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「ちむどんどん沖縄実⾏委員会」は、４⽉11⽇より放送開始の沖縄が舞台となる連続テレビ⼩説「ちむどんど
ん」の放送を契機に、沖縄の魅⼒を県内外に発信し、地域活性化を⽬指す⽬的で設⽴致しました。

地元⺠間企業が持つネットワークを最⼤限に活⽤し、「ちむどんどん沖縄〜胸⾼鳴る沖縄の魅⼒を発信〜」を
コンセプトに、沖縄の⾷、観光、⽂化を産学官⺠連携で、WEBサイトやイベントなどを通じて情報を発信する
ことで、沖縄県全体を盛り上げていきたいと考えております。

ちむどんどん沖縄実⾏委員会

ちむどんどん沖縄
〜胸⾼鳴る沖縄の魅⼒を発信〜



ちむどんどん沖縄実⾏委員会 概要
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委員会名 ちむどんどん沖縄実⾏委員会

設⽴年⽉⽇ 2022年4⽉11⽇（⽉）

顧 問 ⽟城 デニー（沖縄県知事）

実⾏委員

実⾏委員⻑
・⼭城 正保 （株式会社おきなわフィナンシャルグループ 代表取締役社⻑）
・川上 康 （株式会社琉球銀⾏ 代表取締役頭取）
実⾏副委員⻑
・玻名城 泰⼭（株式会社琉球新報社 代表取締役）
・武富 和彦 （株式会社沖縄タイムス社 代表取締役）

事務局

事務局⻑
・⼩川 孔⼀ （⼀般社団法⼈ HAPPY EARTH 代表理事）
副事務局⻑
・⽊村 政昌 （株式会社みらいおきなわ 代表取締役常務）
監事
・知念 滋樹 （株式会社琉球銀⾏ 法⼈事業部 部⻑）

活動内容
・連続テレビ⼩説「ちむどんどん」を契機とした沖縄の魅⼒を発信する事業
・連続テレビ⼩説「ちむどんどん」を契機としたプロモーションを実施する事業
・連続テレビ⼩説「ちむどんどん」を契機とした商品の販売を促進する事業
・その他沖縄の魅⼒を県内外に発信し、地域活性化に資する事業

公式サイト https://chimudondon.okinawa/

https://chimudondon.okinawa/
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【情報発信】 WEB｜ちむどんどん沖縄公式サイト
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https://chimudondon.okinawa

ちむどんどん沖縄 〜胸⾼鳴る沖縄の魅⼒を発信〜

新聞社の取材⼒を
活かした

連続テレビ⼩説
「ちむどんどん」関連情報や

沖縄の魅⼒を発信

銀⾏のネットワークを
活かした

企業の取り組み＆
地域密着情報など
沖縄の魅⼒を発信

5-6⽉︓沖縄復帰50年イベント「HAPPY OKINAWA FESTA 2022」
9⽉︓SDGs週間「HAPPY ESRTH FESTA 2022」



今までの取り組み
オンライン＆イベント
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ちむどんどん沖縄公式サイト（4⽉11⽇〜現在）︓ドラマ情報を中⼼にツイート
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【情報発信イベント】 沖縄復帰50年｜HAPPY OKINAWA FESTA 2022
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■名称︓沖縄復帰50年｜HAPPY OKINAWA FESTA 2022
■会場︓東京・⼤阪・沖縄
◎東京︓丸ビル1階 マルキューブ（MARUCUBE）

5⽉13⽇（⾦）〜15⽇（⽇）
◎⼤阪︓あべのハルカス近鉄本店

5⽉8⽇（⽇）／5⽉11⽇（⽔）〜17⽇（⽕）
◎沖縄︓イオン具志川店︓5⽉7⽇（⼟）／イオン南⾵原店︓6⽉5⽇（⽇）
■主催︓HAPPY OKINAWA実⾏委員会
■共催︓ちむどんどん沖縄実⾏委員会
■公式サイト https://happy.okinawa/

開催概要（予定）

沖縄を世界に誇る幸せな島へ
＜沖縄復帰50年記念イベント＞
HAPPY OKINAWA FESTA
東京・⼤阪・沖縄で開催︕

ちむどんどん沖縄ブースやステージを展開

伝統芸能 物産展 展⽰ 観光誘致



今後の展開について
オンライン
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ちむどんどん沖縄 公式サイト コンテンツ（予定）
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沖縄の魅⼒編集ページ

パートナー紹介ページ

沖縄タイムス記事

琉球新報記事

連続テレビ⼩説「ちむどんどん」NEWSページ

ドラマ関連情報の発信

沖縄の「⾷」情報

沖縄の「⽂化」情報

「ちむどんどん沖縄」編集ページ

沖縄の魅⼒情報の発信

パートナー基本情報

パートナー情報発信

「ちむどんどん沖縄」パートナーページ

沖縄の魅⼒情報の発信

⾃社サービス情報他、沖縄の魅⼒おすすめ情報などを発信

ちむどんどん沖縄SNS パートナーSNSシェア
リツイート

ちむどんどん関連商品・サービス他、沖縄の⽂化や地域情報など



ちむどんどん沖縄 公式サイト プロモーション（予定）
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新聞社

新聞紙⾯での広告
＋

オンラインでの連携

SNS他、オンライン広告 リスティング広告

イベント連携

全国のちむどんどんドラマ視聴者、沖縄好き、
沖縄観光客をコアターゲットにPR展開しサイト誘導

沖縄の魅⼒編集ページ

パートナー紹介ページ



ちむどんどん沖縄 公式サイト コンテンツ（予定）
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パートナー紹介ページ 総合TOPページ

基本情報

NEWS情報

■イメージ画像
■ロゴ表⽰
■名称表⽰
■リンク表⽰
■説明⽂章

■情報を⾃由に発信可能

総合TOPにも
表⽰されます。

無料

有料

Pick Up!

Pick Up

■協賛パートナー紹介

有料



ちむどんどん沖縄公式サイト＆SNSについて
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https://chimudondon.okinawa/

#ちむどんどん沖縄 @_chimudondon @chimudondonokinawa

公式サイト

https://twitter.com/_chimudondon

https://www.instagram.com/chimudondonokinawa

https://www.facebook.com/chimudondonokinawa

① パートナーの皆様は必ず下記SNSのフォローを必ずお願いします。

ハッシュタグ Twitter Instagram&Facebook

② SNSで発信される際は、下記のハッシュタグ及び@ユーザーネーム・タグ付けにて発信をお願いします。

③ちむどんどん沖縄SNSにてリツイートをさせていただきます。（全ての投稿のリツイートを保証するものではありません）



今後の展開について
展⽰
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ちむどんどん沖縄 その他企画

©ちむどんどん沖縄実⾏委員会 15

＜会場＞
Okinawa Innovation Lab
（オキナワ・イノベーション・ラボ）
那覇市久茂地 3-10-1
＜期間＞
2022年7⽉1⽇〜12⽉末まで
＜内容＞
商品展⽰、資料展⽰など

ちむどんどん沖縄展⽰スペースを那覇に設置
沖縄物産や観光案内など

写真はイメージ

ちむどんどん沖縄展⽰スペースの設置 有料企画

ちむどんどん沖縄 新聞広告へのパートナー名掲載 有料企画

琉球新報、沖縄タイムス紙⾯
ちむどんどん沖縄広告を掲載予定
＜掲載紙＞琉球新報・沖縄タイムス
＜期間＞2022年7⽉〜9⽉（各紙︓2回予定）
＜内容＞広告掲載⾯にパートナー名を掲載



今後の展開について
イベント
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過去実績︓【SDGs週間】HAPPY EARTH FESTA 2021
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国連総会会期に⽇本最⼤級のSDGsフェスを
SDGs未来都市に選定されている沖縄にて開催︕

＜主催＞HAPPY EARTH実⾏委員会
＜後援＞国連広報センター／国連開発計画（UNDP）駐⽇代表事務所／内閣府男⼥共同参画局／内閣府地⽅創⽣SDGs官⺠連携プラットフォーム／外務省
／厚⽣労働省／農林⽔産省／沖縄県／那覇市／那覇市教育委員会／沖縄市／独⽴⾏政法⼈ 国際協⼒機構（JICA）沖縄センター／公益財団法⼈ 沖縄県産業
振興公社／⼀般財団法⼈ 沖縄美ら島財団／⼀般財団法⼈ 沖縄観光コンベンションビューロー／⼀般財団法⼈ 沖縄ITイノベーション戦略センター ／⼀般
財団法⼈ 南⻄地域産業活性化センター／沖縄経済同友会／琉球銀⾏／沖縄銀⾏／沖縄科学技術⼤学院⼤学（OIST）／ NHK沖縄放送局／OTV 沖縄テレビ
放送／QAB 琉球朝⽇放送／グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン
＜協⼒＞WORLD CLEANUP DAY／Workcation Week Okinawa／OKINAWA SDGs PROJECT／howlive／株式会社 JTB沖縄／⼀般社団法⼈ 恩納村観光
協会／恩納村GM会／⼀般社団法⼈ 琉球びんがた普及伝承コンソーシアム／バタフライピー産業推進団体／株式会社みらいおきなわ／株式会社 メガネ⼀
番／STARTUP LAB LAGOON
＜メディアパートナー＞RBC 琉球放送／沖縄タイムス／琉球新報社／FM-Okinawa エフエム沖縄／ TOKYO FM／Peatix／ハースト婦⼈画報社 25ans ／
FRaU／ocean+α

＜会期＞2021年9⽉18⽇（⼟）〜25⽇（⼟）
＜開催⽅法＞緊急事態宣⾔の延⻑を受けて下記の通りオンライン中⼼に変更
セミナー︓オンライン配信限定／ポップアップショップ＆カフェのみ実施

■イベント公式サイト
https://happyearth.jp/event/hef2021/
■セミナー視聴⽅法︓HAPPY EARTH 公式Youtubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/HAPPYEARTHassoc

https://happyearth.jp/event/hef2021/
https://www.youtube.com/c/HAPPYEARTHassoc


SDGs 週間｜ HAPPY EARTH FESTA 2022 開催概要（予定）
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沖縄の恵まれた環境で未来を考える1週間
⽇本最⼤級のSDGsフェスを
沖縄にて２年連続開催︕
【SDGs週間】 HAPPY EARTH FESTA 2022
GLOBAL GOALS WEEK

開催概要（予定）

■名称︓HAPPY EARTH FESTA 2022｜GLOBAL GOALS WEEK
■⽇程︓2022年9⽉17⽇（⼟）〜25⽇（⽇）︓9⽇間
■会場︓沖縄県内各会場（予定）
◎沖縄市︓沖縄市⺠会館／ミュージックタウン⾳市場 他
◎那覇市︓みらいおきなわ／パレット久茂地
◎北中城村︓イオンモール沖縄ライカム

■主催︓HAPPY EARTH実⾏委員会
■後援︓前年実績

国連広報センター／国連開発計画（UNDP）駐⽇代表事務所
（⼀部）内閣府／外務省／環境省／農林⽔産省／厚⽣労働省

沖縄県／那覇市／沖縄市／沖縄観光コンベンションビューロー
沖縄美ら島財団／沖縄経済同友会／琉球銀⾏／沖縄銀⾏
沖縄科学技術⼤学院⼤学／NHK沖縄放送他

（⼀部）国連グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン 他多数
■協⼒︓各メディアパートナー 他多数

沖縄復帰50年



SDGs 週間｜HAPPY EARTH FESTA 2022 展開予定
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セミナー｜次世代育成企画 街＆ビーチクリーン

ワーケーション＆ステイケーション

新たな働き⽅を体験しよう︕
沖縄でのワーケーション、ステイケーションを

TV番組ワークショップ・アクティビティ

サステナブルツーリズム・ゴルフ

SDGsへの貢献と
持続可能な観光の推進

ちむどんどん沖縄実⾏委員会
＜特設展⽰コーナー＞

＜トークショー＞
企画中︕



今後の展開について
商品企画
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ちむどんどん沖縄実⾏委員会 企画商品
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シークヮーサーの⾹りは沖縄の宝
ちむどんどんする⾹りでいっぱいにしよう︕
ちむどんどん沖縄 シークヮーサー⾹り企画
連続テレビ⼩説「ちむどんどん」効果を活⽤した「⾹りブランディング」

●⾹りでのおもてなし、ブランディングはポピュラーに（様々なホテル、空港、オフィス、事業者が導⼊）
●⾹りは旅や企業サービスの体験価値を上げることが期待されている。
●シークヮーサーの⾹りは「沖縄の宝」であり、その爽やかな⾹りは来訪者の期待感も⾼い。

⾹りブランディングの期待効果

⾹り体験

お⼟産購⼊

家庭で再体験リピート喚起

再訪

マシンディフューザー

リードディフューザーなど

リードディフューザーなど

ドラマを契機に
シークヮーサーの⾹りを導⼊し
⽣活者の記憶と感情に訴え、
「ALL沖縄」で各種リピート獲得率の
上昇に繋げる。

■企画︓ちむどんどん沖縄実⾏委員会
■監修︓⻑⾕川⾹料株式会社

OEMやその他商品開発もご相談可能



パートナー概要
ちむどんどん沖縄実⾏委員会
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ちむどんどん沖縄実⾏委員会 パートナー｜概要
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協賛パートナー

協⼒パートナー

後援パートナー

有料

無料

無料

主に資⾦を提供

主に団体の所有物を提供（場所・⼈員・物品など）

主に広報活動等で⽀援
（政府機関や地⽅公共団体など、公共性が⾼い団体）

名称 料⾦ 役割



ちむどんどん沖縄実⾏委員会 パートナー｜概要
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公式サイト
2022年7⽉1⽇〜2023年3⽉末

基本情報掲載

NEWS発信機能

Pick Up表⽰

イベント
HAPPY EARTH FESTA 2022

2022年9⽉17⽇〜25⽇

商品・チラシ展⽰

公式サイト

20万円

●

●

●

5万円

●

●

ー

協賛パートナーA 協賛パートナーB

商品＆チラシ

名称掲載

チラシのみ

ー

無料

●

ー

ー

無料

名称掲載

ー

ー

協⼒パートナー 後援パートナー

ちむどんどん沖縄 展⽰スペース
2022年7⽉1⽇〜12⽉末

商品設置

新聞広告 4回掲載

6ヶ⽉ 1ヶ⽉

ロゴ掲載 テキスト掲載

ー ー

ー 名称掲載

ー

ー

ー

ー

料⾦

パートナー種別

イベント協賛 別途メニューをご⽤意しております。詳細はお問い合わせください。



ちむどんどん沖縄実⾏委員会 パートナー｜スケジュール
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https://chimudondon.okinawa/executivecommittee/partner_contact/
▼パートナー申込URL

申込締切⽇

2022年6⽉22⽇（⽔）

公式サイト情報公開

2022年7⽉1⽇（⾦）

展⽰コーナー開始

2022年7⽉1⽇（⾦）

※上記⽇程以降の申込は7⽉末まで随時受け付けます。（協賛⾦の値引き等はありません）

<注意事項＞
1.パートナー（情報公開者）は、投稿する記事が以下の内容に該当しないよう、各社の責任のもと記事投稿を⾏ってください。
(1)名誉毀損、誹謗中傷、プライバシー侵害、営業妨害に繋がる内容の記事
(2)違法または公序良俗に反するなど社会通念上ふさわしくない内容の記事
(3)中傷、いやがらせ、わいせつなど、他の利⽤者に不快感を与える記事
(4)著作権、肖像権等他⼈の権利を侵害する記事
(5)投稿者以外の者の個⼈情報が含まれる記事
(6)当サイトの趣旨に合わないと思われる記事

2.パートナーの投稿した記事が前項の各項⽬に該当した場合や、実⾏委員会が当サイトにふさわしくないと判断した場合は、
パートナーへの断りなく記事を削除させていただきます。なお、記事の削除に関するお問い合わせには、⼀切お答えいたしませんので、予めご了承ください。
3.パートナーの投稿した⽂章または画像は、投稿したご利⽤者に返却いたしません。原本はご⾃⾝で保持していただくようお願いいたします。
5.パートナーが投稿した記事に含まれる情報は、実⾏委員会が事業分析や新サービス開発のために利⽤させていただくことがあります。
個⼈情報の取扱いについては、本サイトに掲載される「プライバシーポリシー」の内容をご確認ください。
6.パートナーが投稿した全ての発⾔、記事について⼀切責任を負いませんので、ご了承ください。
7.パートナーが投稿した記事により実⾏委員会に損害が⽣じた場合には、当該記事を投稿したパートナーに対し、損害賠償請求を⾏う可能性があります。

以上
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■ちむどんどん沖縄実⾏委員会 事務局

〒900-8651 
沖縄県那覇市久茂地 3-10-1 株式会社みらいおきなわ内
担当︓儀間、髙江洲

TEL.098-860-0960
E-mail. info@chimudondon.okinawa
URL. https://chimudondon.okinawa/
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