
４．報道等の状況
　　Media



区分 年月日 メディア 番　　組 内　　容

テレビ

2017/12/30（土）、
2018/3/24・4/7・4/28・5/5・
5/12・10/6・10/13・10/20・10/27（土）

千葉テレビ ウィークリー千葉県
大会PR・ランナー募集・イベント紹介。
アナウンサーの敷波美保さんがハーフマラソンに挑戦。
トレーニングから大会当日、大会の魅力を放送。

2018/3/20（火） TBSテレビ 有田哲平の夢なら醒めないで 森田知事と藤森慎吾PR大使が、ちばアクアラインマラ
ソンについてラジオ収録している様子を放送。

2018/3/20（火）、4/12（木）、5/2（水） 千葉テレビ 千葉県インフォメーション 大会PR・ランナー募集。

2018/3/21（水）～ 5/6（日） テレビ東京 15秒スポットCM 森田知事と藤森慎吾PR大使によるランナー募集PR。

2018/4/11（水） テレビ東京 ビジネスレポートS 森田知事と藤森慎吾PR大使による大会PR。

2018/10/21（日）生中継 千葉テレビ ちばアクアラインマラソン
～ 2年ぶりのあの海へ～

簡易中継の映像も入れながら大会当日の様子を放送。
千葉県及び大会開催地元2市（木更津市・袖ケ浦市）の
魅力発信。

2018/11/3（土） 千葉テレビ 熱血BO-SO TV
熱血BO-SO TVチャレンジ。
俳優の水沢駿さんがハーフマラソンに挑戦。大会当日
の様子を放送。

2018/11/4（日） 日本テレビ トレジャーレースinちばアクア
ラインマラソン２０１８

ちばアクアラインマラソン２０１８の中継と千葉県の
魅力発信を2本柱とした、1時間の企画番組。

2018/11/11（日）～ 11/20（火） J:COM
「わっしょい!木更津」
ちばアクアラインマラソン
２０１８に挑戦

お笑い芸人の元気☆たつやさんがマラソンに挑戦。
大会当日の様子を交えて放送。

ラジオ

2017/9/10（日）、
2018/3/4・4/8・4/15・4/22・7/8・
9/23・10/14・10/21・ 10/28（日）

TBSラジオ 千葉ドリーム!もぎたてラジオ 大会PR・イベント紹介。

2018/3/17（土）～ 5/8（火） コミュニティ
ラジオ

スポットCM
（上総、市原、市川、成田） 大会PR。

2018/3/21（水）、4/2（月）、4/9（月）、
4/13（金）、4/18（水）、10/15（月） bayfm CHIBA PREFECTURE 

UPDATES 大会PR・ランナー募集・イベント紹介。

2018/3/24・3/31・4/14・4/21・
5/5・7/7・10/6・10/13・10/20（土） bayfm SATURDAY BRACING 

MORNING 大会PR・ランナー募集・イベント紹介。

2018/4/13（金） NHK千葉放送局 ひるどき情報ちば
「ちば☆スポ」

実行委員会事務局次長が出演し、コースの魅力や沿道
応援などを紹介。

2018/4/7・4/14・4/21・4/28（土） TOKYO　FM スポットCM　 大会PR。

2018/7/30～ 10/22（毎週月曜） bayfm
Power Bay Morning

「ちばアクアラインマラソン
2018への道」

パー ソナリティ の柴田幸子さんが当日出走。大会に向
けてトレーニング状況の報告や沿道応援企画の紹介、
大会当日の交通規制情報、イベント情報などを放送。

2018/10/16（火）生放送 bayfm miracle!! 
「PRECIOUS REPORT」

レポーターの佐藤由季さんが実行委員会事務局次長に
インタビューし、大会の魅力を放送。

新聞

2017/12/26（火）、
2018/1/22（月）、2/5（月）、3/12（月）、
4/24（火）

毎日新聞 ランナー募集、大会PRの広告（夕刊1面下段広告）。

2018/4/10（火）、4/24（火） 千葉日報 ランナー募集、大会PRの広告（県からのお知らせ）。

2018/3/29（木）、10/17（水） 千葉日報 ランナー募集、大会PRの特集記事。

インター
ネット
広告

千葉県ホームページ、Yahoo!JAPAN「ロコ」、JR東日本｢駅た
びnet」､JR西日本｢ おでかけネット 」、TEAM BEYOND 公式
サイト、SNSでの広告（LINE、Twitter、Facebook、Instagram）、
YouTubeチャンネル（ランナー募集15秒CM）　等

大会PR・ランナー募集・イベント紹介。

その他

2017年8・10・11月号
2018年2・3・4・7・10・11月号 ちば県民だより ランナー募集、イベント紹介、大会PR等。

2017年10月号、
2018年2月号

千葉県ニューズ
レター ランナー募集、大会PR。

2018/2/28発行 フリーマガジン
『JP12』 ランナー募集、大会PR。

2018/3/2発行 雑誌『千葉Walker』 ランナー募集、大会PR。

2018/3/2（金）～ 4/5（木）、
9/4（火）～ 10/10（水）

フリーペーパー
『メトロガイド』 ランナー募集、大会PR。

2018/3/22発行
ランニング専門誌

『ランニングマガ
ジン・クリール』

ランナー募集、大会PR。

2018/3/27発行 JAL機内誌
『SKYWARD』 千葉県の魅力と大会のPR、ランナー募集。

2018/4/9発行 雑誌『AERA』 千葉県の魅力と大会のPR、ランナー募集。

2018/7/27・10/15発行 フリーマガジン
『CH-I-BA（チーバ）』

[7月]100日前イベントの報告。
[10月]前日イベント、当日イベントの紹介、大会PR。

44

報
道
等
の
状
況 M

edia

メディア露出
Media exposure



報道関係　News

当日取材状況　Coverage

№ カテゴリ 媒体名 会社名

1 TV 企画番組　トレジャーレースinちば
アクアラインマラソン２０１８ 日本テレビ

2 TV
企画番組（生中継）　
ちばアクアラインマラソン
~2年ぶりのあの海へ~

千葉テレビ

3 TV 熱血BO-SO TV 千葉テレビ
4 TV ウィークリー千葉県 千葉テレビ
5 TV わっしょい！木更津 ジュピターテレコム
6 TV きさらづプロモチャンネル ユーコム

7 TV NHKBSプレミアム
「キズナでチャレンジ!」 ハウフルス

8 TV NHK NHK
9 ラジオ Power Bay Morning bayfm
10 ラジオ かずさエフエム かずさエフエム
11 新聞 朝日新聞 朝日新聞社
12 新聞 毎日新聞 毎日新聞社
13 新聞 読売新聞 読売新聞社
14 新聞 産経新聞 産経新聞社
15 新聞 東京新聞 東京新聞社
16 新聞 千葉日報 千葉日報社　
17 新聞 新千葉新聞 新千葉新聞社
18 専門紙 日本農業新聞 JA 千葉中央会
19 海外紙 放遊経 放遊経
20 通信社 共同通信 共同通信社

№ カテゴリ 媒体名 会社名
21 雑誌 ー PHP 研究所

22 広報 YouTube動画/チーバくんを探せ!! ポニーキャニオン
（千葉県報道広報課）

23 広報 TBSラジオ
千葉ドリーム!もぎたてラジオ

TBS プロネックス
（千葉県報道広報課）

24 広報 ちば県民だより 千葉県
25 広報 ー 千葉県警備業協会
26 広報 市HP・SNS等における情報発信 木更津市役所

27 広報 社内報/社内ビデオ
千葉銀行取材班 千葉銀行

28 広報 ー 京葉銀行
29 広報 広報そでがうら 袖ケ浦市

30 広報 県教委ニュース、教育フォトニュース、
夢気球 千葉県教育委員会

31 広報 ー 千葉県警察本部
32 オフィシャル オールスポーツコミュニティ フォトクリエイト

33 広報 ー
ちばアクアライン
マラソン木更津市 
実行委員会 

34 広報 ー ちばアクアライン
マラソン実行委員会

35 広報 事務局記録 総合印刷新報社
（アマナ）

■テレビ放映
　6局　延べ30番組（9月21日~11月21日）

■WEB掲載された媒体（9月21日～ 11月3日）
　�Yahoo! ニュース、時事ドットコム、共同通信 - This kiji is、So-net ニュース、goo ニュース、msn ニュース、 

千葉日報、東京新聞、毎日新聞、産経ニュース、NHK NEWS WEB、nikkansports.com、デイリースポーツ、スポーツ報知、
TBS ラジオ FM90.5+AM954、びびなび　　など　211 媒体

■その他
　�ラジオ（bayfm、TBS ラジオ、かずさエフエム）での企画番組

■新聞掲載
　17社　延べ35紙面（9月21日~11月3日）

区分 放送局 放送日（期間） 番組名等

企画番組

日本テレビ 11/4（日） トレジャーレース in
ちばアクアラインマラソン２０１８

千葉テレビ
10/21（日） ちばアクアラインマラソン

~2 年ぶりのあの海へ ~　完全生中継
10/27（土） ウィークリー千葉県
11/ 3（土） 熱血 BO-SO TV

J：COM 11/11（日）
~11/20（火）

「わっしょい ! 木更津」
ちばアクアラインマラソン２０１８に
挑戦

ニュース
情報番組

NHK
10/21（日）

~ 
10/22（月）

ニュース 7　他
TBS はやドキ　

千葉テレビ NEWS チバ 600、
NEWS チバ 930 等

掲載日 区分 掲載紙 掲載内容等

10/22
（月）

一般紙

朝日新聞 朝刊 千葉版
読売新聞 朝刊 千葉版
毎日新聞 朝刊 千葉版（カラー）
産経新聞 朝刊（カラー）、千葉版（カラー）

東京新聞 朝刊 1 面（カラー）、社会面
千葉版（カラー）

千葉日報 朝刊 １面（カラー）、見開き（カラー）

日本経済新聞 朝刊 社会面（カラー）

スポーツ紙 日刊スポーツ 社会面（カラー）
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日本テレビ　NTV (TV)

番 組 名： トレジャーレース in ちばアクアラインマラソン
２０１８

放 送 日：2018 年 11 月 4 日（日）
放送時間：14:15 ～ 15:10
放送形式：全編 VTR
番組概要： ちばアクアラインマラソン２０１８の中継と千葉

県の魅力を 2 本柱とした、バラエティ番組。

チバテレ　Chiba TV (TV)

番 組 名：ちばアクアラインマラソン～ 2 年ぶりのあの海へ～
放 送 日：2018 年 10 月 21 日（日）
放送時間：9:30 ～ 16:00
放送形式：生中継
番組概要： スタートからフィニッシュまでのレース展開や沿

道応援イベントなどの中継。千葉県及び大会開催
地元２市（木更津市・袖ケ浦市）の魅力発信。

テレビ東京　TV-Tokyo (TV)

番 組 名：ビジネスレポート S
放 送 日：2018 年 4 月 11 日（水）
放送時間：22:54 ～ 23:00
放送形式：全編 VTR
番組概要： 森田知事と藤森慎吾 PR 大使によるちばアクアラ

インマラソンの魅力の紹介。

bayfm　bayfm (RADIO)

放送日 番組名 内容
2018/7/30～ 10/22 Power Bay Morning 毎週月曜日のコーナー番組で大会 PR
2018/3/21、4/2、4/9、4/13、4/18、
10/15 CHIBA PREFECTURE UPDATES　 ちばアクアラインマラソン２０１８の大会 PR
2018/3/24、3/31、4/14、4/21、
5/5、7/7、10/6、10/13、10/20 SATURDAY BRACING MORNING ちばアクアラインマラソン２０１８の大会 PR

2018/10/16 miracle!! レポーターが実行委員会事務局次長にインタビュー
し、大会の魅力を生放送。

NHK千葉放送　NHKChiba (RADIO)

放送日 番組名 内容
2018/4/13 ひるどき情報ちば ちばアクアラインマラソン２０１８のコースの魅

力や沿道応援などの紹介。

TBSラジオ　TBSRadio (RADIO)

放送日 番組名 内容
2017/9/10
2018/3/4、4/8、4/15、4/22、7/8、
9/23、10/14、10/21、10/28

千葉ドリーム！もぎたてラジオ
ちばアクアラインマラソン２０１８の大会 PR
・3/4 ゲスト：PR 大使の藤森慎吾さん
・7/8 ゲスト：PR 大使のボビー・オロゴンさん
・10/28 ゲスト：ゲストランナーの柏原竜二さん
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TV & Radio


