
 

 

沖縄旅行の沖楽、SDGs の普及啓発に取り組む「おきなわ SDGs

パートナー」認定登録。沖縄の海を守る Twitter キャンペーンを

開始！ 

 

沖縄旅行予約サイト「沖楽」を運営する株式会社 SEEC（本社:東京都渋谷区 代表

取締役：阿部 隆太郎、以下 SEEC）は、SDGs の普及活動を行う企業・団体を認

定する「おきなわ SDGs パートナー」に、2022 年 6 月 30 日付けで登録されたこと

をお知らせします。 

 

 

沖縄県では、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に向けた取

り組みとともに、沖縄県民に向けた SDGs の普及活動を行う企業・団体を審査し、

「おきなわ SDGs パートナー」として登録しています。 

 



 

 

当社は、沖縄営業所が運営する沖縄旅行予約サイト「沖楽」の事業を通して行って

いる、持続可能な沖縄観光（サスティナブルツーリズム）の普及啓蒙活動や、働き

やすく、働きがいのある環境整備の取り組みが評価され、今回の認証に至りまし

た。 

今後も沖縄県が推進する「沖縄県 SDGs 推進方針」に賛同し、地域に根ざした企業

として、SDGs の達成と、沖縄県の発展に貢献してまいります。 

【沖楽】株式会社 SEEC SDGs 宣言：https://oki-raku.net/sdgs/ 

 

■ 沖縄旅行予約サイト「沖楽」SDGs の主な取組み 

 

● 沖楽は、パートナー事業者とともに SDGs に関連した旅行プランを造成し、持

続可能な沖縄観光（サスティナブルツーリズム）の普及活動を行います。 

● 沖楽は、パートナー事業者が主催するビーチクリーンツアーの活動支援に取り

組みます。また、SEEC 沖縄営業所として年 2 回のビーチクリーン活動・森林クリ

ーン活動を行います。 

【沖楽アクティビティ】 https://oki-raku.net/activity/ 

【沖楽ダイビング】 https://oki-raku.net/diving/ 

 

【沖縄の海の豊かさを守ろう！】 SDGs 達成に向けた取り組みの一環として、

2022 年 7 月 15 日（金）～2022 年 8 月 28 日（日）、1RT あたり 1 円を「恩納村サ

ンゴのむらづくり応援基金」へ寄付する Twitter キャンペーンを開催いたしまし

た。 

〇 あなたの RT が沖縄のサンゴを守る！フォロー&リツイートキャンペーン

https://oki-raku.net/blog/campaig-onna-coral/ 

https://oki-raku.net/sdgs/
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https://oki-raku.net/diving/
https://oki-raku.net/blog/campaig-onna-coral/


 

 

 

● 沖楽レンタカーは、CO2 排出削減に対する具体的な取り組みとして、ハイブリ

ッド車や低燃費車の利用を促す活動を行います。沖楽レンタカー「ハイブリッド車

特集」は、今秋掲載予定です。 

【沖楽レンタカー】 https://oki-raku.net/rentacar/ 

【沖楽ホテル予約】https://oki-raku.net/hotel/ 

 

■ SEEC「おきなわ SDGs パートナー企業」認定｜パートナー事業者様からの声 

 

恩納村 SDGs 推進事務局 

Green Fins 推進担当 積田 彗加 

HP：http://www.vill.onna.okinawa.jp/sp/politics/1508724757/1610705037/ 

 

恩納村は 2018 年に「サンゴの村宣言」をし、2019 年に「SDGs 未来都市」に選定

されました。サンゴを守ることで持続可能な村を実現するため、環境や地域社会に

やさしい観光にも取り組んでいます。例えば、真栄田岬の利用ルールの整備や環境

に優しい 

ダイビング・シュノーケリングの国際基準「Green Fins」の導入を進めています。

これらの取り組みに恩納村に訪れる観光客の皆様にも、参加していただけたら嬉し

いです。 

 

マリンクラブナギ（株式会社ナギ） 

代表取締役 稲村 雅司  

HP：https://www.nagi.biz 

沖楽ショップページ：https://oki-raku.net/shop/89/ 
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私達マリンクラブナギでは、恩納村の美しい海を持続可能にしていくために、環境

に優しいダイビングやシュノーケリングの国際的なガイドライン「Green Fins（グ

リーン・フィンズ）」に賛同しております。保全活動 Green Fins の取組みや水中清

掃・海の元気度をチェックするリーフチェックなどを実施し恩納村の豊かな自然あ

ふれる社会を持続可能なものにしていきます。 

 

株式会社ナチュラルブルー  

代表取締役 星原 貴保 

HP：https://www.natural-blue.net/ 

沖楽ショップページ：https://oki-raku.net/shop/431/ 

 

ナチュラルブルーでは、沖縄の美しい海を持続可能にしていくために、環境に優し

いダイビングやシュノーケリングの国際的なガイドライン「Green Fins（グリー

ン・フィンズ）」に賛同しております。 

またその他保全の取り組みとしてサンゴの植え付け活動、水中清掃、ビーチクリー

ン、オニヒトデ駆除、リーフチェックをしています。教育活動として地域の子ども

たちにサンゴの海の楽しさや大切さなどを教える授業やイベントを行っておりま

す。 

沖縄のきれいな海の環境作りに地域の人たちも巻き込みながら輪が広がっていくよ

うに目指しています 

 

東急リゾーツ＆ステイ株式会社（東急ステイ沖縄那覇） 

支配人：石川 武則 

東急ステイ沖縄那覇 HP：https://www.tokyustay.co.jp/hotel/ON/ 

沖楽ホテル URL：https://oki-raku.net/hotel/detail-14031/ 

 

東急ステイ沖縄那覇を運営する東急リゾーツ＆ステイでは「もりぐらし」と名付け

た、森と緑をリソースとして事業と社会課題の解決を結び付け、持続可能な事業活
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動を通じて社会的な課題の解決を目指す取り組みを行っています。これは、共通価

値創造、いわゆる CSV(Creating Shared Value)を基にしています。森の恵みを生か

した多彩なライフスタイルを提案し、お客さまや地域の方々と一体となって、持続

可能な環境づくりを目指していきます。 

 

■ 株式会社 SEEC SDGs の主な取組み 

 

株式会社 SEEC 代表取締役 阿部 隆太郎 コメント 

 

当社は、国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、持続可能な

社会の実現に向けた積極的な取り組みを行っていくことを宣言します。 

当社ではこれまでも、性別や国籍に関わらず誰もが活躍できる職場環境の整備や、

時差出勤やテレワークの活用による働き方改革の推進、産休・育休・介護休暇の利

用拡大など、ワークライフバランスの実現に向けて取り組んできました。 

今後も「沖楽」の事業を通じて、パートナー事業者や地域行政との連携を深めなが

ら、「おきなわ SDGs パートナー」の一員として、社会課題の解決と持続可能な社

会の実現に貢献してまいります。 

 

■ 沖縄の海の豊かさを守ろう！「沖楽」フォロー&リツイートキャンペーン開催 

 

沖縄旅行ポータルサイトの沖楽は、「おきなわ SDGs パートナー」認定登録とあわ

せ、SDGs の普及啓発に向けた取り組みの一環として、恩納村サンゴ基金への募金

プロジェクトを開始いたしました。 



 

 

キャンペーン期間中、1 リツイートあたり 1 円を、「恩納村サンゴのむらづくり応

援基金」に寄付。フォロー＆リツイートを頂いた中から、抽選で 1 家族（最大 4 名

様）に「沖楽エコ・サスティナブルツアー」をプレゼントいたします。 

 

〇 あなたの RT が沖縄のサンゴを守る！「沖楽」フォロー&リツイートキャンペー

ン詳細 

・キャンペーン期間 2022 年 7 月 15 日（金）10:00 〜 2022 年 8 月 28 日（日）

23:59 まで。 

・参加方法と当選発表 

1. 沖縄旅行のポータルサイト「沖楽」の公式 Twitter

（https://twitter.com/oki_raku_net）をフォロー 

2. 指定のツイート

（https://twitter.com/oki_raku_net/status/1547743822498566146 ） をリツイート 

3. DM にて当選をご連絡いたします 

 

・賞品 

抽選で 1 組（最大 4 名様）に、沖楽のサスティナブルツアーをプレゼント 

■ 主なエコ・サスティナブルツアー 

体験ダイビング/ファンダイビング・シュノーケリング・シーカヤック/カヌー・ト

レッキング・ナイトツアー 

 

※キャンペーンの注意事項と詳細は、特設ページもご覧ください。 

フォロー＆リツイートキャンペーン特設ページ：https://oki-raku.net/blog/campaig-

onna-coral/ 

 

＜沖縄県恩納村の「サンゴ基金」について＞ 

https://twitter.com/oki_raku_net
https://twitter.com/oki_raku_net/status/1547743822498566146
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国内有数の観光リゾート地と知られる沖縄県恩納村は、平成 30 年 7 月 21 日に「サ

ンゴの村」宣言を行い、沖縄の豊かな海を守るサンゴ保全啓発活動に取り組んでい

ます。 

「恩納村サンゴのむらづくり応援基金」は、恩納村の恵まれた自然環境を次世代に

引き継ぎ、環境負荷が少ない持続的発展が可能な社会の構築を目指す事業を推進す

るための基金です。 

基金への寄付金は、恩納村の管理のもと、サンゴの植え付け活動や、サンゴ礁保全

再生に向けた活動の普及啓発、環境保全に関わる人材育成、産業振興、環境保全な

どに活用されます。 

 

＜SEEC 沖縄営業所・沖縄への想い＞ 

「沖楽」の管理・運営を行う株式会社 SEEC 沖縄営業所は、従業員全員が沖縄在住

ということもあり、沖縄の自然の恩恵なしでは生きていけないことを強く認識して

おります。 

この自然豊かな島々で育まれた歴史や文化は、私達の宝です。後世によりよい自然

環境を残していくため、人と自然が調和した「持続可能な沖縄観光」を目指して積

極的に発信を行い、地域社会と連携しながら、SDGs の実現に向け行動して参りま

す。 

 

━━ 会社概要 ━━ 

会社名 ：株式会社 SEEC 

本社所在地 ：東京都渋谷区恵比寿 1-19-15 ウノサワ東急ビル 5 階 

沖縄営業所 ：沖縄県那覇市泉崎 1-20-6 那覇ビジネスセンター7F 

代表者 ：代表取締役  阿部 隆太郎 

設立日 ：2005 年 10 月 

事業内容 ：インターネット広告代理事業、ウェブソリューション事業、インター

ネットメディア事業、アプリ開発事業、公式サイト運営事業、e コマース事業 

URL ：https://se-ec.co.jp 



 

 

 

▽関連サービス 

沖楽：https://oki-raku.net/ 

旅楽：https://tabiraku.travel/ 


