株式会社ジェイアール東日本企画
総務局広報部
〒150-8508 渋谷区恵比寿南 1-5-5
TEL：03-5447-0974
FAX：03-5447-7810

2014 年 10 月 1 日

10/1（水）～11/30（日）

えきぽプラス「元気ラリーキャンペーン ｉｎ 秋葉原」本日より開催！
10/11（土）～10/13（月・祝）の 3 日間は「メイドさんと巡るアキバウォーキングツアー」を開催
「日常生活に密着したヘルスケアの仕組み創造コンソーシアム」(株式会社ジェイアール東日本企画、
株式会社ハビタスケア、特定非営利活動法人メタボランティアで構成)は、１０月 1 日（水）より 11 月
30 日（日）まで、えきぽプラス「元気ラリーキャンペーン ｉｎ 秋葉原」を開催しています。
本イベントは、ウルシステムズ株式会社の協力のもとで構築したアプリケーション「えきぽプラス」
を使用し、スマートフォンの位置情報機能でポイント地点を認識、通過スタンプを取得しながら、電気
街として、ポップカルチャーの聖地として世界的に知られる秋葉原の街並みをウォーキングし、ゴール
を目指すウォークラリーです。
平成 26 年度健康寿命延伸産業創出事業の一環として、地域資源の活用やヘルスケア効果の「見える
化」の実証を通じ、ヘルスケアを切り口とした地域活性化策の全国展開を図るための基盤を整備し、健
康寿命延伸産業の更なる振興を図ることを目的として、経済産業省の委託を受けて「秋葉原」を実証フ
ィールドとした事業を行っています。
また、10 月 11 日（土）から 13 日（月・祝）の 3 日間は、秋葉原の一大総合イベント「秋フェス」
2014 秋とコラボレーションしたウォーキングツアーも開催。秋葉原で活躍するメイドさんと一緒に、
電気街として、ポップカルチャーの聖地として世界的に知られる秋葉原の街並みをウォーキングします。

告知ポスター
※写真は全てイメージです。※内容は予告無く変更になる場合がございます。

えきぽプラス

えきぽプラス「元気ラリーキャンペーン ｉｎ 秋葉原」実施概要
スマートフォンの位置情報機能を使って、予め設定されたそれぞれ 3 つのコースのポイントで、
通過スタンプを取得しながら歩いてゴールを目指す、誰でも参加ができるウォーキングラリーです。
実施期間：

2014 年 10 月 1 日（水）～ 2014 年 11 月 30 日（日）
※キャンペーンサイト運用期間内は、時間を問わずいつでも参加可能です。

参 加 費：

無料

参加方法：

スマートフォンより「えきぽプラス」https://genki-rally.jp へ
アクセスし、ログイン画面からユーザー登録していただくことで、

コース 概要：

いつでも参加が可能です。
各コースとも、ＪＲ秋葉原駅中央改札口がスタートです。
①5km コース 駿河台・湯島方面を周遊（所要時間：約 1.5 時間）
②7km コース 本郷・不忍方面を周遊（同：約 2 時間）
③10km コース 日本橋・丸の内・皇居方面を周遊（同：約 3 時間）
※ルートマップは、ホームページよりプリントアウトが可能です。

特

典：

①1 コースをクリアする毎に、200 円相当の地域産品（賞品）をプレゼントします。
※お一人さま 1 個。期間中、何度でもご参加戴くことが可能で、コースをクリアするたびに賞品をプレゼントします。

②踏破したコースの累計距離に応じて、更に豪華な達成賞品をプレゼントします。

■ヘルスケア効果の「見える化」について
「えきぽプラス」管理画面では、
「参加中／踏破済みのコース」
「合計踏破距離」
「合
計消費カロリー」などが、ひと目で判ります。
また、ご希望に応じて、更に詳しいデータの取得ができる健康アプリ「ヘルシード」
のご利用が可能です。
※任意によるアプリのダウンロードが必要です

●参加時のご注意
※本アプリケーションにおける、推奨環境は iPhone4S、iPhone5、iPhone5S/iOS6 以上、Android 搭載端末 Android OS2.3 以上です。
（ＧＰＳ非搭載の端末など、一部対応していないスマートフォンがございます）
※通信状況、OS のバージョンなどによっては作動しない場合や、通過スタンプが取得できない場合がございます。
※コース中の通過スタンプを取得できなかった等の理由による運賃等の払い戻しはいたしません。
※えきぽプラスコースのウォーキングに際しては、道路交通法・交通ルール・マナーを遵守してください。
※えきぽプラスコースウォーキング中の怪我や病気、事故等について、弊社は一切の責任を負わないものとします。
※無料でご参加いただけますが、携帯電話の通信費・交通費・施設利用料等はお客さま負担となります。
※天候その他の理由により、予告なくコース設定の変更や中止とする場合がありますのでご了承ください。
※施設の定休日については変更になる場合がありますので、詳しくは各施設にお問い合わせください。
※歩きながらのスマートフォンのご利用は危険です。安全な場所で立ち止まってから、ご利用ください。

[一般問い合わせ] えきぽプラス 元気ラリー運営事務局（平日 10：00-12：00 13：00-18：00）
TEL：050-3803-9931 FAX：050-3803-9239 MAIL：support@genki-rally.jp

「秋フェス」2014 秋×元気ラリー連動企画

「メイドさんと巡るアキバウォーキングツアー」開催概要
電気街として、ポップカルチャーの聖地として世界的に知られる秋葉原をテ
ーマパークに街をジャックし、街の魅力を堪能できる一大総合イベント「秋
フェス」2014 秋とコラボレーションしたウォーキングツアーを開催。日ご
ろ秋葉原の観光ガイドとして活躍しているメイドさんと、3ｋｍ程度のウォ
ーキングを実施します。
実施日時：

10 月 11 日（土）①14：00～ ②16：00～
10 月 12 日（日）③11：00～ ④14：00～ ⑤16：00～
10 月 13 日（月）⑥11：00～ ⑦14：00～
※雨天決行

定

員：

15 名（各回）

参 加 費：

無料

応募締切：

各回先着順で、定員になり次第、締め切りといたします。

応募方法:

ニックネーム、参加希望日時、参加人数を明記の上、

私たちが秋葉原をご案内します！

メールにてお申込ください。
[申込先] えきぽプラス 元気ラリー運営事務局

support@genki-rally.jp

※参加が確定した方には、事前に参加確認のご連絡を「えきぽプラス元気ラリー事務局」よりご案内いたします。
※お電話、Ｆａｘでのお申込は受け付けていませんので、ご了承ください。
※当ツアーのコースは、本キャンペーンイベントの 3 つのコースとは異なりますので、踏破賞の交換は出来ません。
※当ツアーにご参加戴いても、累計距離には加算されません。
※参加者には当ツアー限定のハンドタオルをプレゼントします。

■経済産業省「健康寿命延伸産業創出推進事業」について
高齢化社会において、増大する医療・介護費用の公的負担を抑制していくことは困難です。公的負担を抑
制するためには、国民の生活の質を向上させ、病気にならない・改善させる（悪化しない）
・再発しないとい
う切り口での公的保険外の予防・健康管理関連の製品・サービスを提供する「健康寿命延伸産業」を創出す
ることが必要です。国民の健康長寿に関する関心は高まりを見せており、この「健康寿命延伸産業」に対す
る需要もますます増えてくることが想定されます。
「健康寿命延伸産業」の創出のためには、供給側（各種製品・サービス）への対策、需要側（企業経営層・
従業員を含む国民各層）への対策を平行して進めていく必要があります。そのためには事業環境の整備（グ
レーゾーンの解消等）
、企業による健康投資の促進、健康関連商品・サービスの品質評価などの基盤整備が必
要です。
本事業は、公的保険サービスの周辺に存在する需要に適切に応えるため、地域資源の活用やヘルスケア効
果の見える化の実証を通じ、ヘルスケアを切り口とした地域活性化策の全国展開を図るための基盤を整備し、
健康寿命延伸産業の更なる振興を図ることを目的に実施するものです。

参考
■株式会社ジェイアール東日本企画について
ジェイアール東日本企画は、ＪＲ東日本の戦略子会社第 1 号として、1988 年に発足した広告会社です。
広告会社だけでなく、JR 東日本グループのハウスエージェンシー・媒体社などの側面も持ち、JR 東日本グ
ループならではの強みを活かしたオリジナル事業などを展開。広告主に、より高度な付加価値を提供してい
ます。本実証事業では、全体の企画・運営・管理全般、広告展開、スマートフォン向け「えきぽプラス」サ
ービスの構築を担当しています。
会社名
代表者
本社

：
：
：

株式会社ジェイアール東日本企画
代表取締役社長 小暮和之
〒150-8508 東京都渋谷区恵比寿南 1 丁目 5 番 5 号

JR 恵比寿ビル

■ウルシステムズ株式会社について
ウルシステムズ株式会社は「戦略的 IT コンサルティング」のリーディングカンパニーです。高い技術力と
独自の知的資産を武器に、中立独立の立場でユーザー企業の発注力を強化するコンサルティング事業を展開
すると共に、各種クラウドサービスも提供しています。
本実証事業では、Apache Cassandra と NanaHoshiTM による分散処理基盤を用いて「えきぽプラス」サ
ービスのシステムの構築・運用を担当しています。
会社名
代表者
本社

：
：
：

ウルシステムズ株式会社
代表取締役社長 漆原茂
〒104-6014 東京都中央区晴海 1-8-10

トリトンスクエアタワーX14 階

■株式会社ハビタスケアについて
ハビタスケアは、最先端のサイエンスで明らかにされた最新の知見を、一般生活者に身近なサービスとし
て提供し、生活習慣病予防への貢献を目指すヘルスケアベンチャーです。東京大学 若者と共存共栄する持続
可能な健康長寿社会を目指す Sustainable Life Care, Ageless Society COI 拠点の参画企業でもあり、東京
大学、筑波大学をはじめとした医学薬学の研究者との協力体制のもとで糖尿病予防サービスやヘルスケア領
域での戦略コンサルティングを提供しています。
本実証事業では、企画立案・プロジェクトマネジメントの支援及びヘルスケア効果の評価と次期戦略策定を
担当しています。
会社名
代表者
本社

：
：
：

株式会社ハビタスケア
代表取締役社長 德渕慎一郎（東京大学大学院薬学系研究科 受託研究員/薬剤師）
〒104-6014 東京都中央区晴海 1-8-10 トリトンスクエアタワーX14 階

■特定非営利活動法人メタボランティアについて
メタボランティアは『あなたの脂肪が、地球を救う。
』をコンセプトに健康人口の増加を目指して活動する
特定非営利活動法人です。現在、世界の肥満人口は 14 億人を越えていると言われます。肥満により世の中
に余ったエネルギーを途上国の給食支援などに換え、足りない人たちに渡す仕組みを IT や地域コンテンツを
活用して構築、健康人口増加のソーシャルプロダクトを企画・開発しています。
本実証事業では、健康アプリ「ヘルシード」の機能を活用したヘルスケア情報の取得・管理及び企画立案・
実行支援を担当しています。
法人名
代表者
所在地

：
：
：

特定非営利活動法人メタボランティア
代表理事 竹田周
〒140-0003 東京都品川区八潮 5-9-11 こみゅにてぃぷらざ八潮

