
4. 報道等の状況
　　Media



事前PR
Pre-PR

区　分 年月日 メディア 番　組 内　容

　3月23日(水) テレビ東京 昼めし旅 ランナー募集告知

　4月　6日(水) TBS オトナの！ ランナー募集告知

　7月12日(火) 千葉テレビ 千葉県インフォメーション 3カ月前イベントの告知

　7月17日(日) 千葉テレビ 高校野球全力応援TVガチファン 大会PRと沿道応援を呼びかけ

　7月24日(日) TBS S☆1 3カ月前イベントの様子を放映

　7月30日(土) 千葉テレビ ウィークリー千葉県 3カ月前イベントの様子を放映

　9月17日(土) 千葉テレビ ウィークリー千葉県 総会の様子を放映

10月16日(日)～
10月23日(日)

千葉テレビ CM 大会PRと沿道応援を呼びかけ（20本）

　3月18日(金)～
　3月26日(土)

bayfm CM／生放送
GO!GO!フェスティバル告知（64本）
イベント生放送

　3月23日(水) bayfm CHIBA PREFECTURE UPDATES GO!GO!フェスティバル告知

　4月　5日(火)～
　4月25日(月)

bayfm CM ランナー募集（64本）

　3月20日(日)、　4月　3日(日)
　7月17日(日)、　9月25日(日)
10月30日(日)

TBSラジオ 千葉ドリーム！もぎたてラジオ ランナー募集・イベント告知

　8月　4日(木)～
10月27日(木)

bayfm it!!
パーソナリティピカ子がマラソン参加宣言
コーナー内で大会魅力等を放送（14回）

　3月24日(木)、10月14日(金) 千葉日報 ランナー募集、大会PRの特集記事

　4月22日(金)、　7月15日(金)
　7月19日(火)、10月　6日(木)

毎日新聞

ランナー募集、大会PRの広告（テレビ欄等）
　4月25日(月)、　7月15日(金)
10月　4日(火)

朝日新聞

  9月25日(日) 日刊スポーツ 定期購読読者向け「ニッカンプラス」に特集記事

10月18日(火) 日刊スポーツ

大会PRと沿道応援呼びかけ広告（スポーツ面）
10月18日(火) スポーツニッポン

10月18日(火) スポーツ報知

10月18日(火) サンケイスポーツ

10月19日(水) スポーツ報知 大会PR記事（ランナーズ面）

2015年11月号
2016年3、4、7、10、11月号

ちば県民だより ランナー募集、大会PR等

   3月30日(水)
10月11日(火)

千葉県ニューズレター 在京メディア向けにランナー募集、大会PR

  7月25日(月)～
10月16日(日)

応援キャラバン隊の
活動

チーバくんを隊長とし、沿道応援を呼びかける応援キャラバン隊が
夏祭り等で大会のPR活動を実施（17回）
PRうちわ配布【20,000枚】
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当日取材状況
Race�Day

報道関係　News

当日取材状況　Coverage

No カテゴリ 媒体名 会社名

1 TV 企画番組
（ちばアクアラインマラソン２０１６） TBSテレビ

2 TV 企画番組（生中継） 千葉テレビ
3 TV 首都圏ニュース NHK千葉放送局
4 TV スポーツ局 テレビ朝日
5 TV Ｓ☆１ TBSテレビ
6 TV 芸能情報ステーション TBSテレビ
7 TV 熱血BO-SO TV 千葉テレビ
8 TV Newsチバ 千葉テレビ
9 TV ウィークリー千葉県 千葉テレビ
10 TV ジュピターテレコム ジュピターテレコム
11 TV NHK WORLD CNインターボイス
12 ラジオ 「ｉｔ！！（イット）」 bayfm
13 ラジオ Power Bay Morning bayfm
14 ラジオ 千葉ドリーム！もぎたてラジオ TBSラジオ
15 ラジオ かずさエフエム かずさエフエム
16 新聞 朝日新聞 朝日新聞社
17 新聞 毎日新聞 毎日新聞社
18 新聞 読売新聞 読売新聞社
19 新聞 東京新聞 中日新聞東京本社
20 新聞 産経新聞 産経新聞社

No カテゴリ 媒体名 会社名
21 新聞 スポーツ報知 報知新聞社
22 新聞 日刊スポーツ 日刊スポーツ新聞社
23 新聞 スポーツニッポン スポーツニッポン
24 新聞 日本農業新聞 JA千葉中央会
25 新聞 東京中日スポーツ 中日新聞東京本社
26 新聞 デイリースポーツ デイリースポーツ社
27 新聞 千葉日報 千葉日報社　
28 新聞 新千葉新聞 新千葉新聞社
30 通信社 共同通信 共同通信社
31 Web アスリート支援サイト 井上六郎写真事務所
32 広報 広報誌 千葉銀行
33 広報 広報誌 成田国際空港
34 広報 広報誌 山崎製パン
35 広報 ビデオニュース広報誌 京葉銀行
36 広報 県民だより等 千葉県報道広報課
37 広報 広報きさらづ 木更津市役所
38 広報 広報誌 袖ケ浦市役所
39 広報 事務局記録 ケースプランニング
40 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
41 その他 フリーライター

区　分 放送局 放送日（期間） 番組名等

企画番組

TBS 10/30 (日) ちばアクアラインマラソン２０１６
～海の上を走る夢物語～

千葉テレビ

10/23 (日) ちばアクアラインマラソン２０１６
完全生中継

10/29 (土) ウイークリー千葉県

11/  5 (土) 熱血ＢＯ－ＳＯ ＴＶ

テレビ朝日 11/23 (水) じゅん散歩

ニュース
情報番組

NHK
10/23(日)～
24(月)

首都圏ニュース　他

TBS Ｓ☆１、はやドキ　他

千葉テレビ ＮＥＷＳちば６００　他

区　分 掲載紙 掲載内容等

一般紙

朝日新聞 朝刊 千葉版

毎日新聞 朝刊 千葉版

読売新聞 朝刊 千葉版

東京新聞 朝刊 千葉版（カラー）

産経新聞 朝刊 全国（総合面）、千葉版（カラー）

千葉日報 朝刊１面（カラー）、見開き（カラー）

日本農業新聞 朝刊 千葉版

スポーツ紙

スポーツ報知 スポーツ面

日刊スポーツ 社会・芸能面（カラー）、スポーツ面

スポーツニッポン スポーツ面

東京中日スポーツ スポーツ面

デイリースポーツ スポーツ面
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（１）テレビ放映 　４局　延べ１６番組 （２）新聞掲載　１2社　延べ19紙面

（３）その他
　●通信社（共同通信）による記事配信
　●ラジオ（bayfm、TBSラジオ、かずさFM）での企画番組
　●企業広報紙、ネットニュース（朝日新聞、毎日新聞、産経新聞他）掲載

43



テレビ・ラジオ
TV�&�Radio

bayfm　bayfm (RADIO)

放送日 番組名 内　容

8/4（木）～10/27（木）
大会当日を含め、14回放送

it!! 毎週木曜日14:00頃「ちばアクアラインマラソン２０１６への道」コーナーで大会PR

10/9（日） Aqualine Stories 番組内で収録放送による大会PR

10/18（火） Miracle!! 番組内PRECIOUS REPORTコーナーで生放送による大会PR
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TBS　TBS (TV)

番 組 名：ちばアクアラインマラソン２０１６
 　　　　　〜海の上を走る夢物語〜
放 送 局：TBSテレビ
放 送 日：2016年10月30日(日)
放送時間：15:00〜15:54
放送形式：全編VTR
内　　容：海の上を走る16,000人。それを支える人々の想い。
　　　　　「オール千葉」で大会を盛り上げる舞台裏に迫る。

チバテレビ　Chiba TV (TV)

番 組 名：ちばアクアラインマラソン２０１６
放 送 局：チバテレビ
放 送 日：2016年10月23日(日)
放送時間：9:30〜16:00（14:00からは第2チャンネルで放送）
放送形式：生中継
内　　容：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。
　　　　  千葉県やコース沿道の木更津市・袖ケ浦市の魅力も発信。


