！

原因を1ヶ月間考えてみた

国？航空券を比べてみよう

ルティクロン プロマスター

シチズン時計株式会社 on 山と
溪谷

伊之助が差し違え＝大相撲秋場所
『マトリックス４』製作発表

キアヌ・リーヴスが再びネオ役

豚コレラ対策、長野など３県でもワクチン検討＝野生イノシシに
PS4(R)『龍が如く７ 光と闇の行方』東京ゲームショウ2019で公開された映像を早くも解
禁！

6ヶ月先まで予約の取れない店『肉山』TLUNCHと9月26日コラボ開始、『肉山』がフード
トラック特別メニューの肉丼がビル下に！繁盛店の味が予約不要！ランチになって登場
Recommended by

特集

軽減税率で対応ばらつき
〜１０月の消費増税〜

財政検証◆年金水準２割弱
目減り

『豚肉高騰』で
景気後退とインフレに？

米中摩擦激化、新たな段階

出口なし量的緩和
までは

ジャニーズ問題で見えた
公取委の変貌

ＮＨＫ受信料◆関連情報

「労災支給決定」減少も
「労災請求」増大

このま

【PR】 企業調査から顧客体験と
経営指標の関係を解き明かす

【PR】 クレジットカードから
115万円返金された影山安春…
（68）男性

【PR】 「嘘でしょ？」減煙に成

【PR】 韓国人がわざわざ日本に

【PR】 「え？ドラマ観ただけ
で？」娘が英語が喋れるように…
った方法

【PR】 実は「男の薄毛」はシャ
ンプーを変えるだけで解消でき…
と判明！？合法的な◯◯で…

功した事がなかったヘビースモ…
カーが驚愕

買いに来る！ほうれい線が簡単…
消せる方法とは？

Recommended by

PR TIMES
『直感 アルゴリズム♪』のアニメ・映像制作の技術協力を行った「Creative Studio Mzo」
が「第32回東京国際映画祭」特設ステージ制作に協力

(09/24 12:40)

【ＪＡＦ徳島】『那賀のグルメ祭り ＪＡＦデー』ｉｎ 「道の駅 鷲敷」を開催しま
す！ (09/24 12:40)

劇場版「BanG Dream! FILM LIVE」舞台挨拶ツアー開催報告

(09/24 12:40)

マルコメ君によるアーティスト活動「DJ MARUKOME」 「岸田繁」コラボ！DJ
MARUKOME＆岸田繁が、くるり主催「京都音楽博覧会2019」で初めての共演！？

(09/24

12:40)

『イケメンヴァンパイア◆偉人たちと恋の誘惑』

実力派美容院『Prize（プライズ）』美容

院コラボ決定！10月1日より池袋東口・表参道原宿・恵比寿・錦糸町で開始！

(09/24 12:40)

サッポログループがAI技術を活用したロジスティクス領域の計画主導型システム導入

(09/24

12:40)

「nuroモバイル」が「Xperia Ace」の取り扱いを開始

(09/24 12:40)

「家庭教師ヒットマンREBORN！」のイベントが渋谷マルイで開催決定！！

(09/24 12:40)

『ワンパンマン』の俺はハゲていた そして強くなっていた 箔プリントTシャツの受注を開
始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

(09/24 12:40)

『転生したらスライムだった件』のリムル ユニークスキル「大賢者」 スナップバックキャッ
プの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

(09/24

12:40)

『BanG Dream! ガールズバンドパーティ！』のAni-Art マグカップ、Ani-Art 1ポケットパ
スケースなどの受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」に
て

(09/24 12:40)

光で輝く！暗闇でほんのり光る！！目でも楽しめる食器がヴィレヴァンオンラインに登
場！！！

(09/24 12:40)

勢いに乗るアイドルグループ「EMPiRE」にインタビューするアルバイトを大募集！！

(09/24

12:40)

20代〜40代の女性の約7割が「肩」の疲れあり 男性のリラクゼーションサロン利用者は、約
4割が「誰かと一緒に行く」 (09/24 12:40)
世界最大級の音楽授賞式「2019 MAMA （Mnet Asian Music Awards）」12月4日 ナゴ
ヤドームにて開催決定！

(09/24 12:40)

【ラグナロクオンライン】2019年10月のイベント＆アップデート予定を公開！
【パズル＆ドラゴンズ】待望の「ストーリーダンジョン」がついに実装！

(09/24 12:40)

(09/24 12:40)

開業記念日の10月1日（火）は入園料金がもれなく半額に！４９年の歴史を学べる、館長に
よる特別レクチャーも実施！「鴨川シーワールド開業記念日 感謝DAY」

(09/24 12:40)

欧州における中古建機オンラインマーケットプレイスを企画・運営するEQUIPPOへの出資に
ついて

(09/24 12:40)

EDGE HOUSEに、約3年ぶりのフル・アルバムに向けて始動した80KIDZ、向井太一、
MINMI、SIRUP等の客演を迎え、立て続けにバイラル・ヒットを発表してきたYOSA &
TAARが登場！

(09/24 12:40)

ベルリンのBerghainをはじめ、世界中のトップクラブやフェスティバルに出演し、 最新のイ
ンダストリアル・テクノシーンで活躍するDJ“Shlomo”がフランスより来日！

(09/24 12:40)

【ロフト】今年こそなりたい自分になる！手帳に注目「2020年ダイアリー」ラインナッ
プ！

(09/24 12:40)

千原ジュニアが今も生きる伝説に唸る！人生100年、生きていれば、１つくらいは歴史的事
実を目撃する!?新感覚の口述歴史バラエティ『千原ジュニアのリアル近現代史 100歳さんに
聞いてみた』10月6日放送！

(09/24 12:40)

諒設計アーキテクトラーニングスクールの「つぼトレーナー Ｗ資格取得スペシャル講座」通
信講座を新規開講しました。

(09/24 12:40)

ネクストエンジンの受注をiPhoneでピッキング&検品。バーコードスキャンで出荷処理が可
能に！

(09/24 12:40)

サッポログループがAI技術を活用したロジスティクス領域の計画主導型システム導入

(09/24

12:40)

速報！第７１回エミー賞決定！BS10 スターチャンネル放送作品が国内放送チャンネル最多
計２４部門で受賞獲得！ ９月２５日（水）~《独占日本初放送》『チェルノブイリ』が、作
品賞を含む１０部門獲得！

(09/24 12:40)

レゲエ界注目のクルーAK-MOVEMENT所属のアーティスト『CLIMBER』の新作EP『Put
on Fresh Paint』が9/20より配信開始！！ (09/24 12:40)
NOKKOのサプライズで登場で千秋は大号泣!!レベッカ初の東京ドームライヴの全貌が明らか
になった夜。「あれは、全部自分だった」（NOKKO)

(09/24 12:40)

【東伊豆 北川温泉・つるや吉祥亭】ファミリーやグループで行きたい細野高原の絶景さん
ぽ。黄金色に輝く広大なすすき野原を散策

(09/24 12:40)

もっと見る
編集部セレクション

韓国がＧＳＯＭＩＡ破棄
でも日本が困らない理由

『豚肉高騰』で
景気後退とインフレに？

貴景勝

激動の土俵

台風１７号、温帯低気圧
に
台風・大雨・地震 最新
情報
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【JAROは創立４５周年】

【デジタル国際情報誌】

【農林水産業のデジタル情報誌】

【時事メディカル】

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。

「e-World Premium vol.67」
特集Ⅰは「正念場の日本外交」。日米安保
条約をめぐる日米関係や険悪化する日韓関
係の今後を展望した。特集IIは「香港デモ
と台湾政局」。

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。

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。

【新刊】「怒る上司のトリセツ」

【新刊】

【専門情報誌】

【重要事実情報】

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。

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2019-2020」発売
開始！

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！

「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。

時事通信の商品・サービス
時事通信ホール

ラインナップ

内外情勢調査会

iJAMP時事行政情報モニター

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

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
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