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ト ップ ス ト ー リ ー
⽶朝⾸脳会談、6⽉12⽇にシ
ンガポールで開催
⽶朝⾸脳会談、シンガポールが開催場所
に選ばれたのはなぜか？
マハティール⽒、マレーシア⾸相に就任
無⼈機で空撮した、東京電⼒福島第1原⼦⼒発電所（2011年3⽉20⽇撮影）。(c)AFP/AIR PHOTO SERVICE

世界最⾼齢の指導者に
ブラジル、サッカーW杯中の銀⾏営業時

【4⽉15⽇ AFP】福島県警は14⽇、東京電⼒福島第1原⼦⼒発電所の半径10キロ圏内で、事故後初の⾏

間短縮認める

⽅不明者の捜索活動を⾏い、10⼈の遺体を発⾒した。

ナダルが50セット連取の⾦字塔、マッケン
ロー⽒の記録破る

⽩い防護服とフェースマスクを着⽤した300⼈の警察官が、津波に襲われ、がれきの⼭となった地区を捜索し
た。遺体は⾞の中やがれきの下で⾒つかった。がれきの中からのぞく体の⼀部を⼿がかりに、捜索は進められた。
捜索は15⽇も続けられる。福島第1原発の20キロ圏内では、3⽇から不明者の捜索活動が⾏われている。
(c)AFP/Hiroshi Hiyama
災害
メディア・報道関係・法⼈の⽅向け 写真・動画 購⼊のお問合せ >
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イラン、「⽬には⽬を」で男に失明刑執⾏ 4歳児の視⼒奪った罪で

「ペテン師」シャラポワには永久追放処分を―ブシャール

拉致された国連専⾨家2⼈の殺害映像、コンゴ当局が公開

「太陽光」ブーム再燃?!新制度移⾏で知っておきたい２つのポイント
エコスタイル[提供リンク]
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うそ、52歳なのに…！ 40〜50代男性の注⽂殺到
協和発酵バイオ[提供リンク]

「あまりにもおいしい…」カゴメのプレミアム野菜ジュース
HealthCare通信×カゴメ[提供リンク]
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