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「COOL JAPAN AWARD 2019」受賞53対象京都御苑にて表彰「COOL JAPAN AWARD 2019」受賞53対象京都御苑にて表彰
式・展示会を開催！式・展示会を開催！

［一般社団法人クールジャパン協議会］
2019年5月27日（月）、一般社団法人クールジャパン協議会（本部：京都市、代表理
事　山内絢人、以下クールジャパン協議会）は、主催事業である「COOL JAPAN
AWARD 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、JNTO、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。

＜下へ続く＞＜下へ続く＞
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　2019年5月27日（月）、一般社団法人クールジャパン協議会（本部：京都市、代表理
事　山内絢人、以下クールジャパン協議会）は、主催事業である「COOL JAPAN
AWARD 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、JNTO、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 2019」は、世界各地域の出身地域別（南米アジア、北米、
ヨーロッパ、オセアニア）にバランスよく構成された特別審査員及び外国人100人審査
員が、国際的な視点から「COOL」と感じたものを評価し、307件の審査対象のうち53
作品の受賞が決定していました。受賞53対象には、「COOL JAPAN」の認定が付与さ
れ、「COOL JAPAN認定マーク」の無償・無期限での使用が可能となり、海外展開等に
おけるプロモーションでの活用ができることとなります。クールジャパン協議会は、
「COOL JAPAN認定マーク」の付与により、日本中に埋もれているプロダクトのもつポ
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います。
　表彰式では、代表理事の山内絢人の挨拶の後、ご来賓代表として、関芳弘経済産業副
大臣にご挨拶を頂きました。関経産副大臣からは、「クールジャパンについては政府で
も推進しているが、民間の発想でどんどん進めているクールジャパンアワードは大変素
晴らしい取り組み。日本にはまだまだ自分たち自身で気づいていない価値が多く眠って
おり、受賞者の皆様におかれては、こうした日本が誇るべき価値の海外発信の先駆けと
してぜひとも頑張っていただきたい。」という旨のお言葉がありました。また、クール
ジャパン協議会特別顧問のアレックス・カー氏による特別講演「美しき日本を求めて」
において、同氏から「一見『不便』とみなされ、これまで手つかずにされてきた日本の
各地域の中にこそ、クールジャパンは眠っている」とのお話がありました。
　その後、National Park部門、一般部門（インバウンドカテゴリー、アウトバウンドカ
テゴリー）の受賞対象の発表と、それぞれの部門の講評（なお、National Park 部門で
はクールジャパン協議会特別顧問のマイクハリス氏が「Japan’s National Park」と題し
て特別講演）、ご来賓の各省庁幹部から各受賞者に向けた講演がありました。
　さらに、「COOL JAPAN」認定マーク活用事例として、「COOL JAPAN
AWARD2015」を受賞した豊後高田市（豊後高田 昭和の町）、「COOL JAPAN
AWARD2017」を受賞した積水成型工業（株）（セキスイ畳「MIGUSA」）、大利木材
（株）（藍染杉）から過去の受賞者を代表してそれぞれ発表いただき、海外向けプロモ
ーションでの認定マークの活用等の具体例の発表が行われました。その後、高本純内閣
府知的財産戦略推進事務局企画官より、国家戦略としてのクールジャパン戦略のご紹介
があり、最後に、クールジャパン協議会理事長ジュリアン・ジリ(Julien Giry)より、「海
外では日本の魅力にもっと触れたいと考えている人々がたくさんおり、日本の価値の発
信について、協議会として引き続き貢献していきたい」との今後の抱負も含めた挨拶が
あり、閉会とさせて頂きました。
　COOL JAPAN AWARD2019は、今後、2019年10月にNYで、2020年1月にパリで
海外展示をすることを予定しています。また、各省庁と連携した形での受賞者の方々の
海外展開・インバウンド展開支援についても予定をしており、随時受賞者の方向けにご
案内する予定です。

＜COOL JAPAN AWARD 2019表彰式の模様＞(※敬称略)
■表彰式ご来賓と当協議会理事・顧問













＜COOL JAPAN AWARD 2019受賞53対象紹介＞(※敬称略)

【一般部門】受賞・認定数：４１（都道府県/受賞者）
■インバウンドカテゴリー
-桜流鏑馬（青森県/有限会社十和田乗馬倶楽部）
-弘前さくらまつり（青森県/弘前市・弘前商工会議所・公益社団法人弘前観光コンベンシ
ョン協会・公益社団法人弘前市物産協会）
-ショウナイホテルスイデンテラス（山形県/YAMAGATA DESIGN株式会社）



-ボタニカルガーデン　アートビオトープ「水庭」（栃木県/株式会社ニキシモ）
-大内宿（福島県/大内宿観光協会）
-急行飯田線秘境駅号（長野県/東海旅客鉄道株式会社）
-草津温泉湯畑（群馬県/草津町）
-渋谷スクランブル交差点（東京都/渋谷区・一般財団法人渋谷区観光協会）
-清水渓流広場（濃溝の滝・亀岩の洞窟）（千葉県/君津市）
-江之浦測侯所（神奈川県/小田原文化財団）
-奥大井湖上駅 （静岡県/大井川鐵道株式会社）
-三方五湖レインボーライン山頂公園足湯の展望台（福井県/株式会社レインボーライン·
美浜町·若狭町）
-松阪牛の牛銀本店（三重県/牛銀本店）
-生駒山上遊園地の夜景（奈良県/近畿日本鉄道株式会社・生駒市）
-保津川下り（京都府/保津川遊船企業組合）
-穴観音と由良川橋梁を走る列車（京都府/舞鶴市・京都丹後鉄道（WILLER TRAINS株式
会社））
-ヘラブナ釣りと紀州ヘラ竿の町橋本（和歌山県/一般社団法人高野山麓ツーリズムビュー
ロー）
-商店街ホテル　講　大津百町（滋賀県/講大津百町（株式会社自遊人）)
-近江湖西の山城と水城（滋賀県/高島市）
-神勝寺 禅と庭のミュージアム（広島県/神勝寺）
-せとうち古民家ステイズ（広島県/株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション）
-俵山温泉の街並みと湯治文化（山口県/長門市）
-大島紬の体験夢おりの郷（鹿児島県/株式会社　夢おりの郷）

■アウトバウンドカテゴリー
-夕張メロン（北海道/夕張市・JA夕張市）
-組子建具（新潟県/猪俣美術建具店）
-水引（長野県/有限会社　関島水引店）
-家庭型ロボット（東京都/GROOVE X 株式会社）
-ヤマカワラタン（東京都/ヤマカワラタンジャパン株式会社）
-江戸からかみ（東京都/株式会社東京松屋）
-「はやぶさ」「はやぶさ2」(神奈川県/ JAXA（宇宙航空研究開発機構）)
-KINOE・畳座（岐阜県/飛騨産業株式会社）
-城端しけ絹を使用した襖紙、製品（富山県/株式会社松井機業）
-唐織（西陣織　能装束）(京都府/山口織物株式会社）
-漆器照明　MICHIKAKE・SHIZUKU・KOMOREBI(和歌山県/ KISHU+）
-琵琶湖の真珠製品（滋賀県/神保真珠商店）
-ウッドボードクク（徳島県/株式会社那賀ウッド）
-ミストミラー曲げ組子「波」（徳島県/富永ジョイナー有限会社）



-ウォシュレットR[1]ネオレストシリーズ（福岡県/TOTO株式会社）
-鳥飼酒造の米焼酎（熊本県/株式会社鳥飼酒造）
-長崎ハサミポーセリン（長崎県/東京西海株式会社）
-仙巌園と薩摩切子（鹿児島県/株式会社　島津興業）
※ウォシュレットはＴＯＴＯの登録商標です。

■【National Park部門】受賞・認定数：１２（都道府県/受賞者/国立公園）
-屈斜路湖湖畔温泉とキャンプ場（北海道/弟子屈町/阿寒摩周国立公園）
-美笛川の河口からの支笏湖湖畔の絶景（北海道/千歳市/支笏洞爺国立公園）
-八幡平ドラゴンアイ（秋田県/仙北市・八幡平市観光協会/十和田八幡平国立公園）
-英国大使館別荘記念公園（栃木県/栃木県/日光国立公園）
-上高地・河童橋からの絶景（長野県/松本市/中部山岳国立公園）
-尾瀬ケ原（群馬県/公益財団法人尾瀬保護財団/尾瀬国立公園）
-海女小屋体験施設さとうみ庵（三重県/志摩市・一般社団法人志摩市観光協会/伊勢志摩
国立公園）
-摩耶山の夜景（兵庫県/神戸市/瀬戸内海国立公園）
-摩天崖とローソク島（島根県/西ノ島町·隠岐の島町/大山隠岐国立公園）
-白谷雲水峡と屋久杉ランド（鹿児島県/屋久島町役場商工観光課/屋久島国立公園）
-アマミノクロウサギ観察小屋（鹿児島県/天城町/奄美群島国立公園）
-渡嘉敷島の阿波連ビーチ（沖縄県/渡嘉敷村/慶良間諸島国立公園）

＜「COOL JAPAN AWARD 2019」表彰式・展示会開催概要＞







名称　　COOL JAPAN AWARD 2019(クールジャパンアワード2019)
URL http://cooljapan.info/
概要　　一般社団法人クールジャパン協議会が公募を行い、全国から応募された作品な
どを特別審査員含む外国人審査員100人が選定し、「COOL JAPAN」な作品を発表・展
示会を開催。
表彰式日時　　2019年5月27日(月)
展示会日時　　2019年5月26日(日)・27日(月) 午後
会場　　表彰式｜京都御苑
　　　開催場所｜京都御苑閑院宮邸跡 レクチャールーム(京都市上京区京都御苑3)
　　　　展示会｜NY展示　場所：COOL JAPAN NY Brooklyn K‘s Gallery by
TARGET(2019年10月予定)／パリ(2020年1月予定)
主催 一般社団法人クールジャパン協議会

http://cooljapan.info/


制作運営　クールジャパンアワード事務局
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、JNTO
オフィシャルアウトバウンドパートナー：貿易振興機構(JETRO)
協賛　　ホテル日航プリンセス京都
審査員　特別審査員含む外国人審査員100名
ご来賓(敬称略、順不同)
関芳弘　経済産業副大臣
高科淳　観光庁審議官
鳥居敏男　環境省大臣官房審議官
三牧純一郎　経済産業省商務・サービスグループクールジャパン政策課長
高本純　内閣府知的財産戦略推進事務局企画官
野口直良　日本貿易振興機構(JETRO)理事 　
西村敏弘　京都府商工労働観光部ものづくり振興課課長
松野光宏　京都市産業観光局新産業振興室室長
特別講師　アレックス・カー(東洋文化研究者,(一社)クールジャパン協議会特別顧問)
　　　　　マイク・ハリス((株)キャニオンズ代表取締役,(一社)クールジャパン協議会特
別顧問)

＜「一般社団法人クールジャパン協議会」概要＞
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　　　　〒602-8061京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
U R L　　　　www.cooljapan.info
MAIL 　　　kyoto@cooljapan.info(京都事務局) tokyo@cooljapan.info( 東京事務局)
代表理事　　山内 絢人(グローカル・イノベーター、Farmstay & Countryside
Tourism (株)代表取締役)
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)
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)
理事　　　　David Antonio((株) TARGET 取締役)
理事　　　　佐賀関 等(NY 在住・『COOL JAPAN NY Brooklyn K’s Gallery』代表)
理事　　　　磯久 五郎(一級建築士・56設計舎代表取締役)
常務理事　　田中 慎一(西陣織工業組合 総代)
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)
会長・理事　太田 雅人(GETTI グループ代表 兼(株)GETTI代表取締役)



データ提供

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)
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　　　　Cameron Stadin(離島アクティビティツーリズム(株)代表取締役社長)
顧問　　　　山田 長満(税理士・川崎商工会議所 会頭)
顧問　　　　藤原 洋((株)ブロードバンドタワ-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(弁護士・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/ The Japan Project (株)取締役)
顧問　　　　遠藤 洋路(熊本市教育委員会教育長)
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、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

■本件に関するお問い合わせ先
COOL JAPAN AWARDホームページ　http://cooljapan.info/
〒107-0062 東京都港区南青山2-27-22　青山安田ビル7F　GBASE内
一般社団法人クールジャパン協議会 事務局
E-mail: info@cooljapan.info 　電話番号　03-6447-0073
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

企業プレスリリース詳細へ

http://cooljapan.info/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000042511.html


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 最新記事一覧

アクセスランキング　 経済アクセスランキング　 経済
楽天とＮＥＣ、５Ｇ基地局で提携＝ファーウェイ排除、国産に商機

11

消費増税で景気腰折れ懸念＝骨太方針
22

生活保護、４カ月ぶり増＝厚労省
33

中西経団連会長、リンパ腫を公表＝秋復帰を目指す
44

シャープ、ホテル火災で和解＝米保険会社などに６５万ドル支払い
55

同友会幹事「レジ袋は３０円に」＝有料化方針を支持
66

野村証、２５店舗を統廃合＝収益改善へ第１弾
77

日立、イタリアで高速鉄道車両を共同受注＝７００億円、ボンバルディアと
88

岐阜で豚コレラ＝８０００頭殺処分
99

「楽天ペイ」でスイカ発行可能に＝ＪＲ東日本と提携
1010

今、あなたにオススメ今、あなたにオススメ

レアアース、対中依存低下を＝禁輸に備え対応策－米商務省報告書

https://www.jiji.com/sp/list?g=prt
http://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fwww.jiji.com%2Fjc%2Farticle%3Fk%3D000000005.000042511%26g%3Dprt&lang=ja&via=jijicom&text=%E3%80%8CCOOL%20JAPAN%20AWARD%202019%E3%80%8D%E5%8F%97%E8%B3%9E53%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BE%A1%E8%8B%91%E3%81%AB%E3%81%A6%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E5%BC%8F%E3%83%BB%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%81%EF%BC%9A%E6%99%82%E4%BA%8B%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.jiji.com%2Fjc%2Farticle%3Fk%3D000000005.000042511%26g%3Dprt
https://b.hatena.ne.jp/entry/https%3A%2F%2Fwww.jiji.com%2Fjc%2Farticle%3Fk%3D000000005.000042511%26g%3Dprt
http://line.me/R/msg/text/?%E3%80%8CCOOL%20JAPAN%20AWARD%202019%E3%80%8D%E5%8F%97%E8%B3%9E53%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BE%A1%E8%8B%91%E3%81%AB%E3%81%A6%E8%A1%A8%E5%BD%B0%E5%BC%8F%E3%83%BB%E5%B1%95%E7%A4%BA%E4%BC%9A%E3%82%92%E9%96%8B%E5%82%AC%EF%BC%81%EF%BC%9A%E6%99%82%E4%BA%8B%E3%83%89%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%A0%20https%3A%2F%2Fwww.jiji.com%2Fjc%2Farticle%3Fk%3D000000005.000042511%26g%3Dprt
https://www.jiji.com/sp/r#prt
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500940&g=eco
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060401061&g=eco
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500621&g=eco
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500842&g=eco
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500941&g=eco
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060400893&g=eco
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500994&g=eco
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500819&g=eco
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500947&g=eco
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500980&g=eco
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500806
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500806


小型船から覚せい剤１トン押収＝過去最多、中国籍７人逮捕－警視庁

ダンス会場に大麻入りチョコ＝持ち込み容疑、７０代男性書類送検－警視庁

「応援大使」解任＝田口容疑者逮捕で－熊本市

ナダル、最高の滑り出し＝全仏テニス

Recommended by

特集特集

ＥＵ首脳人事で独仏に亀裂 【北方領土】進む「戦闘準備」

コラム◆朝乃山が胸を張れる時 多難な最強軍団復活への道

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500575
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052900551
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052300736
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052701217
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500575
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052900551
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052300736
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052701217
https://www.jiji.com/sp/v4?id=20190604world0001
https://www.jiji.com/sp/v4?id=foresight_00265_201905310001
https://www.jiji.com/sp/v4?id=dohyouhyakei-0079_201906040001
https://www.jiji.com/sp/v4?id=201906tnc180001


フォーカスフォーカス

ナイスガイたちに授けたご褒美 政府、中国刺激せず　天安門事件

左派優勢、政権交代か＝デンマークで総選挙

中国、ロケット海上発射に初成功＝低コストへ技術向上

丸山議員糾弾決議案を提出＝与野党、６日可決

レアアース、対中依存低下を＝禁輸に備え対応策－米商務省報告書

カリタス小、８日ぶり再開＝心のケアに重点、警備強化－児童ら被害・川崎殺傷

https://www.jiji.com/sp/v4?id=201906spc100001
https://www.jiji.com/sp/v7?id=1905tenanmon
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500962&g=int
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500937&g=int
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500181&g=pol
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500806&g=int
https://www.jiji.com/sp/article?k=2019060500154&g=soc


佳子さま
贈賞式に

懲役１年６月
求刑

４号含む
２安打

一時退院
池江璃花子

健在確認
金与正氏

トランプ氏
困った？

中国、新型
SLBM発射か

高齢男女死亡
福岡多重事故

フェラーリ
初のＰＨＶ

https://www.jiji.com/sp/d4?p=kko219&d=d4_dd
https://www.jiji.com/sp/v7?id=201803taki
https://www.jiji.com/sp/v7?id=ohtani18
https://www.jiji.com/sp/v7?id=201902ikee
https://www.jiji.com/sp/d4?p=kyj513&d=d4_aaa
https://www.jiji.com/sp/d4?p=cat222&d=d4_topics
https://www.jiji.com/sp/d4?p=cnf730&d=d4_mili
https://www.jiji.com/sp/d6?id=fca906&p=fca906-jpp031663722&g=soc
https://www.jiji.com/sp/d4?p=fer005&d=d4_stb


錦織圭　全仏
ナダルに完敗

六本木の
米陸軍基地

流儀のある
スタイル

動画動画
ニュース

渋谷で天安門事件追悼集会

トレンド

１０周年のＳＬ人吉と南九州山線の旅

あなたにオススメあなたにオススメ

日本、８強ならず＝韓国に０－１・サッカーＵ２０Ｗ杯

二階、麻生氏と会談＝安倍首相

https://www.jiji.com/sp/v7?id=keinishikorigs
https://www.jiji.com/sp/d4?p=pre531&d=d4_ftee
http://www.afpbb.com/category/jiji-trend
https://www.jiji.com/sp/movie?p=n001478
https://www.jiji.com/sp/movie?p=j001347
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500094
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500094
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060400932


コニャック１０杯、外出求めもみ合い＝政府、丸山氏言動を詳細説明

名神でバスなど多重衝突＝女児ら２人重体－滋賀

首相動静（６月４日）

英首相にジョンソン氏期待＝トランプ米大統領が称賛、波紋も

周到準備も見えぬ動機＝容疑者、社会との接点なく－事件から１週間・川崎児童
襲撃

錦織、ナダルと準々決勝＝全仏テニス

逸機悔やむデルポトロ＝全仏テニス

秋篠宮ご夫妻が芸術展鑑賞

辞意の英首相に同情＝米大統領

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060400932
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019053001001
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052401107
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060400265
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060100262
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060300564
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060400863
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060400274
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500410
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019053001001
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052401107
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060400265
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060100262
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060300564
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060400863
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060400274
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500410
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052500178


インド大使、モディ政権対日政策継続＝「新外相夫人は日本女性」

上皇ご夫妻が演奏会鑑賞

不正利用１３億円超か＝ゴーン被告、統括会社で

トランプ米大統領、メイ英首相と「特別な関係」確認＝３日から訪欧

蒼井優さんと山里亮太さんが結婚

大塚家具社長の要請、実父勝久氏が断る＝親子和解ならず

交差点事故で２人重体＝車４台絡む、男女８人搬送－福岡

積水ハウス社員を逮捕＝女性にわいせつ容疑－警視庁

改正健保法が成立＝マイナンバーカードが保険証に－扶養家族、国内居住に限定

https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052500178
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060401059
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052401243
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500248
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060100381
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500546
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051301110
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060401197
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051500599
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060401059
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019052401243
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500248
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060100381
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060500546
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051301110
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019060401197
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051500599
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019051500162
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