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事業概要事業概要事業概要事業概要

【開催期間】 2019年9月7日（土）～11月2日（土）

【会 場】 全国７か所

９月１４日（土）

イオンモール高崎（群馬）

１１月２日（土）
イオンモール盛岡南（岩手）

※みんなの防災ＭＩＮＩとして開催

９月７日（土）９月８日（日）
イオンモール幕張新都心（千葉）

９月２１日（土）９月２２日（日）

イオンモールむさし村山（東京）

（2日開催地の場合：1日目イベント告知グリーティング、2日目イベント開催（＋防災はたらくくるま展示））

（みんなの防災ＭＩＮＩは体験型ワークショップのみ実施）

９月２８日（土）９月２９日（日）

イオンモール神戸北（兵庫）

イオンモール幕張新都心（千葉）

イオンモール高崎（群馬）

イオンモールむさし村山（東京）

イオンモール神戸北（兵庫）

イオンモール三光（大分）

イオンモール鶴見緑地（大阪）

イオンモール盛岡南（岩手）

１０月６日（日）

イオンモール三光（大分）

１０月２６日（土）１０月２７日（日）

イオンモール鶴見緑地（大阪）

９月７日（土）、９月８日（日）

９月１４日（土）

９月２１日（土）、９月２２日（日）

９月２８日（土）、９月２９日（日）

１０月６日（日）

１０月２６日（土）、１０月２７日（日）

１１月２日（土） ※みんなの防災ＭＩＮＩとして開催

（体験型ワークショップのみ実施）
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事業概要事業概要事業概要事業概要

【主 催】

【後 援】

【特別協力】

【協 力】

【協 賛】

【動 員 数】

みんなの防災プロジェクト実行委員会

内閣府政策統括官（防災担当）※１、日本赤十字社※２

千葉県、千葉市、東京都、むさし村山市、兵庫県、神戸市

大分県、中津市、大阪府、大阪市（開催順）

※１※２ 後援名義にはイオンモール盛岡南（岩手県盛岡市）は含まれません

イオンモール、＋ソナエ・プロジェクト、近代消防社

各地警察署、各地消防署、自衛隊各地方協力本部、一般社団法人危機管理教育研究所

青山学院大学 地球社会共生学部、国士舘大学 防災・救急救助総合研究所

ＮＰＯ法人プラスアーツ、一般財団法人防災教育推進協会、一般社団法人危機管理推進協会

兵庫地区オールトヨタ（神戸北会場）、ネッツトヨタ岩手（盛岡南会場）、トヨタカローラ大阪（鶴見緑地
会場）、サイボウ、古河電池（幕張新都心会場）、花王（幕張新都心会場）、徳重（幕張新都心会場）

明治（幕張新都心会場）、日清食品ホールディングス（鶴見緑地会場）、ＮＥＣソリューションイノベータ

パナソニックライフソリューションズ社、住友理工、フォトクラフト社 （順不同）
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【【【【全来場者数全来場者数全来場者数全来場者数】】】】 ６１６１６１６１，，，，８１７８１７８１７８１７名名名名

（（（（みんなのみんなのみんなのみんなの防災防災防災防災＋＋＋＋ソナエソナエソナエソナエ、、、、みんなのみんなのみんなのみんなの防災防災防災防災ＭＩＮＩＭＩＮＩＭＩＮＩＭＩＮＩ 全会場全会場全会場全会場））））



実施展開実施展開実施展開実施展開

①①①①実行委員会実行委員会実行委員会実行委員会によるプログラムによるプログラムによるプログラムによるプログラム展開展開展開展開

実行委員会を構成する団体や協力団体による、コンテンツ開発やコラボレーション、ブース展開を実施することで、
様々な切り口のプログラム実施が可能となり、イベントの幅を広げることができました。(全会場にて実施）

『『『『ソナエキャンプソナエキャンプソナエキャンプソナエキャンプ』』』』
NPO法人プラスアーツが開発した人気防災体験プログラムをガチャピン・ムックバージョン『ソナエキャンプ』として展開。

プログラムは5種。楽しみながら学べる体験型防災訓練プログラムとして実施。

◎火消しの達人
（消火器の使い方を学ぶ体験）

◎毛布担架チャレンジ
（毛布等の身近にある物を用いた担架の
作り方やケガ人の搬送方法が学べる）

◎ソナエ暗記QUIZ
（非常時持ち出し品を暗記し、
アイテムと用途を学ぶゲーム）

NPONPONPONPO法人法人法人法人プラスアーツプラスアーツプラスアーツプラスアーツ××××ガチャピンガチャピンガチャピンガチャピン・ムック・ムック・ムック・ムック

「青山学院大学／クライシスマッパーズ・ジャパン」では災害時に被災した街をドローンにより空撮し、撮影された
写真を元に、世界でもっとも詳細で最新の現地の被災状況マップを作成しています。本イベントでは子どもを始
めとした多くの人にドローンの操作を体験してもらいました。体験を通して、活動を知ってもらいと未来のマッ
パー（ドローン救援隊メンバー）の創出を願っての展開。

『『『『災害災害災害災害ドローンドローンドローンドローン救援隊「救援隊「救援隊「救援隊「DRONE BIRDDRONE BIRDDRONE BIRDDRONE BIRD」に」に」に」によるドローンよるドローンよるドローンよるドローン体験体験体験体験』』』』

青山学院青山学院青山学院青山学院大学／大学／大学／大学／NPONPONPONPO法人法人法人法人クライシスマッパーズクライシスマッパーズクライシスマッパーズクライシスマッパーズ・・・・ジャパンジャパンジャパンジャパン

『『『『救急救急救急救急救命体験救命体験救命体験救命体験ブースブースブースブース』』』』

国士舘大学国士舘大学国士舘大学国士舘大学////日本日本日本日本赤十字社赤十字社赤十字社赤十字社（兵庫県支部・大分県支部）（兵庫県支部・大分県支部）（兵庫県支部・大分県支部）（兵庫県支部・大分県支部）

日本赤十字社や国士舘大学による救急救命体験ブースを展開。心肺蘇生法やAED体験を始め、救急救命に使用
する器具の体験などを実施。緊急時に必要な技の獲得と救急救命士の仕事を通して、災害時のはたらく人達を
知ることを目的としたプログラム。
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実施展開実施展開実施展開実施展開

②②②②防災防災防災防災ナビゲーターナビゲーターナビゲーターナビゲーター、、、、各地方各地方各地方各地方キャラクターのキャラクターのキャラクターのキャラクターの出演出演出演出演

昨年より継続参加してくださった気象予報士であり防災士の「木原実」さん、日本テレビアナウンサーであり防災士
の「鈴江奈々」さん、気象予報士の「森朗」さん、気象予報士であり防災士の「片平敦」さん、危機管理アドバイザー
の「国崎信江」さん、弁護士であり防災士の「岡本正」さん、ステージMCの防災おねえさん防災士の「中尾望起子」
さん、そして今年からフジテレビアナウンサーであり防災士の「山中章子」さんも防災ナビゲーターに加わり、イベ
ントを通して、防災の必要性やいざという時の備えの大切さを伝えました。ガチャピン・ムックも防災ナビゲーター
として全会場で活動致しました。

気象予報士
防災士
木原実木原実木原実木原実さんさんさんさん

日本テレビアナウンサー
防災士

鈴江奈々鈴江奈々鈴江奈々鈴江奈々さんさんさんさん

防災おねえさん
防災士

中尾望起子中尾望起子中尾望起子中尾望起子さんさんさんさん

気象予報士
防災士
片平敦片平敦片平敦片平敦さんさんさんさん

防災ナビゲーター

ガチャピン・ムックガチャピン・ムックガチャピン・ムックガチャピン・ムック

気象予報士

森朗森朗森朗森朗さんさんさんさん

弁護士
防災士
岡本正岡本正岡本正岡本正さんさんさんさん

危機管理アドバイザー

国崎信江国崎信江国崎信江国崎信江さんさんさんさん
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フジテレビアナウンサー
防災士

山中章子山中章子山中章子山中章子さんさんさんさん



実施展開実施展開実施展開実施展開

◎各地のキャラクターがガチャピン・ムックと共に、参加者とのふれあいを通して、防災に触れるきっかけ作りを担いました。
（出演キャラクター数： １２キャラクター）

ムラッパ―
（むさし村山）

セイバーミライ
（鶴見緑地）

つるりっぷ
（鶴見緑地）

めじろん
（三光）

くろかんくん
（三光）

チーバくん
（幕張新都心）

そらジロー
（幕張新都心）
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ＢｏｏＢｏ
（幕張新都心）

禅海くん
（三光）

キュータ
（むさし村山）

ウーカン

ピーポー
（神戸北）



会場展開会場展開会場展開会場展開

各自治体で制作している防災に関する資料や活動を紹介。また、行政スタッフと地域の人々が直接話をする機会が
生まれたことで住む街での災害時の不安点、疑問点を質問する来場者も。家に資料を持ち帰り、地域を知り学ぶ機会
を同時に設けることができました。（参加自治体数：２県２市）

③③③③行政行政行政行政プログラムプログラムプログラムプログラム（（（（出展出展出展出展／／／／展示展示展示展示））））

④④④④企業企業企業企業プログラムプログラムプログラムプログラム

防災意識の高い企業による防災ブースを展開。直接来場者に語っていただく時間を設けました。

【【【【トヨタ自動車トヨタ自動車トヨタ自動車トヨタ自動車 もしものときの車中泊もしものときの車中泊もしものときの車中泊もしものときの車中泊】】】】

災害時に、クルマが地域社会のためにできることの一つが、電源を供給するプリウスPHVのシ

ステムです。「環境に優しい」だけではなく、いざという時にみんなの役に立つクルマでもありた

い。そんなトヨタの想いから防災への取り組みを始めています。今年は特に台風での停電被害

が多くイベントでは、PHVの利用と合わせ、車中泊のノウハウを説明することを通し、アウトドア

イベント等の“遊び”や“日常生活”を通じた防災意識の向上につなげたいと考えました。

【【【【兵庫地区オールトヨタ（神戸北会場兵庫地区オールトヨタ（神戸北会場兵庫地区オールトヨタ（神戸北会場兵庫地区オールトヨタ（神戸北会場））））】】】】

【【【【トヨタカローラ大阪（鶴見緑地会場）トヨタカローラ大阪（鶴見緑地会場）トヨタカローラ大阪（鶴見緑地会場）トヨタカローラ大阪（鶴見緑地会場）】】】】

【【【【ネッツトヨタ岩手（盛岡南会場）ネッツトヨタ岩手（盛岡南会場）ネッツトヨタ岩手（盛岡南会場）ネッツトヨタ岩手（盛岡南会場）】】】】

千葉県
（幕張新都心）

むさし村山市
（むさし村山）

大分県
（三光）

中津市
（三光）
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会場会場会場会場展開展開展開展開

防災用品の専門店「サイボウ」が防災グッズを展示。

会場からお客様が携帯電話を使用しQRコードを読み、直接ネットで確認できる仕組みを実施。

多くのお客様が実際に商品を手に取って頂きました。

【【【【サイボウ（サイボウ（サイボウ（サイボウ（全会場）全会場）全会場）全会場）】】】】※※※※盛岡南は除く盛岡南は除く盛岡南は除く盛岡南は除く

非常用電池の展示とその利用シーンの提案を行いました。ブース内には扇風機を回したりスマートフォンへの

充電体験会を実施。小惑星探査機「はやぶさ2」へバッテリー供給を行っているので模型も展示。

今年は特に台風での停電が多かった年でした。もしもの時の「電気のソナエ」がテーマです。

【【【【古河古河古河古河電池電池電池電池 （幕張新都心会場）（幕張新都心会場）（幕張新都心会場）（幕張新都心会場）】】】】

災害時に便利な体拭きシート。お風呂などに入れず水も貴重な時期に全身をふくことができる

安心安全なシートのサンプル配布（5000個）。

もしもの時のソナエがテーマです。

【【【【花王花王花王花王（（（（幕幕幕幕張新都心張新都心張新都心張新都心会場会場会場会場））））】】】】
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商品は全会場（盛岡南は除く）で景品としても配布しました。（数量限定：50個/各会場）



会場会場会場会場展開展開展開展開

災害時に便利なお尻洗浄器。

災害時にトイレの水が流せない時でもお尻の洗浄ができる

簡易洗浄器のサンプル配布（3000個）。もしもの時のソナエがテーマです。

【【【【徳重徳重徳重徳重（（（（幕幕幕幕張新都心張新都心張新都心張新都心会場会場会場会場））））】】】】

缶入りで長期保存が効く赤ちゃんのための液体ミルク。災害時は粉ミルクを作るのも困難に。

安心の日本製。災害時に便利な液体ミルクサンプル配布120本（5ケース分）。

もしもの時のソナエがテーマです。

【【【【明治明治明治明治（（（（幕幕幕幕張新都心張新都心張新都心張新都心会場会場会場会場））））】】】】

今日からあなたもローリングストッカーズをテーマにインスタント食品の備蓄の勧め。

もしもの時のソナエがテーマです。

【【【【日清食品日清食品日清食品日清食品ホールディングス（鶴見ホールディングス（鶴見ホールディングス（鶴見ホールディングス（鶴見緑地緑地緑地緑地会場）会場）会場）会場）】】】】

9

商品は全会場（盛岡南は除く）で景品としても配布しました。（数量限定：200個/各会場）

数量限定にてチキンラーメンを景品として配布しました。（数量限定：300個）



会場会場会場会場展開展開展開展開

ＶＲ技術を利用し、現実では実現できなかった火災をＶＲ空間で再現し

避難行動の中から火災発生時に注意すべきポイントを体験学習出来ます。

【【【【ＮＥＣＮＥＣＮＥＣＮＥＣソリューションイノベータ（全会場）ソリューションイノベータ（全会場）ソリューションイノベータ（全会場）ソリューションイノベータ（全会場）】】】】

住宅火災による犠牲者を減らすために、住宅用火災警報器の設置が義務づけら

10年に一度の交換を！！最新の火災警報器体験型学習プログラムです。

【【【【パナソニックライフソリューションズ社（全会場）パナソニックライフソリューションズ社（全会場）パナソニックライフソリューションズ社（全会場）パナソニックライフソリューションズ社（全会場）】】】】

心臓マッサージ訓練評価システム「しんのすけくん」

心臓マッサージの訓練において重要な要素である圧迫位置、圧迫の深さ、リズムなどを検知

要素ごとに得点化し、客観的に評価してくれる体験型学習プログラムです。

【【【【住友住友住友住友理工（全会場）理工（全会場）理工（全会場）理工（全会場）】】】】
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【【【【フォトクラフト社（全会場）フォトクラフト社（全会場）フォトクラフト社（全会場）フォトクラフト社（全会場）】】】】

会場会場会場会場展開展開展開展開

フォトクラフト社は各ブースやステージ後方のバックパネルとして展開。クロスもＧＦクロスと言ってガラス
繊維でできた燃えない「不燃素材」のバックパネルです。防災・減災に配慮した製品となります。
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会場展開会場展開会場展開会場展開

⑤⑤⑤⑤ ステージプログラムステージプログラムステージプログラムステージプログラム

◎◎◎◎ステージプログラムステージプログラムステージプログラムステージプログラム「「「「防災防災防災防災ナビゲーターステージナビゲーターステージナビゲーターステージナビゲーターステージ」」」」

防災ナビゲーターによる気象、地震、火事、水害などこれから起こる災害からの情報や知識、
また防災グッズの重要性や使用方法など「備え」について楽しく学べるプログラムを実施。

◎◎◎◎ステージプログラムステージプログラムステージプログラムステージプログラム「「「「オープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニーオープニングセレモニー」」」」

各会場のオープニングセレモニーはイオンモールのゼネラルマネージャーを始め、県や市などの行政、警察・
消防・自衛隊の各機関の代表者が参加。一言ずつ、防災への思いをお話しいただき、タイトルコール実施。
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会場展開会場展開会場展開会場展開

◎◎◎◎ステージプログラムステージプログラムステージプログラムステージプログラム「「「「ソナエビンゴゲームソナエビンゴゲームソナエビンゴゲームソナエビンゴゲーム」」」」

ビンゴカードに防災アイテムを書き込み行なうビンゴゲーム。たくさんの防災アイテムから選んで書き込むことで、
何が必要なのかを考え、ひとつでも多くのアイテムを覚えてもらうことを目的としたプログラム。

◎◎◎◎ステージプログラムステージプログラムステージプログラムステージプログラム 「「「「ソナエアニメソナエアニメソナエアニメソナエアニメ」」」」放送放送放送放送

東京コミュニケーションアート専門学校の学生とガチャピン・ムックによるコラボレーションプログラム。
生徒のみなさんが作成した備えについて分かりやすく盛り込まれたアニメを上映。
小さな子どもでも興味を持って、学べるプログラム。

◎◎◎◎ステージプログラムステージプログラムステージプログラムステージプログラム 「「「「キャラクターソナエフォトセッションキャラクターソナエフォトセッションキャラクターソナエフォトセッションキャラクターソナエフォトセッション」」」」

防災のキーワードが書かれた防災プロップスを持ち、思い出と共に防災体験を持ち帰ってもらう事を目的
としたプログラム。

◎◎◎◎ステージプログラムステージプログラムステージプログラムステージプログラム 「「「「ソナエキャンプソナエキャンプソナエキャンプソナエキャンプ」」」」

ガチャピン・ムックと一緒にソナエについて学びチャレンジするステージ。
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会場展開会場展開会場展開会場展開

◎◎◎◎そのそのそのその他他他他

◎◎◎◎スタンプラリースタンプラリースタンプラリースタンプラリー

会場展開会場展開会場展開会場展開

会場回遊とより多くの体験をしてもらうことや楽しい思い出を持ち帰ってもらうことを目的としたプログラム。
スタンプマークのついたプログラムに参加すると専用のスタンプカードにソナエスタンプを押します。たまった
スタンプの数により景品をプレゼントします。（幕張新都心、盛岡南会場を除く5会場で実施）

⑥⑥⑥⑥そのそのそのその他他他他

■パネル「イベント会場共通パネル」

■キャラクターグリーティング
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会場展開会場展開会場展開会場展開

⑦⑦⑦⑦車両展示車両展示車両展示車両展示 『『『『 防災防災防災防災はたらくくるまはたらくくるまはたらくくるまはたらくくるま 』』』』

警察、消防、自衛隊の車両展示を通して、災害時にどのような活動をおこなうのか、また隊員たちの思いなどに
直接触れ合うことで防災についての考えるきっかけとなることを目的としたプログラム。
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【開催期間】 9月7日（土）10:00～16:30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
9月8日（日）10:00～17:00 ※屋外会場 10：00～16：00

【会 場】 イオンモール幕張新都心
グランドコート、豊砂公園

【後 援】 内閣府政策統括官（防災担当）、日本赤十字社,千葉県、千葉市

【協 力】 千葉県千葉西警察署、千葉市美浜消防署

自衛隊千葉地方協力本部、危機管理推進協会

防災月間9月の7日より「みんなの防災＋ソナエ」のスタート。幕張新都心店は2014年から5回目という事で
お客様の中での定着が見受けられました。テレビ局の垣根を越えて日本テレビ、ＴＢＳ、フジテレビがコラボを
行い、“防災ナビゲーター”によるスペシャルトークショーを展開致しました。

16

※台風15号の上陸に伴いイオンモール幕張新都心は16時に館内アナウンスがあり19時30分で閉店となりました。



【開催期間】

【会 場】

【後 援】

イオンモール高崎は今年で4回目の実施となります。１日間開催し、ステージ、ブース展開を致しました。
スペシャルゲストに木原実さんに来て頂き賑わいました。

9月14日（土） 10：00～17：00

イオンモール高崎
セントラルコート

内閣府政策統括官（防災担当）、日本赤十字社
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【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモールむさし村山は今年で4回目の実施となります。ムラッパーも4回目の参加となりました。
２日間開催し、１日目は館内グリーティング、写真撮影会。２日目はステージ、ブース展開を行いました。
今回は駐車場「はたらくくるま」ブースに起震車を展開して地震体験を行い長い列が出来ました。
公助車両は消防・自衛隊の車両の展開を行い東京消防庁のキャラクター「キュータ」くんも来てくれて
子供たちと一緒に写真も撮れました。スペシャルゲストは木原実さん、鈴江奈々さんに来て頂きました。

9月21日（土） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
9月22日（日） 10：00～17：00  ※屋外会場 10：00～16：00

イオンモールむさし村山
センターコート、サウスコート、２Ａ駐車場

内閣府政策統括官（防災担当）、日本赤十字社、東京都、むさし村山市

東京消防庁北多摩西部消防署

自衛隊東京地方協力本部、危機管理推進協会
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【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモール神戸北は今年で4回目の実施となります。２日間開催し、１日目は館内グリーティング、写真撮影会。
２日目はステージ、ブース展開を行いました。毎年雨で屋外はらたくるま展示が中止や時間短縮になっていまし
たが今年は快晴でたくさんの方にご参加頂きました。消費税増税前最後の週末でもあり屋内、屋外共にかなり混
雑していました。屋外駐車場では今年もトヨタＰＨＶ車の展示を実施致しました。公助車両は警察、消防、自衛隊の
車両が来てくれて消防の煙体験は大人気でした。スペシャルゲストには片平敦さんが来て頂きました。

9月28日（土） 11：00～16：30 ※グリーティング、写真撮影会のみ
9月29日（日） 10：00～17：00 ※屋外会場 10：00～16：00

イオンモール神戸北
さざんかコート、すずらんコート、B駐車場

内閣府政策統括官（防災担当）、日本赤十字社、兵庫県、神戸市

兵庫県有馬警察署、神戸市北消防署、自衛隊兵庫地方協力本部
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【開催期間】

【会 場】

【後 援】

イオンモール三光は今年で4回目の実施となります。昨年度同様に1日間開催し、ステージ、ブース展開を
行いました。会場のメインコートであるセントラルコートでステージやブース展開（自治体、出展社）を実施、
コスモスコートでは防災ドローン体験、イオンホールでは、心肺蘇生法、火災警報器、ＶＲ体験を行いました。
大分出身ＭＣの三浦久美さんにはセルフケアの有資格者なので「もしもの時のセルフケア」もステージで
実演頂きました。

10月6日（日） 10：00～17：00

イオンモール三光
セントラルコート、コスモスコート、イオンホール

内閣府政策統括官（防災担当）、日本赤十字社、大分県、中津市
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【開催期間】

【会 場】

【後 援】

【協 力】

イオンモール鶴見緑地は今年で4回目の実施となります。２日間開催し、１日目は館内グリーティング、写真
撮影会。２日目はステージ、ブース展開、屋外はたらくくるま展示（警察・消防・自衛隊）、屋外はたらくくる
ま会場に今年もトヨタＰＨＶ車の展示を行いました。スペシャルゲストには片平敦さんに来て頂きました。

10月26日（土） 11：00～16：30  ※グリーティング、写真撮影会のみ
10月27日（日） 10：00～17：00 ※屋外会場 10：00～16：00

イオンモール鶴見緑地
サンシャインコート、グリーンコート、フルールガーデン

内閣府政策統括官（防災担当）、日本赤十字社、大阪府、大阪市

大阪府鶴見警察署、大阪市消防局、自衛隊大阪地方協力本部、危機管理推進協会
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【開催期間】

【会 場】

イオンモール盛岡南は今年で4回目の実施となります。今年はみんなの防災ＭＩＮ Ｉバージョンでガチャピン・
ムックやステージコンテンツの実施を行いませんでした。防災ソナエ体験型ワークショップメインとして、
防災ラジオ体験はラヂオもりおか社のサポートにて実施。ゲストには佐藤 千代子（ラヂオもりおか パーソ
ナリティー）さんに来て頂きました。心肺蘇生法、火災警報器、ＶＲ体験を実施致しました。
さんさ広場にはもしもの時の車中泊と題してトヨタＰＨＶ車両などの展示を行いました。

11月2日（土） 10：00～17：00

イオンモール盛岡南
センターコート、さんさ広場
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プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

◎◎◎◎プレスリリースプレスリリースプレスリリースプレスリリース （（（（2019年年年年9月月月月2日発信日発信日発信日発信））））

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000904.000000084.html
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プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

◎◎◎◎プレスリリースプレスリリースプレスリリースプレスリリース （（（（掲載一覧掲載一覧掲載一覧掲載一覧））））

24

日付日付日付日付 媒体名媒体名媒体名媒体名 タイトルタイトルタイトルタイトル URL 広告換算額広告換算額広告換算額広告換算額 元記事元記事元記事元記事

1 2019/09/02 PR TIMES 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ http://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000904.000000084.html ¥30,000 ―

2 2019/09/03 フレッシュアイ 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20190902154016_pr_pr000000904-000000084/a/index.html ¥200,000 PR TIMES

3 2019/09/03 BIGLOBEニュース 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://news.biglobe.ne.jp/economy/0903/prt_190903_3185312657.html ¥500,000 PR TIMES

4 2019/09/03 BtoBプラットフォーム 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/search/../detail.page?IMNEWS4=1608024 ¥200,000 PR TIMES

5 2019/09/03 Techable（テッカブル） 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://techable.jp/archives/000000904.000000084 ¥200,000 PR TIMES

6 2019/09/03 PRESIDENT Online 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://president.jp/ud/pressrelease/5d6db0c87765612aad1e0000 ¥2,000,000 PR TIMES

7 2019/09/03 @DIME（アットダイム） 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://dime.jp/company_news/detail/?pr=497203 ¥1,200,000 PR TIMES

8 2019/09/03 東洋経済オンライン 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ http://toyokeizai.net/ud/pressrelease/5d6da30e7765616794060000 ¥2,000,000 PR TIMES

9 2019/09/03 RBBTODAY 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://www.rbbtoday.com/release/prtimes2-today/20190903/415060.html ¥900,000 PR TIMES

10 2019/09/03 時事ドットコム 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://www.jiji.com/jc/article?k=000000904.000000084&g=prt ¥200,000 PR TIMES

11 2019/09/03 iza（イザ！） 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ http://www.iza.ne.jp/kiji/pressrelease/news/190903/prl19090308090100-n1.html ¥1,200,000 PR TIMES

12 2019/09/03 ダイヤモンド・オンライン（Diamond Online） 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ http://diamond.jp/ud/pressrelease/5d6da3d07765614d18060000 ¥1,950,000 PR TIMES

13 2019/09/03 現代ビジネス 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ http://gendai.ismedia.jp/ud/pressrelease/5d6da3997765610b41070000 ¥375,000 PR TIMES

14 2019/09/03 BEST TIMES（ベストタイムズ） 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://www.kk-bestsellers.com/ud/pressrelease_besttimes/5d6da3be7765611ec0120000 ¥200,000 PR TIMES

15 2019/09/03 産経ニュース 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://www.sankei.com/economy/news/190903/prl1909030100-n1.html ¥1,200,000 PR TIMES

16 2019/09/03 朝日新聞デジタル＆M 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://www.asahi.com/and_M/pressrelease/pre_5203316/ ¥3,000,000 PR TIMES

17 2019/09/03 ウレぴあ総研 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ http://ure.pia.co.jp/articles/-/553065 ¥800,000 PR TIMES

18 2019/09/03 ORICON NEWS 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://www.oricon.co.jp/pressrelease/526647/ ¥600,000 PR TIMES

19 2019/09/03 BtoBプラットフォーム 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://b2b-ch.infomart.co.jp/news/search/../detail.page;JSESSIONID_B2BCH=43551e08ebf7dfc8ca486915e1d5?IMNEWS4=1608024 ¥200,000 PR TIMES

20 2019/09/02 フレッシュアイ 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://news.fresheye.com/article/fenwnews2/1000003/20190902140000_pr_pr000000904-000000084/a/index.html ¥200,000 PR TIMES

21 2019/09/02 @niftyビジネス 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://business.nifty.com/cs/catalog/business_release/catalog_prt000000904000000084_1.htm ¥250,000 PR TIMES

22 2019/09/02 STRAIGHT PRESS 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://straightpress.jp/company_news/detail?pr=000000904.000000084 ¥200,000 PR TIMES

23 2019/09/02 とれまがニュース 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://news.toremaga.com/release/others/1381789.html ¥200,000 PR TIMES

24 2019/09/02 NewsCafe 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://www.newscafe.ne.jp/release/prtimes2/20190902/357870.html ¥800,000 PR TIMES

25 2019/09/02 Infoseekニュース 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://news.infoseek.co.jp/article/prtimes_000000904_000000084/ ¥500,000 PR TIMES

26 2019/09/02 ジョルダンニュース！ 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ http://news.jorudan.co.jp/docs/news/detail.cgi?newsid=PT000904A000000084 ¥500,000 PR TIMES

27 2019/09/02 Cubeニュース 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ http://news.cube-soft.jp/prtimes/archive.php?id=447406 ¥200,000 PR TIMES

28 2019/09/02 おたくま経済新聞 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://otakei.otakuma.net/archives/prtimes/000000904-000000084 ¥50,000 PR TIMES

29 2019/09/02 財経新聞 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https://www.zaikei.co.jp/releases/859143/ ¥30,000 PR TIMES

30 2019/09/02 マピオンニュース 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ https ://www.mapion.co.jp/news/re lease/000000904.000000084/ ¥120,000 PR TIMES

31 2019/09/02 ニコニコニュース 【フジテレビ】これまで30万人を動員した国内最大級の防災イベント！　みんなの防災+ソナエ http://news.nicovideo.jp/watch/nw5871965 ¥200,000 PR TIMES

¥20,205,000



プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

◎◎◎◎テレビテレビテレビテレビ局各社局各社局各社局各社 （フジテレビ 週刊フジテレビ批評 2019年9月14日（土））

■イオンモール幕張新都心
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プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

26

◎◎◎◎テレビテレビテレビテレビ局各社局各社局各社局各社

フジテレビ Live Newｓ it  ! 2019年9月8日（日）

フジテレビ めざましテレビ 2019年9月9日（月）



プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

◎◎◎◎テレビテレビテレビテレビ局各社局各社局各社局各社 （日本テレビ 日テレ ＮＥＷＳ24 2019年9月8日（日））

■イオンモール幕張新都心
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プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

28

◎◎◎◎テレビテレビテレビテレビ局各社局各社局各社局各社

TBS ひるおび！ 2019年9月6日（金）

関西テレビ 2019年10月27日（日）

岩手めんこいテレビ 2019年11月2日（土）



プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

◎◎◎◎各各各各イオンモールイオンモールイオンモールイオンモール告知告知告知告知
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プロモーションプロモーションプロモーションプロモーション

◎◎◎◎キャラクターキャラクターキャラクターキャラクター ＳＮＳＳＮＳＳＮＳＳＮＳ
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