ＰＲ事業
大会公式アプリ（ちばアクアラインマラソン公式トレーニングアプリ）の配信
２０２０年１月１５日（水）から１１月３０日（月）まで、App store 及び Google Play にて、
無料配信。

≪機能≫
◎走行距離の計測及び記録
◎走行距離に応じたユーザー間ランキング
◎カードのコレクション
◎AR（拡張現実）によるチーバくんと記念写真
※県内観光施設との連携
◎コースマップやランニングコラムの掲載
◎チーバくん Twitter の閲覧
＊初期登録画面でランニング／ウォーキングモードを選択。

２０大会公式アプリ

東京湾アクアライン橋梁部３６０度ＶＲ動画

◎東京湾アクアラインを走る魅力をよりリアルに伝えるため、360 度カメラで撮影したⅤＲ
映像を YouTube で公開。
◎より臨場感をもって体験できるよう、ⅤＲゴーグル（組立式）を作成。
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インフルエンサーを活用したＷＥＢ記事の掲載

◎一般ランナーでありインフルエンサーとして
活躍している岡本唯さんを活用したＰＲ戦略。
◎ランニングに興味ある層に向け
「RUNNING style」「YOLO」で WEB 記事を掲載。
※新型コロナウイルス感染症の拡大により３月２５日（水）を
もって中止

コース動画の作成

◎コースを分かりやすく紹介するとともに、出走の際のイメージ作りを行いやすくするため、
動画を作成し、 YouTube で公開。今回は、写真も取り入れ、よりわかりやすくしました。
ＰＲ動画の作成

◎ランナー募集開始前の訴求として、YouTube のバンパー広告を配信。
{３月１０日（火）～３月１９日（木）}
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中止になったＰＲ事業

（１）テレビ
・ＢＳフジスポットＣＭ（実行委員会会長（知事）
、ＰＲ大使の藤森慎吾さん出演）
{３月２０日（金）～５月７日（木）}
・ＢＳフジ「ビジネスボード」パブリシティ（実行委員会会長（知事）
、ＰＲ大使の藤森慎吾さん出演）
{３月２９日（日）}
・チバテレ「千葉県インフォメーション」
「ウィークリー千葉県」
（２）ラジオ
・文化放送「千葉真子の BEST SMILE ランニングクラブ」
（ＰＲ大使の千葉真子さんがパーソナリティ）
番組での取り上げ {４月１８日（土）}
20 秒ＣＭ {４月４日（土）～４月２５日（土）}
・ｂａｙｆｍ「CHIBA PREFECTURE UPDATES」
「SATURDAY BRACING MORNING」
・ＴＢＳラジオ「千葉ドリーム！もぎたてラジオ」
・コミュニティラジオ（かずさ、市原、市川、成田、八千代）
（３）大型ビジョンでのＣＭ放映
・新宿アルタビジョン {４月３日（金）～４月１７日（金）}
（４）インターネット
・スポーツ専用サイト「ＲＵＮＮＥＴ」でのバナー広告 {４月３日（金）～５月７日（木）}
・定額制音楽配信アプリ Spotify での音声広告 {４月３日（金）～５月７日（木）}
・PremiumView インストリーム動画広告でのキャッチアップ配信 {３月２０日（金）～５月７日（木）}
・nend のアプリターゲティング広告 {４月３日（金）～５月７日（木）}
・YouTube での Trueview 広告 {３月２０日（金）～５月７日（木）}
・Google、Yahoo!ディスプレイネットワーク、リスティング広告 {４月３日（金）～５月７日（木）}
・Facebook、Instagram、LINE、Twitter でのバナー広告 等
・スポーツコンシェルジュホームページに掲載 {３月２０日（金）～５月７日（木）}
・全国ご当地マラソン協議会ホームページに掲載 {３月２０日（金）～５月７日（木）}
・びびなびホームページに掲載 {３月２０日（金）～５月７日（木）}
（５）その他
・千葉日報（特集・お知らせ）
・県民だより
・ＰＲワイヤー
（国内、台湾、タイ、マレーシア、シンガポール、ベトナム、ドイツ、オランダ、北米）
・チーバくん Twitter
・夢気球
・県教委ニュース
・ニューズレター千葉
・チーバマガジン
等
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事前ＰＲ活動
木更津市営江川総合運動場陸上競技場オープニングイベント
木更津市営江川総合運動場陸上競技場オープニングイベントに参加し、来場者に大会のＰＲ活動を行い
ました。
日 時：２０１９年６月２３日（日）
会 場：木更津市営江川総合運動場陸上競技場
内 容：２０１８大会クリアファイル、２０１８大会ＶＲゴーグル・２０２０大会リーフレットの配布。
ちばアクアラインマラソンＰＲ動画
アンケートの実施
ＶＲ体験
チーバくんのグリーティング

第 15 回ＪＯＣスポーツと環境・地球セミナーにおける事例発表
環境保全活動について考えるきっかけとするため、千葉県内におけるスポーツと環境についての取組
みとして、ちばアクアラインマラソン２０１８での官民が連携したコース沿道やその周辺の清掃活動に
ついての事例発表を行いました。また、併せて２０２０大会の告知を行いました。
日
会
主

時：２０１９年１０月２０日（日）
場：幕張メッセ国際会議場
催：（公財）日本オリンピック委員会

全国ご当地マラソン 2020（出展）
来場者数４４万人にもなる「ふるさと祭り東京」の付帯イベントである「魅力発見！全国ご当地マラソ
ン 2020」にブース出展し、大会をＰＲしました。
日 時：２０２０年１月１５日（水）～１月１９日（日）
会 場：東京ドーム（東京都文京区）
内 容：アクアラインを３６０度ＶＲ体験
大会公式アプリＡＲで「チーバくんと一緒に写真を撮ろう」の体験
大会告知リーフレット、クリアファイル等の配布
公式ＳＮＳ・アプリの登録促進キャンペーン（登録者にピンバッジプレゼント）
チーバくんカウントダウンモニュメントの出張展示
完走賞メダルデザイン投票
チーバくんのグリーティング
ステージでの大会ＰＲ
※木更津市・袖ケ浦市も共にＰＲ活動を実施
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第６回マラソンサミット in ジャパン 2020 における事例発表
全国各地のマラソン大会事務局間で地域振興、経済活性化に向けた取組みを共有するため、
「ちばアク
アラインマラソン開催コンセプトとＰＲ戦略」をテーマに事例発表を行いました。また、併せて２０２０
大会の告知を行いました。
日 時：２０２０年１月２０日（月）
会 場：豊洲シビックセンター（東京都江東区）
主 催：マラソンサミット in ジャパン 2020 実行委員会

世界らん展 2020
来場者１３万人にもなる「世界らん展 2020」では、20 代から 40 代の女性をターゲットとした、大会Ｐ
Ｒを実施しました。
日 時：２０２０年２月１４日（金）～２１日（金）
会 場：東京ドーム（東京都文京区）
内 容：大会告知リーフレット、クリアファイルの配布
公式ＳＮＳ・アプリの登録促進キャンペーン
（登録者にピンバッジプレゼント）
ミニステージでの大会ＰＲ

県が行うイベントとの連携
（１）観光企画課、県民生活・文化課
千葉県アンテナショップ「ちばI・CHI・BA」
（東京丸の内 KITTE）{２０１９年１１月１６日（土）～１２月１４日（土）}
（２）報道広報課
チーバくんのお誕生日会（イオンモール幕張新都心）{２０２０年１月１１日（土）}
（３）オリンピック・パラリンピック推進局 事前キャンプ・大会競技支援課
①NO LIMITS SPECIAL 2020{２０２０年１月１１日（土）・１２日（日）}
②大多喜町 B＆G 海洋センターパネル展示会{２０２０年１月２２日（水）～２９日（水）}
③神崎ふれあいプラザ展示会{２０２０年１月２７日（月）～２月３日（日）}
④海ほたる展示企画{２０２０年３月１１日（水）～１９日（木）}

予定されていたイベント
（１）ランナー募集ＰＲイベント【主催】
（東京丸の内 KITTE）
{２０２０年４月中旬}
（２）千葉ロッテマリーンズ主催試合イベント「ALL for CHIBA 千葉県」
【出展】
（ZOZO マリンスタジアム）{２０２０年４月２９日（水・祝）}
（３）県民の日ちばワクワクフェスタ 2020【出展】
（幕張メッセ）{２０２０年５月３１日（日）}
（４）東京 2020 大会開催に併せた幕張海浜公園でのイベント【出展】（千葉県立幕張海浜公園）
{２０２０年８月１日（土）・２日（日）
、２９日（土）
・３０日（日）}
（５）１か月前イベント【主催】 {２０２０年９月中旬}
（６）外国人ランナーおもてなし受付【主催】 {２０２０年１０月１７日（土）}

-28-

他大会でのＰＲ
◎第２８回流山ロードレース １０月 ６日（日）
◎第２３回手賀沼エコマラソン １０月２７日（日）
◎第７回 銚子さんまマラソン １１月１７日（日）
◎富士山マラソン 2019 １１月２４日（日）
◎第９回大阪マラソンＥＸＰＯ １１月２９日（金）
◎桃園ハーフマラソン（台湾） １１月３０日（土）
◎第１２回いすみ健康マラソン １２月 １日（日）
◎第１４回湘南国際マラソン １２月 １日（日）
◎２０１９台北マラソン（台湾） １２月１５日（日）
◎第４６回市原市高滝湖マラソン １月１１日（土）
◎第３回柏の葉パークマラソン １月１１日（土）
◎皇后杯第３８回全国都道府県対抗女子駅伝競走大会 １月１２日（日）
◎第１０７回＜東日本大震災復興支援ラン＞ 皇居マラソン＆リレーマラソン大会 １月１８日（土）
◎天皇杯第２５回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会 １月１９日（日）
◎ランニングフェスタ in 国営昭和記念公園２０２０ １月２５日（土）
◎第４０回館山若潮マラソン １月２６日（日）
◎べじふる収穫祭みかんリレーマラソン in 静岡 ２月１日（土）
◎第６回千葉季節のめぐみマラソン ２月１５日（土）
◎京都マラソン２０２０ ２月１６日（日）
◎べじふる収穫祭野菜と果物のリレーマラソン２０２０in 千葉 ２月１６日（日）
◎第１０８回＜東日本大震災復興支援ラン＞ 皇居マラソン＆リレーマラソン大会 ２月２２日（土）
◎第１０９回＜東日本大震災復興支援ラン＞ 皇居マラソン＆リレーマラソン大会 ３月１４日（土）
◎第５回柏の葉春らんＲｕｎマラソン ３月２０日（金）
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ランニングステーションでのＰＲ
◎ラフィネＮｅｏ （ポスター掲出・映像放映・サンプリング）
◎ラフィネ神田
（ポスター掲出・映像放映・サンプリング）
◎ＭＡＲＵＮＯＵＣＨＩ Ｂｉｋｅ＆Ｒｕｎ （ラック貸）
◎ハイテクタウン（神保町） （ポスター掲出・リーフレット平置き）

予定されていた他大会でのＰＲ
◎２０２０高雄マラソン ２月９日（日）
◎第３回彩湖ハートフルマラソン ２月１１日（火・祝）
◎第１１回いわきサンシャインマラソン ２月２３日（日）
◎第７回ＹＯＫＯＨＡＭＡランニングフェスタ@こどもの国 ２月２９日（土）
◎東京マラソン 2020 ３月１日（日）
◎第４２回千葉県民マラソン ３月１日（日）
◎第３８回 2020 三浦国際市民マラソン ３月１日（日）
◎名古屋ウィメンズマラソン 2020 ３月７日（土）
◎とよすの海辺マラソン ３月７日（土）
◎2020 板橋ＣＩＴＹマラソン ３月１５日（日）
◎第３９回佐倉朝日健康マラソン ３月２９日（日）
◎第６回多摩川・春らんＲＵＮマラソン ４月１１日（土）
◎第８回葛飾ふ～てんマラソン ４月１８日（土）
◎第３０回記念かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン ４月１９日（日）
◎第１回水戸レイクサイドマラソン 2020 ４月２５日（土）
◎べじふる収穫祭いちごと野菜のリレーマラソンｉｎ亘理 ４月２９日（水・祝）
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公式ランニングクリニック（中止）
第 1 回公式ランニングクリック
２０２０大会で初マラソン完走を目指す、マラソン未経験者やランニング初心者のための「スマイ
ル枠」を設けるに当たり、参加希望者に事前に技術的なアドバイスや仲間づくりを行って、初マラソ
ン完走に向けた支援をする目的でランニングクリニックを開催することとし準備を進めました。
しかし、開催に向けて事業を広報し参加者の募集を行っている段階で新型コロナウイルスの感染拡
大が始まり、参加者の安全面等を考慮し開催を中止しました。
【計画内容】
① 開催予定日時
２０２０年３月１５日（日） 午前９時００分～午後１時００分
② 会場 〔木更津市〕
君津教育会館（講義） 潮浜公園（実技演習）
※ 駐車場は、君津教育会館、旧市役所西側を利用
③ 参加人員
募集人員：２００人（先着順） 参加申込人員： １４８人
④ 講師
特別講師 ちばアクアラインマラソンＰＲ大使 千葉 真子 氏
講 師
ＮＰＯ法人 ニッポンランナーズ理事長 齊藤 太郎 氏
⑤ スマイル枠への出走権抽選
参加者の中から抽選で 50 名にスマイル枠への出走権（参加料有償）を提供
【見るランニングクリニックを制作】
開催に先立ち参加申込者から「マラソンに関する質問」を受付けて当日回答することとしていた
ことから、開催中止に当たり、寄せられた質問のポイントを整理した上でアドバイスＶＴＲを制作
し、大会公式ホームページ等に公開することで初心者ランナーを支援する代替策をとることとしま
す。
① ＶＴＲの構成
次の５項目について各２～３分のアドバイス動画を制作
初マラソン完走への練習方法
フォームの基本
故障に陥りがちな走り方
レースペース配分
ストレッチなど
② 講師 ＮＰＯ法人 ニッポンランナーズ理事長 齊藤 太郎 氏

第２回公式ランニングクリック
２０２０年５月下旬に千葉県立幕張総合高等学校で予定していましたが、大会の中止に伴い、中止し
ました。
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