
賛助会一覧 

マリン関係  

北部地区（国頭村・本部町・今帰仁村・名護市）                                

（有）エムエムシー      （有）ピナクル 

瀬底ビーチマリンクラブ マリンクラブベリー 

沖縄マリンスポーツスルル ダイビングショップマザーアース 

（株）オーシャンスタイル ダイビングサービスシードアー 

喜瀬マリンスポーツ なきじん海辺の自然学校 

（有）マーメイド やんばる自然塾 

（有）水納ビーチ カヌー・キャンプ体験とのきや 

（財）海洋博覧会記念公園管理財団 株式会社沖縄アイランドクルー 

Ｘ－ＴＲＩＰ株式会社 ブセナ海中公園事業所 

ザンマリン エコネット・美（ちゅら） 

テラワークス （株）ジョットインターナショナル 

今帰仁オーシャンクルー しまんちゅクラブ（（株）プロセス） 

風籟堂 美ら海   

 

本島中北部地区（恩納村・宜野座村・金武町・読谷村） 

(株)アイランド倶楽部  有限会社トップマリン残波 

沖縄体験ニライカナイ 有限会社ナギ 

マリンサービスむるぬーし （有）らんの里沖縄 

リーフリゾートかりゆし life time 

Voice Plus （有）ナビー 

伊計島総合開発株式会社 SWORD FISH 

マリンセンターClub 1 マリンショップ UMI 

アプリシエイト（株）  (株)ブルーリンク 

シーラバーズ沖縄   

 

本島中南部（沖縄市、うるま市、嘉手納町、北谷町） 

（有）ブルーフィールド  アイランドメッセージ 

ダイビングサポートグルービー 有限会社北谷海人の会 

株式会社イスト マナ・エンジョイダイビング沖縄 

サザンリーフ沖縄 キラーホエール 

（有）神谷観光 JAMマリンクラブ 

（有）キャリアサポート  Gate Side Marine 株式会社 

http://www.mmc-okinawa.com/
http://www.ibreeze.info/
http://www.g-n.co.jp/
http://www.berry7.com/
http://www.sururu58.com/
http://www.motherearth-okinawa.com/
http://www.oceanstyle-okinawa.com/
http://www.sea-door.com/
http://www.kisebeach.com/
http://www.umibe-nature.com/
http://www.minnajima.com/
http://www.gesashi.com/
http://www.minna-beach.com/
http://www.vill.ogimi.okinawa.jp/green/green/tonokiya.html
http://www.kaiyouhaku.jp/
http://www.oi-crew.com/
http://www.x-trip.jp/
http://www.busena-marinepark.com/
http://www.zanmarine.net/
http://www9.big.or.jp/~chura/
http://www.terra1991.com/
http://www.ie-resort.com/
http://www.urumanchu-seatrip.com/tour/naui.htm
http://prcs.jp/
http://www.okinawa123.jp/
http://www.top-mz.com/
http://www.niraikanai.co.jp/
http://www.nagi.biz/
http://www.murunu-shi.com/
http://www.bios-hill.co.jp/
http://www.kariyushi.co.jp/
http://www.lifetime-ds.jp/
http://voiceplus.ti-da.net/e2678838.html
http://www.nabee.info/
http://www.ikei-beach.com/
http://www.sword-fish1.com/
http://onw-club1.com/
http://www.ms-umi.com/
http://www.appreciate8.co.jp/
http://okinawa-bluelink.com/company.html
http://www.sealovers-okinawa.co.jp/
http://www.bluefi.com/
http://www.island-message.ne.jp/
http://www.wtsi.jp/
http://www.c-umincyu.com/index.html
http://www.ist-family.jp/
http://www.cosmos.ne.jp/~eokinawa/
http://www.southern-reef.com/
http://w01.tp1.jp/~a778679460/
http://tsuken.shimatabi.jp/
http://www.jammarineclub.com/
http://www.hijagawa.net/
http://www.gs-marine.jp/


 

 

 

マリン関係 

本島南部（浦添市、宜野湾市、那覇市、糸満市、南城市、豊見城市）                                 

（有）マリンパレット  シーウォーク 

（株）シーサー （株）エムズ 

株式会社マレア・クリエイト 沖縄マリンポイント 

（有）トロピコインターナショナル 株式会社アークダイブ 

サウスｔｏサウス有限会社 株式会社スイミー 

BLUE ZONE トータルマリンショップＮＥＷＳ 

（株）沖縄シーストーリー 沖縄ウェル専門学校 

株式会社 MARINESTAR （有）コンフォルタ 

（株）ブルースタイル WAVE 

ブルーリング X Power 

笹尾商工株式会社 （有）キャプテンリゾート 

有限会社みーばるマリンセンター アクアラインマリンクラブ 

株式会社いちまりん カンザイヨットクラブ 

（株）海坊主 森山貸ボート 

（株）ハッピー  ブルーバイブルー沖縄 

南城市観光協会 

あざまサンサンビーチ 

 マリン倶楽部 SUN 

シーブラザー  株式会社 ASMORE 

株式会社 マリンランド商会   

 

本島周辺（座間味村、渡嘉敷村、久米村） 

シーステップダイバーズ  コーラルダイバーズ 

マリンハウスシーサー阿嘉島店 シーフレンド 

アイランドマリンサービス） ダイブ・ゴビーズ 

民宿＆ダイブサービスぶるーまり

ん 

民宿ロビンソン 

マリンハウス阿波連 シラハマアイランズリゾート 

株式会社リゾートアイランド阿嘉 ドラゴンナイト 

久米島しらはまマリン 株式会社ケラマブルー 

ケラマオーシャン  （有）ケラマ 

http://www.marinepalette.com/
http://www.japan-cmas.co.jp/shop_intro/seawalk/seawalk.html
http://www.seasir.com/naha/
http://www.seafox.info/index.shtml
http://www.marea-oki.jp/
http://www.marine-point.com/
http://www.okinawa-tropico.com/
http://www.arkdive.com/
http://www.south4445.com/index.htm
http://www.suimy.jp/
http://www.bluezone.jp/
http://www.tms-news.jp/
http://www.seastory.jp/
http://www.okinawa-well.ac.jp/
http://marinestar-okinawa.com/
http://www.komforta.jp/
http://bluestyle.co.jp/index.php
http://wave-net-jp.com/
http://bluering.jp/
http://www.xpower-yamaha.com/index.html
http://www.outdoor-neos.com/
http://www.captain-r.com/
http://www.mi-baru.com/
http://www.aqualine-okinawa.com/
http://ichimarine.com/
http://www.blue-by-blue-okinawa.com/
http://okinawa-nanjo.jp/
http://okinawa-nanjo.jp/
http://www.marineclub-sun.com/
http://www.asmoreblue-marine.com/
http://www.marine-land.net/index.php
http://seastep-d.com/
http://homepage3.nifty.com/coraldivers/
http://www.seasir.com/aka/
http://www.seafriend.jp/
http://www1.ocn.ne.jp/~yellow-s/
http://gobies.net/
http://www.bm-zamami.com/
http://www.bm-zamami.com/
http://www.ric.hi-ho.ne.jp/robinson/index.html/
http://www.aharen.com/
http://www.zamami-shirahama.com/
http://www.marine-aka.com/
http://www.kume-dragon.com/
http://www3.big.or.jp/~kumejima/
http://keramakayak.jp/index.html
http://keramaocean.jp/
http://www.keramaterrace.jp/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

マリン関係 

宮古地区 

株式会社グッドフェローズクラブ  

 

カラカラ先生のダイビングスクール宮

古島 

エコガイドカフェ 池間島海底観光 

マイグレーション セブンシーズ宮古島 

有限会社アイランドワークス  

 

 

マリン関係 

八重山地区（石垣島、西表島、与那国島）                                 

与那国ダイビングサービス  （株）トムソーヤ 

石垣島Ｍａｒｉｎｅ２ FMSフジマリンサービス 

ハミングバード 有限会社海講座 

合資会社浦内川観光 風車 

（株）シー・テクニコ しげた丸 

南風見はぴょん （有）ダイビングチームうなりざき 

マリンサービスパラダイスアドベンチ

ャークラブ 

中村つりぐ店 

アクアガーデン株式会社 株式会社南都（石垣島サンセットビー

チ） 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goodfellas.co.jp/
http://www.cosmos.ne.jp/~karakara/
http://www.cosmos.ne.jp/~karakara/
http://webman.jp/
http://eco-tour.info/7seas/
http://uminooto.com/
http://www.yonaguniyds.com/
http://www.ishigaki-tomsawyer.jp/
http://www.marine2.com/
http://www.ictweb.ne.jp/~fuji.ms/index.html
http://www.hb-ishigaki.com/
http://www.umicoza.com/
http://www.urauchigawa.com/
http://www3.ocn.ne.jp/~iriomote/
http://www.kayamania.com/
http://www3.ocn.ne.jp/~sigeta/index.html
http://www.haimipapillon.com/index.html
http://www.unarizaki.com/iriomote/
http://barasu.com/index.html
http://barasu.com/index.html
http://www.aqua-garden.net/
http://www.i-sb.jp/
http://www.i-sb.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊関係 

本島北部地区（国頭・名護・本部・今帰仁） 

ホテルリゾネックス名護株式会社  ＪＡＬプライベートリゾートオクマ 

（株）カヌチャベイリゾート ザ・テラスホテルズ（株） 

リゾートホテル ベルパライソ  

 

本島中北・南部部地区 

（恩納村・宜野座村・金武町・読谷村・那覇市） 

ホテル日航アリビラ  ルネッサンスリゾートオキナワ 

サンマリーナ・オペレーションズ株式会

社 

リザンシーパークホテル谷茶ベイ 

ホテルみゆきビーチ ＡＮＡインターコンチネンタル万座

ビーチリゾート 

パシフィックホテル沖縄 ムーンビーチ・リゾート株式会社 

 

本島周辺（座間味村、渡嘉敷村、久米村） 

リゾートホテル久米アイランド  有限会社とかしくマリンビレッジ 

 

宮古地区 

（株）宮古島東急リゾート  南西楽園宮古島リゾート 

 

八重山地区（石垣島、西表島、与那国島） 

南の美ら花ホテルミヤヒラ（宮平観光

（株）） 

 チサンリゾート石垣 

（株）はいむるぶし ＡＮＡインターコンチネンタル石垣リ

ゾート 

Club Med Kabira  

 

http://www.resonex.jp/mb/mb.html
http://www.jalokuma.co.jp/
http://www.kanucha.jp/splash2.html
http://www.terrace.co.jp/
http://belparaiso.com/
http://www.alivila.co.jp/
http://www.renaissance-okinawa.com/
http://www.ishinhotels.com/sunmarina-hotel/jp/
http://www.ishinhotels.com/sunmarina-hotel/jp/
http://www.rizzan.co.jp/
http://www.hotel-miyuki.jp/
http://www.anaintercontinental-manza.jp/
http://www.anaintercontinental-manza.jp/
http://www.moonbeach.co.jp/
http://www.kumeisland.com/
http://www.tokashiku.com/
http://www.miyakojima-r.tokyuhotels.co.jp/
http://www.nanseirakuen.com/
http://www.miyahira.co.jp/index.html
http://www.miyahira.co.jp/index.html
http://www.haimurubushi.co.jp/
http://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/
http://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/
http://www.clubmed.co.jp/cm/home.do?PAYS=206&LANG=JP


 

 

 

 

 

 

 

 

行政 

沖縄県市長会  沖縄県町村会 

伊是名村役場 石垣市役所企画部観光課 

 

 

財団・協同組合 

（社）那覇市観光協会  沖縄県海洋レジャー事業協同組合 

宮古島トライアスロン実行委員会 （社）石垣市観光協会 

（社）日本ホテル協会沖縄支部 沖縄サーフライダー連盟 

国頭ツーリズム協会（ＮＰＯ法人） 沖縄県カヤックガイド協会 

八重山マリンレジャー事業協同組

合 

座間味ダイビング協会 

石垣島マリンレジャー協同組合 伊是名漁協 

 

 

旅行業等 

（株）日本旅行沖縄  ニッポンレンタカー沖縄（株） 

（株）近畿日本ツーリスト沖縄 沖縄県ホテル旅館生活衛生同業組合 

（株）セルリアンブルー OTSレンタカー宮古営業所 

（有）安栄観光 まどか海事事務所 

日本トランスオーシャン航空株式

会社 

株式会社ジェイティービー 沖縄国内

商品事業部 

 

 

 

 

 

 

http://vill.izena.okinawa.jp/
http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/
http://www.naha-navi.or.jp/
http://www.oric.jp/
http://www.miyako-net.ne.jp/~strong/
http://www.yaeyama.or.jp/
http://www.j-hotel.or.jp/index.html
http://osa1.ti-da.net/
http://kuta-okinawa.org/
http://kayakguide.ti-da.net/
http://www.ymbc.jp/
http://www.ymbc.jp/
http://homepage3.nifty.com/zamami-diving/
http://www.ishigaki-mr.com/
http://www.ntaoka.co.jp/
http://www.nr-okinawa.co.jp/
http://www.knt-oka.co.jp/index.html
http://www.oah-net.or.jp/
http://www.cerulean-blue.co.jp/
http://www.otsrentacar.ne.jp/miyako/basic.html?PSID=4c1ee7e268e1aaf71c947cd5ea9b8117
http://aneikankou.co.jp/
http://www.madokakaiji.com/
http://www.jal.co.jp/jta/
http://www.jal.co.jp/jta/
http://www.jtb.co.jp/jtbokinawa/
http://www.jtb.co.jp/jtbokinawa/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般企業 

大同火災海上保険（株）  （株）沖縄銀行 

沖縄砂利採取事業協同組合 （株）沖縄海邦銀行 

（株）琉球銀行   有限会社 沖縄プライズセンター 

（株）沖電工 沖縄ビル・メンテナンス（株） 

（株）琉球新報社 全島警備保障（株） 

國和会 株式会社 金城キク商会 

（株）たいよう共済沖縄支店 協栄海事土木（株） 

オリオンビール（株） 沖縄電力（株） 

沖電開発（株） シンバホールディングス（株） 

株式会社 日大重工 琉球造船鉄工（株） 

デルタ電気工業(株) （株）サンエー 

沖縄西濃運輸株式会社 （株）ＰＡＤＩジャパン 

琉球保安警備隊（株） 沖縄電機工業（株） 

有限会社 パブリックレッカー  宮古港運（株） 

先嶋建設株式会社 株式会社 沖縄機械整備 

（株）津嘉山自動車学校 （株）上門工業 

カナダ株式会社 （有）壺川自動車学校 

（有）丸伊産業 新糸満造船株式会社 

（資）馬天自動車学校 有限会社 沖縄典礼 いなんせ会館 

丸正印刷株式会社 株式会社パム 

株式会社Ｃ＆Ｃアソシエイツ 仲本建設株式会社 

（有）東亜 （有）クラウン工業 

平安塗装（株） 呉屋鉄筋工業 

（株）吉村電設 徳田自動車整備工場 

ストレンジデイズ株式会社 （株）日本海中技術振興会 

http://www.daidokasai.co.jp/
http://www.okinawa-bank.co.jp/
http://www.kaiho-bank.co.jp/
http://www.ryugin.co.jp/
http://www.okidenko.co.jp/
http://www.obm-net.co.jp/x/
http://ryukyushimpo.jp/
http://www.csl-network.jp/okinawa/zentou.html
http://www.kokubagumi.co.jp/
http://www.kaijido.co.jp/
http://www.orionbeer.co.jp/
http://www.okiden.co.jp/index.html
http://www.okikai.co.jp/
http://www.symba.jp/
http://www.ryukyu-zosen.jp/
http://deltaoki.net/
http://www.san-a.co.jp/
http://www.seino.co.jp/seino/
http://www.padi.co.jp/
http://www.o-denkikogyo.co.jp/
http://www.sakishima.co.jp/01.htm
http://www.okse.co.jp/
http://www.cptown.net/edu/tsubogawa/
http://www.sinitoman.cleans.jp/
http://www.baten.co.jp/
http://inanse.com/
http://www.marumasa.or.jp/
http://www.okitour.net/
http://www.cca-co.jp/
http://www.nakamoto-kk.co.jp/
http://strangedays.co.jp/
http://www.japan-cmas.co.jp/


 

 

 


