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1.ジェイアール東日本企画が目指す地方創生 

ＪＲ東日本グループの資産 

駅利用者 
首都圏バイヤー 

人・モノ・情報の交流 

地元の生産者・企業経営者 

観光資源 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
  

他グループ会社 

地域のニーズ 

地域 

エキナカビジネスマッチング 

販路開拓 

旅行商品化 

商品開発＆マーケティング 

プロモーション 

ジェイアール東日本企画では、全国に広がるネットワークを活用し、地域活性化や着地型観光に
繋がる取組を数多く推し進めております。 

ＪＲ東日本グループが目指す地方創生 
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2. ヘルスケアを絡めた地方創生 

駅利用者 
（一般生活者） 

地域 
（施設・団体・企業） 

人・モノ・情報
の 

交流最大化 

ヘルスケア 
コンテンツ 

「自分ごと化」 
継続的参加 

地方創生 

地域活性化・観光の取組に自分との関わりの大きいヘルスケアコンテンツを絡ませることで 
「自分ごと化」を促し、結果として地方創生につながると考えています。 



3 

3. 本事業の体制 

■主なターゲット層 コンソーシアム 

参加団体 
NPOメタボランティア 

駅から歩くウォークラリー 
•既存会員延べ2万人 
•駅基点のウォークラリー 
アトラクション 

ヘルスケア 
アプリ 

ヘルスケアアプリ 
•歩行距離をもとに 
消費カロリーのモニタリング 
•既存アプリとの連携 
可能性検討 

ヘルスケア効果の科学的評価 
•継続参加者のデータをもとに 
生活習慣病予防効果を試算し、 
今後の展開のための基礎情報として
活用 
•東大、筑波大の研究者の 
協力のもと評価 

データ分析 

秋葉原駅を中心にした 
2ヶ月間のイベント実施 

 JR秋葉原駅 
•駅ウォークラリー 
既存会員 
•秋葉原利用者・ 
通勤者 
•別のヘルスケア 
コンテンツの顧客層 

        等 

代表団体 
ジェイアール東日本企画 

実施主体 構築する仕組み 実証する場所 参加者 

•一日乗降客47万人 
•駅周辺の多彩な施設 
•クールジャパン拠点として
も文化的に独自の地位 

協力団体 
•日本ウオーキング協会 
•NPO秋葉原観光推進協会 
• JR東日本 
• JR東日本ステーション 
 リテイリング 

周辺地域の主要団体 
 と緊密な協力体制 

同時期開催イベント 
 と連携 

参加団体 
ハビタスケア 

Habitus Care Inc. 

駅から歩くウォークラリーにヘルスケアアプリ、ヘルスケア効果の科学的評価を組み合わせた仕組み
を構築、秋葉原駅及び周辺地域で実証事業を展開しました。 
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4. 本事業の全体像： 駅から歩くウォークラリー×ヘルスケアの構築 

PRイベントの開催 今回の実証事業を 
踏まえた事業展開 

プラン 

既存会員への周知 

基
盤
の
詳
細 

一般参加者への周知 

えきぽプラスの 
開発 

えきぽプラスと 
既存アプリの連携構築 

 インセンティブ付与 
 による 
 継続促進 

駅周辺スポットとの 
連携による継続促進 

企業・団体等 
との連携 

事前・予備調査 

重点指標検討 

 関連企業協力者を 
 対象とした 
 ヘルスケア 
 分析 

 実証データ 
  評価 

次期戦略策定 

えきぽ 
プラス 

既存 
アプリ 

基盤① 

駅を活用 
した周知 

ITシステム 
構築・活用 

参加・継続 
促進 

疾病予防 
効果の試算 
手法の検討 

今後の 
事業展開 

基盤② 基盤③ 基盤④ 将来 

駅から歩くウォークラリー×ヘルスケアの構築 

駅を活用した周知、ＩＴシステムの構築と活用、参加・継続促進、疾病予防効果の試算手法
の検討を通じて元気ラリーウォークを構築しました。 
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5. 本事業の流れ 

参加促進の取組 
（9月後半～10月初め頃） 

事業実施期間 
（10月～11月頃） 

事後の取組 
（12月～1月頃） 

駅ウォークラリー既存会員への周知 

• コース設定と地図作成 

•興味喚起する継続的な仕掛け 

参加者データ 
の集積・分析 

駅ウォークラリーイベントを通じヘルスケアデータ取得 
 

期間中のリピート参加を促すための多様な仕掛け 

•参加状況に応じた 
 インセンティブ提供 

データ分析（単発、 
 リピート参加者別） 
 

ヘルスケア効果を 
 高めるための 
 次期戦略立案 

一般への周知 

• アプリのお知らせ活用 

活用 
基盤 

会員へ 
告知 

• チラシ配布 
•改札前のフロア広告 
•駅ポスター    等 

•地域の商業施設と協業 

2014年9月から周知をスタートし、10月～11月にＩＴシステムと参加・継続促進のための 
イベント等を展開し、12月～疾病予防効果の試算を実施しました。 

基盤① 

駅を活用した周知 

基盤② 

ITシステム構築・活用 

基盤③ 

参加・継続促進 

基盤④ 

疾病予防効果の 
試算手法の検討 
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外部ヘルスケアアプリ連携 

6. 専用アプリ「えきぽプラス」の構築 

GPS 
・コースポイント 
通過記録 

 

・踏破距離記録 
 

・踏破回数記録 

ヘルスケアデータ 

連携 
ポイント通過、 

コース踏破のスタンプ 

達成感 
リピート促進 

えきぽプラス 

 

・消費カロリー 
・総踏破距離 
  など 

カロリー計算機能 

次回開催以降その他のヘルスケア 
アプリとの連携を検討。 

ウォークラリー成果の可視化 

駅から歩くウォークラリーのためのスマホアプリ「えきぽプラス」でウォークラリーを可視化するとともに、
外部ヘルスケアアプリとの連携についても検証しました。 
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7. 事業の周知①：元気ラリー実施と告知 

■チラシサンプリングの様子 
 2014年10月4日～5日、10月20日～21日（JR秋葉原駅構内） 

■チラシ＜表面＞ ■チラシ＜裏面＞ 

「元気ラリーキャンペーンin秋葉原」としてイベントを展開、各種クリエイティブを活用し、 
駅及び周辺地域での周知活動を実施しました。 
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8. 事業の周知②：ポスター広告・フロア広告 

■ポスター広告掲示 
 2014年10月1日～11月30日（秋葉原駅構内・周辺） 

■フロア広告 
 2014年10月1日～11月30日 （秋葉原駅構内） 

身長別の歩幅を提示 
「何だろう？」と思わせて 

興味喚起。 

「元気ラリーキャンペーンin秋葉原」としてイベントを展開、各種クリエイティブを活用し、 
駅及び周辺地域での周知活動を実施しました。 
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9. プレスリリース・メディア掲載 

■日刊工業新聞 ■Yahoo!ニュース 

「東京大学」 
× 

「駅からヘルスケア」 
の新たな連携に 
マスコミ各社も興味 

 

日刊工業新聞にも 
掲載 

Yahoo!ニュースを始め 
として、少なくとも 
36サイトに掲載 

本コンソーシアムメンバーがそれぞれプレスリリースを発信し、 
例えば「東京大学」×「駅からヘルスケア」の新たな連携に興味・関心を喚起することができました。 
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10. 地域ならではのコンテンツとの連携 

■秋葉原恒例の「秋フェス」でPRブース出展し、パンフレット配布などで認知促進。 

■「メイドさんと巡るアキバウォーキングツアー」の実施 

Infoseek楽天ニュース 
（2014年10月7日） 

地域（秋葉原）ならではのユニークな 
コンテンツと連携することで認知促進 

実証地域である秋葉原ならではのコンテンツと連携し、「秋フェス」へのPRブース出展、 
「メイドさんと巡るアキバウォーキングツアー」を実施しました。 
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11. グループウォーキングの実施 

＜協力＞ 

一般参加者に 
安心安全なウォーキングの知識を伝え 
ウォーキングの楽しさを実感 

日本ウオーキング協会との強固な協力のもとグループウォーキングを通じて一般参加者に 
安心安全なウォーキングの知識を伝え、同時に楽しさを実感していただきました。 
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12. 協力団体からの反響 

写真とビデオコメントへのリンク 
西田さん 
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13. 企業・団体との連携 

■大島めぐみによる  
 AKIHABARA Walk & Run 

■都市生活者のための 
 アクティブレスト講座 

■ウォーキング婚活 
 ＠秋葉原 

■園原講師による  
 AKIHABARA Walk & Run 

トップギアインターナショナル合同会社 

＜連携企業／団体＞ 

＜連携企業／団体＞ ＜連携企業／団体＞ 

＜連携企業／団体＞ 

特定のファン層を有する企業/団体主催イベントと 
元気ラリーを連動させ、参加・継続に高い効果を確認 

婚活 

スポーツ選手による指導 

アクティブレスト： 適度な運動と休息/食 

既存の会員や特定のファン層を有する企業/団体主催イベントに元気ラリーをコンテンツとして 
連動させることで、参加・継続に高い効果を生むことを確認しました。 
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14. コースエリア内の商業施設活用 

■コース中継ポイントリスト（協力商業施設） 
■マーチエキュート（準備運動） 

■ちゃばら（賞品引換所） 

エリア内商業施設へ送客・認知拡大を促し、 
戦略的に地域活性に繋がる連携を構築 

エリア内商業施設を必ず立ち寄るポイントに設定して送客・認知拡大を促すことにより、 
戦略的に地域活性に繋がる連携を構築できました。 
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15. 地域連携企業からの反響 

写真とビデオコメントへのリンク 
鈴木さん 
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16. 得られた成果とノウハウ 

参加登録者： 540人 
（目標対比： ＋40人) 

リピートした 
ユーザー：34.4％ 
（目標対比： ＋4.4%) 

リピートユーザーの平均
コース踏破：3.94回 

認知・理解 行動 継続 

【参加しやすさ】 【参加行動に繋がる周知】 

①口コミの波及効果による 
継続促進 

参加登録者540人、リピート率34.4％と目標とした規模の実証を通じて参加から継続への 
ノウハウが得られ、高い継続性からウォーキングそのものの価値も再評価できたと考えております。 

①認知効果の高い駅を活用 
②ターゲットを絞った周知 
③ファンを抱える特定のコンテンツと
の連携 

⇒認知・理解から行動へ 

①周知・コンテンツ連携 
②システムの適切な設定/ 
アカウント設定等 

⇒高いユーザビリティ実現 

【リピート・継続】 

⇒リピート後の高い継続性 
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17. 参加者データを活用したヘルスケア効果の分析 

事前アンケート ウォークラリー参加 

• アンケート記入 • ウォークラリー参加 
• えきぽプラスで記録 

分析結果を通知/ 
参加者フィードバック 

• 継続でどの程度の健康効果が 
期待できるかを通知。 

• フィードバックアンケート実施。 

分析データで 
次期戦略立案 

ウォーキング継続性 
の必要を改めて 
感じました 

歩くだけで効果が出る 
のは驚きです。歩く 
だけで効果が出れば 
習慣的に歩いて 
みようと思います。 

参加者データ 
の集積・分析 

• データ分析 
• ヘルスケア効果を
高めるための 
次期戦略立案 

期待できるヘルスケア効果を提示することで 
参加者に「自分ごと化」させ、継続意向を高める 

関連企業協力者を対象に実施した、期待できる一般的なヘルスケア効果を個別分析・ 
フィードバックを通じ、「自分ごと化」による継続意向を高めることができました。 

分
析 
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18. 今後の事業展開 

サービス内容 

A 秋葉原駅以外の他駅 

B 自治体の観光事業との連携 

C 医療費を抑えたい自治体 

D 医療費を抑えたい企業 

E  医療機関、介護施設 

■ターゲットの特性に合わせたサービス
を組み合わせ 

ターゲットに合わせた 
ビジネスモデル(以下は一例） 

主な展開先ターゲット × 
F ウォークラリーコース設定 

•地域の魅力をフル活用 

•安心・安全な設計 

•G 専用ＩＴシステム構築 

•ヘルスケア情報モニターリング 

•参加/継続促進 

•H ヘルスケア効果の評価 

•専門家と連携した評価 

•他サービス・健診と組み合わせ ・
・ 

本年度の事業で得られた知見や仕組みをベースに、まずはA～C、その後D・Eをターゲット対応 
したサービスを組み合わせ、それぞれに合わせたモデルを展開します。 



19 

2016年度 ビジネス拡大 

19. 展望 

2015年度 構築基盤の活用 

成
功
事
例
・
実
績
を
も
と
に
拡
大 

■専門的な知見を持つ機関との共同検討 

◆地域連携の自治体 
 歩くと健康になるエビデンスで地域住民の健康寿命延伸 

◆健康経営企業 
 歩くと健康になるエビデンスで支払う 
 健康保険料の額を軽減する 

◆老人・介護ホーム 
 歩くと健康になるエビデンスを活用し、 
 リハビリの目標化と健康促進 

◆観光関連団体・企業 
 ウォーキングツアーや旅行を切り口に健康促進を訴求 

A 秋葉原駅以外の他駅 

B 自治体の観光事業との連携 

C 医療費を抑えたい自治体 

D 医療費を抑えたい企業 

E  医療機関、介護施設 

◆他地域の駅 
  駅の既存コンテンツとウォーキングを連携させ、 
周辺施設へ送客・駅利用者の健康促進 

今後は本年度構築した基盤をもとに各ターゲットに対して実績を積み重ね、専門的な知見を 
持つ機関と共同検討を走らせることでビジネス全体の拡大を図っていきます。 
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20. 展開の具体イメージ： ヘルスツーリズムとの連動 

観光流動 
＜首都圏＞ 

地域 
産品 

旅行 
商品 

農商工（農観）連携 

ウォークラリー参加 

ヘルスケアデータ集積 

駅 

疾病予防効果の評価・検証 

健康増進効果を広く周知 

疾病予防促進 

＜地 方＞ 

駅 

旅館・ホテル 

温泉療法 
和食 

健康レシピ サイクリング トレッキング 

ヘルスケアデータ集積 

疾病予防効果の評価・検証 

（観光地） 

ヘルスケアの習慣化 

心と身体の癒し 

医療費適正化 

（首都圏） 

首都圏（秋葉原駅）で構築した仕組みを既存のヘルスツーリズムの動きに連動させることに 
よって、地方創生とヘルスケアの習慣化の両方に繋げます。 

元気ラリー 

駅からはじめるヘルスケア 旅行に出かけてヘルスケア 
（ヘルスツーリズム） 

新たな旅行需要を喚起 
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21. 「日常に密着したヘルスケアの見える化」に対する期待: 東大COI 鄭雄一副機構長 

鄭先生ビデオコメント 
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ご清聴ありがとうございました 


