
各種の宿泊施設様が

「サステナブル・トラベル」の

ラベルを獲得した方法をご紹介

「サステナブル・トラベル」プログラム：ケーススタディ



新たに導入された
「サステナブル・トラベル」
のラベル

本ラベルは、貴施設のサステナビリティに関する取り

組みをユーザーに分かりやすくユニバーサルな形で

表示・証明するもので、表示にあたり料金はかかり

ません。 

対象となる取り組みは取り入れやすさや見込める効果

の高さに基づいて選択されており、 Travalystなどの

旅行業界の独立した機関によって認証されています。  

貴施設の所在地、および管理画面で「はい」と選択

された取り組みに基づき、あらゆるパートナー施設様が

対象となるような基準を採用した弊社のモデルを使用

して貴施設の総合的なインパクトスコアが計算され

ます。このスコアにより、貴施設がラベルを獲得できる

かどうかが決まります。  



取り組みを
登録

オンライン
審査

結果の
ご報告

ラベルの獲得 アドバイス＆各
種リソース

1 2

パートナー施設の皆様に、
サステナビリティに関して
実施している取り組みを
管理画面でご登録いただき
ます。 

インパクトスコアが基準に達
している場合、ラベルを獲得す
ることができ、48時間以内に
貴施設のリスティングに
自動的に掲載されます。

独立機関からの認証を得た
基準に基づいたモデルを
使用して貴施設の取り組みを
審査します。本モデルは、
地理的な条件やそれに基づく
取り組みの取り入れやすさ、お
よび特定の取り組みを実施す
るうえでかかるコストなども考
慮しています。審査をもとにモ
デルが貴施設の総合的なイン
パクトスコアを計算し、
これによりラベルを獲得できる
かどうかが決まります。

取り組みのご登録後、24時間
以内に審査の結果がメールで
届きます。

インパクトスコアが基準に達
していない場合、サステナ
ビリティへの取り組みを充実
させる方法について弊社から
アドバイスやリソースを
ご案内します。より多くの取り
組みを実施して弊社サイト上
に掲載すれば、その分貴施設
のスコアは高くなり、新しい
ラベルの獲得に近づくことが
できます。 

3

ラベル獲得までの流れ

結果



● 敷地内に庭園 / 屋上庭園

など、緑のあるスペースがある

節水 廃棄物の削減 地元のコミュニティの

支援

エネルギーや温室効果

ガスの削減  
自然の

保護

宿泊施設タイプ：ホテル
所在地：タイ 

使い捨てプラ

スチックの廃

止

● 宿泊施設の照明の80%

以上にエネルギー効率の

高いLED電球を使用して

いる

● 食材の80%以上が地元で

生産されている 

● 現地のガイドやビジネスが

運営するツアーや

アクティビティを提供している 

● 収益の一部を地域や

サステナビリティ関連の

プロジェクトに投資している

● 水を効率的に利用したトイレ

のみ使用している

（節水型トイレ、洗浄ボタンが2

種類ついたデュアル

フラッシュトイレなど）

● 水を効率的に利用したシャ

ワーのみ使用している

（スマートシャワー、節水

シャワーヘッドなど）

● タオルを再利用する選択肢を

ゲストに提供している

● 毎日の清掃サービスを断る

選択肢をゲストに提供して

いる 

● 教育や廃棄物の防止、

削減、リサイクル、処分を含

む、食品廃棄に関する

ポリシーを定めている

● 飲料水を使い捨てのペット

ボトルで提供していない

● 炭酸飲料を使い捨ての

ペットボトルで提供して

いない

● プラスチック製の使い捨てカ

トラリーや食器を提供してい

ない

● プラスチック製の使い捨て

コップを提供していない

01



全客室のすべてのバスルームにおいて水を効率的に利用したシャワーおよびトイレが設置してあ

り、ゲスト用のタオル再利用プログラムを実施しているほか、客室清掃サービスを断る選択肢をゲス

トに提供しています。このような水の消費量を削減するための各取り組みは、よりサステナブルな運

営において重要な役割を果たし、深刻化する水不足の問題に対応するための水管理計画が必要な

目的地においては特に重要だと言えます。

また、使い捨ての食器やコップの代わりに再利用可能なものを提供しており、キッチンでは地元の

食材を調達しています。さらに、ホテルのスタッフが地元のガイドが主催するツアーを提供すること

で、ゲストが地域の魅力を発見できるようサポートします。これにより地元の住民の雇用を創出し、

観光を通して得た収益が地域に還元されるため、このエリアでは高いスコアにつながるサステナ

ブルな取り組みです。

タイのビーチが人気な島にあるこのホテルは、客室やキッチン、受付、および宿泊施設全体を通して

サステナブルな取り組みを実施することで、「サステナブル・トラベル」のラベルを獲得しました。 

01宿泊施設タイプ：ホテル
所在地：タイ 



節水 廃棄物の削減 地元のコミュニティの

支援

エネルギーや温室効果

ガスの削減  
自然の

保護

宿泊施設タイプ：リゾート
所在地：アメリカ

使い捨てプラ

スチックの廃

止

02

● 宿泊施設の照明の80%

以上にエネルギー効率の

高いLED電球を使用して

いる

● すべての窓が二重ガラスで

ある

● 食材の80%以上が地元で

生産されている

● 現地のガイドやビジネスが

運営するツアーや

アクティビティを提供している

● 地元の生態系や遺産、文化、

および訪問者のマナーに

関する情報をゲストに提供

している

● 水を効率的に利用したトイレ

のみ使用している

（節水型トイレ、洗浄ボタンが2

種類ついたデュアル

フラッシュトイレなど）

● 水を効率的に利用したシャ

ワーのみ使用している

（スマートシャワー、節水シャ

ワーヘッドなど）

● タオルを再利用する選択肢を

ゲストに提供している 

● 毎日の清掃サービスを断る

選択肢をゲストに提供して

いる 

● 教育や廃棄物の防止、

削減、リサイクル、処分を含

む、食品廃棄に関する

ポリシーを定めている

● リサイクル用のごみ箱を

ゲストに提供し、廃棄物のリ

サイクルを行っている 

● 提供している食材の80%以上

がオーガニックである

● 飲料水を使い捨てのペット

ボトルで提供していない

● 炭酸飲料を使い捨ての

ペットボトルで提供して

いない

● プラスチック製の使い捨て

コップを提供していない

● プラスチック製の使い捨てス

トローを提供していない

● プラスチック製の使い捨てマ

ドラーを提供していない



アメリカのスキーが人気の目的地にあるこのリゾートは、客室やキッチン、受付、および宿泊施設

全体を通してサステナブルな取り組みを実施することで、「サステナブル・トラベル」のラベルを獲得

しました。全客室において水を効率的に利用したシャワーおよびトイレが設置してあり、ゲストには

タオルを再利用したり客室清掃サービスを断ったりする選択肢を提供しています。

メニューで提供される食品の80%以上はオーガニックで、これにより地元の生態系における種の

豊かさが増すため、このエリアでは高いスコアにつながります。また、使い捨ての食器やコップの

代わりに再利用可能なものを提供しています。 

ホテルのスタッフは、地元の生態系や遺産、文化、および訪問者のマナーに関する情報をゲストに

提供しています。このような取り組みは、ゴミの持ち帰り、木や岩などの手つかずの自然の保護、

そして野生のクマに餌を与えないことなど、このエリアの自然環境に関するルールを徹底するうえ

で重要です。

02宿泊施設タイプ：リゾート
所在地：アメリカ



節水 廃棄物の削減 地元のコミュニティの

支援

エネルギーや温室効果

ガスの削減  
自然の

保護

宿泊施設タイプ：ホテル
所在地：南アフリカ

使い捨てプラ

スチックの廃

止

● 宿泊施設の照明の80%

以上にエネルギー効率の

高いLED電球を使用して

いる

● 食材の80%以上が地元で

生産されている

● 現地のガイドやビジネスが

運営するツアーや

アクティビティを提供している

● 水を効率的に利用したトイレ

のみ使用している

（節水型トイレ、洗浄ボタンが2

種類ついたデュアルフラッシュ

トイレなど）

● 水を効率的に利用したシャ

ワーのみ使用している

（スマートシャワー、節水シャ

ワーヘッドなど）

● タオルを再利用する選択肢を

ゲストに提供している

● 毎日の清掃サービスを断る

選択肢をゲストに提供して

いる

● 教育や廃棄物の防止、

削減、リサイクル、処分を含

む、食品廃棄に関する

ポリシーを定めている

● リサイクル用のごみ箱を

ゲストに提供し、廃棄物のリ

サイクルを行っている 

03



南アフリカの人気のビーチタウンにあるこのホテルは、客室やキッチン、受付、および宿泊施設

全体を通してサステナブルな取り組みを実施することで、「サステナブル・トラベル」のラベルを獲得

しました。 

すべてのバスルームにおいて水を効率的に利用したシャワーおよびトイレが設置してあり、

ゲスト用のタオル再利用プログラムを実施しているほか、毎日の客室清掃サービスを断る選択肢を

ゲストに提供しています。このような水の消費量を削減するための各取り組みは、よりサステナブル

な運営において重要な役割を果たし、干ばつが起きやすい目的地においては特に重要だと言え

ます。 

ホテルのキッチンでは食材の90%を地元で調達しており、食品廃棄のポリシーが設けられています。

また、チェックインデスクでは、地元のガイドによるツアーが提供されています。これにより、観光を

通して得られた利益が国外のビジネスに流出せずに現地コミュニティに直接還元されるため、この

目的地では効果の高い取り組みとなっています。加えて、宿泊施設の様々な場所にリサイクル用の

ごみ箱も用意されています。

03宿泊施設タイプ：ホテル
所在地：南アフリカ



節水 廃棄物の削減 地元のコミュニティの

支援

エネルギーや温室効果

ガスの削減  
自然の

保護

宿泊施設タイプ：カントリーハウス
所在地：イギリス

使い捨てプラ

スチックの廃

止

● 宿泊施設の照明の80%

以上にエネルギー効率の

高いLED電球を使用して

いる

● すべての窓が二重ガラス

である

● 食材の80%以上が地元で

生産されている

● 現地のガイドやビジネスが

運営するツアーや

アクティビティを提供している

● 地元の生態系や遺産、文化、

および訪問者のマナーに

関する情報をゲストに提供

している

● 水を効率的に利用したトイレ

のみ使用している

（節水型トイレ、洗浄ボタンが2

種類ついたデュアルフラッシュ

トイレなど）

● 水を効率的に利用した

シャワーのみ使用している

（スマートシャワー、節水シャ

ワーヘッドなど）

● タオルを再利用する選択肢を

ゲストに提供している

● 毎日の清掃サービスを断る

選択肢をゲストに提供して

いる 

● 教育や廃棄物の防止、

削減、リサイクル、処分を含

む、食品廃棄に関する

ポリシーを定めている

● リサイクル用のごみ箱を

ゲストに提供し、廃棄物のリ

サイクルを行っている 

● ベジタリアンメニューの

選択肢を提供している

● ビーガンメニューの

選択肢を提供している

● 野生動物（飼育されていない

動物）を敷地内で展示 / 

触れ合わせたり、加工等の

為に捕獲したり、消費、

販売していない

● 敷地内に庭園 / 屋上庭園

など、緑のあるスペースがある

● 提供している食材の80%

以上がオーガニックである

● 炭酸飲料を使い捨ての

ペットボトルで提供して

いない

● プラスチック製の使い捨てカ

トラリーや食器を提供してい

ない

● プラスチック製の使い捨て

コップを提供していない

● プラスチック製の使い捨てス

トローを提供していない

● プラスチック製の使い捨てマ

ドラーを提供していない

04



イギリス郊外にあるこのカントリーハウスは、客室やキッチン、受付でサステナブルな取り組みを実施

することで、「サステナブル・トラベル」のラベルを獲得しました。照明の80%にLEDを使用しており、

すべての窓が二重ガラスとなっているほか、複数のリサイクル用設備が用意されています。イギリスでは

再生可能エネルギーが比較的普及していて安価であるうえ、リサイクルプログラムも確立されていること

から、これらの取り組みに対するスコアは比較的低くなっています。

キッチンでは食材の80%以上を地元で調達し、メニューでビーガンとベジタリアン両方の選択肢を

提供しています。また、食品廃棄のポリシーを設け、再利用可能な食器やコップを使用しています。

食品廃棄はイギリスにおいて深刻な問題となっているため、食品廃棄物の削減に関する取り組みは

この目的地ではスコアが高くなっています。さらに、使い捨ての炭酸飲料のボトルやストロー、

マドラーの提供も廃止されています。ゲストにはタオルを再利用したり毎日の客室清掃サービスを

断ったりできる選択肢を提供しており、すべてのゲスト用バスルームに水を効率的に利用したシャ

ワーおよびトイレが設置されています。

滞在中は宿泊施設の緑地を散歩することができ、地域の生態系に関する知識も学べます。

敷地内で野生動物に危害が加えられないよう特別な配慮が行われており、近くの遺産へのツアーは

地元の人々によって運営されています。

04宿泊施設タイプ：カントリーハウス
所在地：イギリス

https://wrap.org.uk/sectors/hospitality-food-service


節水 廃棄物の削減 地元のコミュニティの

支援

エネルギーや温室効果

ガスの削減  
自然の

保護
使い捨てプラ

スチックの廃

止

● 宿泊施設の照明の80%

以上にエネルギー効率の

高いLED電球を使用して

いる

● すべての窓が二重ガラスで

ある

● 客室に省エネスイッチが

設置されている

（カードキーによる電気の制

御など）

● 現地のガイドやビジネスが

運営するツアーや

アクティビティを提供している

● 収益の一部を、地域や

サステナビリティ関連の

プロジェクトに投資している

● 水を効率的に利用した

シャワーのみ使用している

（スマートシャワー、

節水シャワーヘッドなど）

● タオルを再利用する選択肢を

ゲストに提供している

● 毎日の清掃サービスを断る

選択肢をゲストに提供して

いる 

● 敷地内に庭園 / 屋上庭園

など、緑のあるスペースがある

● プラスチック製の使い捨てス

トローを提供していない

● プラスチック製の使い捨てマ

ドラーを提供していない

05宿泊施設タイプ：ヴィラ
所在地：ブラジル



ブラジルの丘陵地帯にあるこのヴィラは、照明の80%をLEDに変更し、すべての窓を二重ガラスに

し、施設全体に省エネスイッチを設置することで、「サステナブル・トラベル」のラベルを獲得しました。

ヴィラでは使い捨てのストローやマドラーは使用されていません。これら2つの取り組みは、

プラスチック汚染の軽減度の測定により、ヴィラの総合的なインパクトスコアに大きく貢献しており、

影響度の高い取り組みと見なされます。この地域では使い捨てプラスチックに対する廃止措置が

導入され始めているため、重要な取り組みだと言えます。バスルームには節水シャワーが設置され

ており、ゲストにはタオルを再利用したり毎日の客室清掃サービスを断ったりできる選択肢が与えら

れています。 

ヴィラの敷地内には緑地があり、この目的地の生来の生物多様性にとって良い影響を与えて

います。宿泊施設から提供されるツアーは地元のガイドによって運営されており、宿泊施設は

収益の20%を地元のコミュニティに還元しています。

05宿泊施設タイプ：ヴィラ
所在地：ブラジル

https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=953
https://www.azocleantech.com/article.aspx?ArticleID=953


節水 廃棄物の削減 地元のコミュニティの

支援

エネルギーや温室効果

ガスの削減  
自然の

保護

宿泊施設タイプ：ビーチリゾート
所在地：ギリシャ

使い捨てプラ

スチックの廃

止

● 現地のガイドやビジネスが

運営するツアーや

アクティビティを提供している 

● 地元の生態系や遺産、文化、

および訪問者のマナーに

関する情報をゲストに提供

している

● 地元のアーティストが作品を

展示するためのプラット

フォームを提供している

● 収益の一部を、地域や

サステナビリティ関連の

プロジェクトに投資している

● 水を効率的に利用したトイレ

のみ使用している

（節水型トイレ、洗浄ボタンが2

種類ついたデュアルフラッシュ

トイレなど）

● 水を効率的に利用した

シャワーのみ使用している

（スマートシャワー、

節水シャワーヘッドなど）

● タオルを再利用する選択肢を

ゲストに提供している 

● 毎日の清掃サービスを断る

選択肢をゲストに提供して

いる

● リサイクル用のごみ箱をゲ

ストに提供し、廃棄物の

リサイクルを行っている

● 敷地内に庭園 / 屋上庭園

など、緑のあるスペースがある

● プラスチック製の使い捨て

コップを提供していない

06



ゲストには毎日の客室清掃サービスを断ったりタオルを再利用したりする選択肢が与えられており、

すべてのバスルームに節水トイレと水を効率的に利用したシャワーが設置されています。ますます

水の輸入に頼りつつあるこの目的地において、これらの取り組みには高いスコアが与えられています。

また、受付と共有スペースにリサイクル用設備があり、宿泊施設では再利用可能なコップのみ提供して

います。 

宿泊施設の裏側にはゲストが楽しめる庭園があります。また、敷地内の緑地でサステナビリティ

関連のプロジェクトを運営する団体に資金を提供しています。

06

ギリシャの島にあるこの大規模なビーチリゾートは、宿泊施設全体で実施しているサステナブルな

取り組みおよび提供しているサービスによって、「サステナブル・トラベル」のラベルを獲得して

います。こちらのリゾートでは、宿泊施設に入ってすぐのエリアや宿泊施設全体で、地元の

アーティストの作品を楽しむことができます。スタッフ全員が島の遺産や文化に関する情報を快く

提供しており、ツアーは地元の人々によって運営されています。これにより、観光を通して得られた

利益が国外のビジネスに流出せずに現地コミュニティに直接還元されるため、効果の高い取り組み

と見なされています。

宿泊施設タイプ：ビーチリゾート
所在地：ギリシャ

https://ec.europa.eu/research-and-innovation/en/horizon-magazine/water-loop-how-combat-water-scarcity-remote-islands


節水 廃棄物の削減 地元のコミュニティの

支援

エネルギーや温室効果

ガスの削減  
自然の

保護

宿泊施設タイプ：ゲストハウス
所在地：メキシコ

使い捨てプラ

スチックの廃

止

● 宿泊施設の照明の80%

以上にエネルギー効率の

高いLED電球を使用して

いる

● すべての窓が二重ガラスで

ある

● 宿泊施設全体で100%

再生可能エネルギーを

使用している 

● 認可されたカーボン・オフ

セットを購入することにより、

年間の総炭素排出量の

10%以上を補っている

● 現地のガイドやビジネスが

運営するツアーや

アクティビティをゲストに

提供している

● 水を効率的に利用したトイレ

のみ使用している

（節水型トイレ、洗浄ボタンが2

種類ついたデュアルフラッシュ

トイレなど）

● 水を効率的に利用したシャ

ワーのみ使用している（スマー

トシャワー、節水シャワーヘッ

ドなど）

● タオルを再利用する選択肢を

ゲストに提供している 

● 毎日の清掃サービスを断る

選択肢をゲストに提供して

いる 

● 敷地内に庭園 / 屋上庭園

など、緑のあるスペースがある

● シャンプー、コンディショ

ナー、ボディソープを使い

捨てミニボトルで提供する代

わりに大きいボトルで

提供している

● プラスチック製の使い捨て

カトラリーや食器を

提供していない

● プラスチック製の使い捨て

コップを提供していない

● プラスチック製の使い捨てス

トローを提供していない

● プラスチック製の使い捨てマ

ドラーを提供していない
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ゲストは客室清掃サービスを断ることができ、タオルの再利用プログラムを実施しているほか、す

べてのバスルームに水を効率的に利用したトイレおよびシャワーが設置してあります。加えて、

認可されたカーボン・オフセットを購入することにより、年間の炭素排出量の10%以上を補ってい

ます。

この取り組みは炭素排出量の削減において効果が高いとされており、

宿泊施設の総合的なインパクトスコアに貢献しています。

ゲストハウスの受付エリアでは地元のツアー会社が宣伝されており、屋上庭園は誰でも利用でき

ます。

メキシコのリゾートタウンにあるこの大きなゲストハウスは、LED照明に切り替え、すべての窓を二

重ガラスにし、使い捨てのプラスチック製アメニティを提供する代わりに大容量のディスペンサーを

導入することで「サステナブル・トラベル」のラベルを獲得しました。現在電力の100%を再生可能

エネルギーでまかなっており、これは温室効果ガスの排出を抑えるうえで効果的な取り組みである

ため、

この目的地においてスコアが高くなっています。また、ゲストハウスでは

プラスチックのストローやマドラーを提供しておらず、再利用可能な食器やコップを使用していま

す。

07宿泊施設タイプ：ゲストハウス
所在地：メキシコ



節水 廃棄物の削減 地元のコミュニティの

支援

エネルギーや温室効果

ガスの削減  
自然の

保護

宿泊施設タイプ：ホステル
所在地：オランダ

使い捨てプラ

スチックの廃

止

● 宿泊施設の照明の80%

以上にエネルギー効率の

高いLED電球を使用して

いる

● すべての窓が二重ガラスで

ある

● カードキーまたは人感

センサーによる電力制御を

活用している

● 食材の80%以上が地元で

生産されている  

● 地元のアーティストが作品を

展示するためのプラット

フォームを提供している

● 現地のガイドやビジネスが

運営するツアーや

アクティビティを提供している

● 地元の生態系や遺産、文化、

および訪問者のマナーに

関する情報をゲストに提供

している

● 収益の一部を、地域や

サステナビリティ関連の

プロジェクトに投資している

● 水を効率的に利用したトイレ

のみ使用している

（節水型トイレ、

洗浄ボタンが2種類ついた

デュアルフラッシュトイレなど）

● 水を効率的に利用したシャ

ワーのみ使用している

（スマートシャワー、節水シャ

ワーヘッドなど）

● タオルを再利用する選択肢を

ゲストに提供している 

● 毎日の清掃サービスを断る選

択肢をゲストに提供している

● 教育や廃棄物の防止、

削減、リサイクル、処分を含

む、食品廃棄に関する

ポリシーを定めている

● リサイクル用のごみ箱を

ゲストに提供し、廃棄物のリ

サイクルを行っている

● ベジタリアンメニューの選択肢

を提供している

● プラスチック製の使い捨てカ

トラリーや食器を提供してい

ない

● プラスチック製の使い捨て

コップを提供していない

● プラスチック製の使い捨てス

トローを提供していない
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オランダの大都市にあるこのホステルは、以前からサステナビリティに関する取り組みをいくつか

実施していましたが、最近さらなる取り組みを採用することで「サステナブル・トラベル」のラベルを

獲得しました。ホステルでは地元のアーティストの作品を展示しており、受付エリアでは地元の

ツアー会社が宣伝されています。スタッフは街の遺産や文化に関する情報を快く提供しており、

収益の15%は地域コミュニティに還元されています。これは地域コミュニティの発展への継続的な

貢献となるため、この目的地において効果が高いと見なされています。 

ゲストはタオルの再利用プログラムを利用でき、客室清掃を断ることもできます。バスルームには

水を効率的に利用したシャワーとトイレが備わっており、キッチンでは食材の80%が地元で調達

されています。使い捨てストローはすべて廃止され、再利用可能なコップやカトラリーが使用され、

食品廃棄については行き届いた管理が行われています。また、ベジタリアンメニューも用意されて

います。

館内全域でLED照明が設置され、すべての窓は二重ガラスで、すべての客室に省エネスイッチが導入

されています。これらの取り組みが組み合わさることで、宿泊施設のエネルギー使用量と温室効果ガス排

出量が大幅に削減されています。

08宿泊施設タイプ：ホステル
所在地：オランダ


