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［株式会社地域活性化大学］
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。

小 中 大

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！
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人気記事アーカイブ 特集トップ
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はびこる「小悪」と
「巨悪」への郷愁

＜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。

＜【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。
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＜【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
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。

＜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/
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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

＜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

＜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

＜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/

http://www.target-inc.jp/
https://www.nationalparks.jp/


今、あなたにオススメ

美容家「結局これだわ」毛
穴角栓は改善できる？10年
分の角栓がスポポポーン
PR(薬院オーガニック株式会社)

任天堂「３ＤＳ」生産終
了 「スイッチ」人気に押
され

タバコから乗り換え続出!?
ニコチン0タール0の新型タ
バコなら1日99円
PR(株式会社HAL)

俳優の中山仁さん死去

特集

データ提供

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

企業プレスリリース詳細へ （2020/09/25-10:46）

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】
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PR TIMES

働きやすいけどクビも切ら
れやすいジョブ型雇用とは

部下を困らせるメール
◆その内容とタイミング

 韓国グローバル企業
 「異質」な労使交渉

 米国の評価は高い
 新聞から政治家まで絶賛

 米プロゴルフで初めて
 ６０を切った男

 消費落ち込みの緩和
 カギは６０～７４歳

 日本ドラマに再び注目
 ８０年代懐古ブーム

 眠れない・食欲ない
これってコロナの影響？

【PR】 老後はどこで過ごそう？
自宅を６０００万円で売れた方…

【PR】 「今すぐ借りれる!?」身分
証だけでいけるカードローン！

【PR】 賢い人はやっていた！想
定より300万円も高く家を売る…

【PR】 毎日の忙しいランチに栄
養をプラスしてみませんか？

【PR】 実は「50代以上のお腹の
脂肪はカンタン」寝る前8秒の新…

【PR】 154cm53キロだった私が
今44キロ!?中年太りのオバサン…

Recommended by 

高島涼がディレクションするコンセプトストア「+81」のブランドムービーを初公開 ECサ
イトオープンは2020年9月26日（土）12時に決定 (09/25 21:46)

注目度アップの『魔導具師ダリヤはうつむかない』最新巻登場！ 新作も2タイトル登場！ 
異世界ファンタジーならMFブックスで！ 9月新刊は9月25日発売!! (09/25 19:46)

「東京ゲームショウ2020 オンライン」セガ・アトラスのノベルティやスペシャルコンテンツ
を公開！ (09/25 19:46)

『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』、9月28日17:00より、イベント『ガール
ズ・イン・ザ・フッド』と『飾利潤 ピックアップガチャ』を開催予定！ (09/25 19:46)

累計250万いいね超え！Twitterで大大大バズった胸キュン不可避の男の子シリーズ、待望の書
籍化！「#となりの男の子」著：ミリグラム 2020年12月15日発売！ (09/25 19:46)

森口博子、矢井田瞳、藤巻亮太、中川晃教、サラ・オレイン出演、 藤原いくろう指揮・音楽
監修のポップス&オーケストラの祭典、開催決定！ (09/25 19:46)

クレヨンしんちゃんとのコラボイベントやオリジナルエコバッグづくりなど秋もイベント盛
りだくさん！エビスタ オータムフェア (09/25 19:46)

「東京 i ＣＤＣ」の立ち上げについて (09/25 19:46)

【ロフト】日本を代表するクラフトコーラ専門メーカー「伊良コーラ」スペシャルフェア＠
銀座ロフト 期間限定で登場！ (09/25 19:46)

草彅剛さんが表紙の宝くじ雑誌、「ロト・ナンバーズ『超』的中法」2020年11月号が、9月
29日発売！ (09/25 19:46)

「玉木正之のスポーツ萬歳」に、産経新聞社客員論説委員の佐野慎輔氏と、ゲンキなアトリ
エ代表・スポーツコンサルタントの春日良一氏が生出演！ 東京オリンピック開催の可能性
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もっと見る

についてお聞きします！ (09/25 19:46)

本格ITサスペンスコミック『ジェネシスコード』（原作：鷹野浪流 漫画：えりちん）が、
アプリ「マンガPark」で移籍連載スタート！ (09/25 19:46)

好奇心と探究心にあふれた女性のために。ライフスタイル、ビューティー、スポーツの３テ
ーマにフォーカスした新サイト「Life&Beauty by JUN ONLINE」がオープン！ (09/25 19:46)

JR東日本 駅弁頂上決戦「駅弁味の陣2020」開催！～JR東日本エリアの駅弁65品がエントリ
ー！～ (09/25 19:46)

小売・中食・外食業界に向けたオンラインセミナー開催！九州最大級の商談展示会「FOOD
STYLE 2020 in Fukuoka」から“10”のセミナーが【聴講無料】 (09/25 19:46)

賃貸住宅における防災の未来を考える、大東建託の「ぼ・く・ラボ」 (09/25 19:46)

【超爽快不織布マスク！】国際基準の品質管理(ISO認定工場)で製造、日本の検査機関で
PFE.BFE.VFE証明取得済みの安心・安全・高品質の不織布マスクにレモンとハーブ配合のミ
ストで超爽快！ (09/25 19:46)

【純日本製】50回洗えて繰り返し使っても抜群の通気性で蒸れないお洒落マスクに『ジオメ
トリック柄』が新登場！1枚980円でコスパ最高！ (09/25 19:46)

オンラインでも地域を五感で感じる！食コミュニティ「キッチハイク」× JA山形おきたまが
特産品を通じて、現地を身近に感じる体験と交流をテーマとした食のイベントを開催。 (09/25

19:46)

奥渋のイタリアンとヴァンナチュールのお店「CHOWCHOW」とナイジェルグラフのオリジ
ナルグッズを販売 (09/25 19:46)

COMP 「日本を元気にする」格闘界再始動チャレンジへの支援 『RIZIN』活動継続支援
2020年大晦日まで続行決定 (09/25 19:46)

【日本製マスク】TVやネットでも話題の吉村知事バージョンの大阪マスク第2回販売＜追加販
売中＞ (09/25 19:46)

10/1(木)～10/15(木) ベビー・こども食器の「agney*」が北千住マルイにて期間限定POP-UP
SHOPをOPEN！ (09/25 19:46)

2K人気タイトルのコンテンツが本日２つ発売！ (09/25 19:46)

ビーズ＆アクセサリーパーツショップ「PARTS CLUB」で2020年秋冬アクセサリーコンテス
トを開催 (09/25 19:46)

まるで桃源郷。徳島県三好市東祖谷の「そばの花」が見頃です。 (09/25 19:46)

業界初！株式会社ビルドサロンが提供するオンラインサロンのソーシャルログイン機能に新
しくAppleとLinkedInが仲間入り (09/25 19:46)

４００万解答突破の英単語学習サービス「BooQs」が、英英問題集の提供を開始！ (09/25 19:46)

【千葉ジェッツ】 行動指針改定のお知らせ (09/25 19:46)

メディアミックス演劇コンテンツ『青山オペレッタ』に下野紘が参加！&ビジュアルボイスド
ラマ配信決定！ (09/25 19:46)

コラム・連載
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競歩選手はマラソン「サブ
３」！？

大学スポーツ界の暴力撲滅
には何が必要か

定年退職年齢の延長、中国
は日本の後塵を拝すか

プーチン政権◆相次ぐ毒物
事件

パリジェンヌのファッショ
ンは中古衣料で

インド経済の回復兆しに影
落とす印中対立

ＹｏｕＴｕｂｅで
「親方ちゃんねる」

日本選手初のＮＦＬに挑む
◆近江克仁

もう一回見る

ページの先頭へ

【JAROってなんじゃろ？】
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】
「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。

【農林水産業のデジタル情報誌】
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。

【時事メディカル】
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」
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。

【新刊】
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！

【専門情報誌】
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！

【重要事実情報】
「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。
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