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― 子どもが子どもに寄り添う夢のチャリティーイベント  ― 

サンタクロース 5,000人と楽しく走り、病気の子どもたちと一緒にクリスマスを祝おう 

「東京グレートサンタラン2019 ～ラン&ファンウォーク～」12/22（日）開催 

参加申込は10月 1日（火）より公式 HP（ https:/ / santarun.jp/ ） 他で受付開始 

開催日時： 12月 22日（日）10時 30分～15時 会場： 駒沢オリンピック公園 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グレートサンタラン・オーガニゼーションは、サンタクロース姿で楽しくランニングやウォーキングをすることで、その参加費を活用

して病気と闘う子どもたちにクリスマスプレゼントを贈るチャリティーイベント「東京グレートサンタラン2019 ～ラン&ファンウォーク

～」 を 12 月 22 日（ 日） に東京・駒沢オリンピック公園で開催します。参加申込受付は 10 月 1 日（ 火） 10 時より  

公式 HP（ https://santarun.jp/） 他で開始します。 
 

イギリスを始め、世界各国で実施されている冬の風物詩であるチャリティーイベント「サンタラン」。日本では 2009 年に  

大阪でスタートし、東京では昨年 12 月、明治神宮外苑で初開催。約 2,500 名が参加してやさしい気持ちをシェアしまし

た。今年は規模を拡大し、駒沢オリンピック公園で第 2回目を実施する運びとなりました。 
 

個性豊かなサンタクロース姿でラン＆ウォーキングを楽しみながら支援の輪を広げよう  

2019 年度は「ラン&ファンウォーク」をテーマに、サンタクロースの衣装に身を包んだ参加者が楽しみながら散策できるよう、

ランニング（ 約 4.3km） とウォーキング（ 約 2km） の 2 コースをご用意。ベビーカーや愛犬を連れての参加も可能です。  

また、昨年同様、「子どもが子どもに寄り添う夢のチャリティー」をコンセプトに、順天堂大学医学部生をリーダーとした約 50

名の中高大学生たちがイベントの企画運営を行い、参加費の一部を活用して国内外の子どもたちの医療支援を行いま

す。ラン&ファンウォーク後のアフターパーティー（ ステージパフォーマンス、ブースイベント、フードコーナー等） にもぜひご期待くださ

い。なお、各界から趣旨にご賛同いただけるアンバサダーを募り、本イベントを盛り上げていただく予定です。 
 

国内で病気と闘う 子どもたちにクリスマスプレゼント を届けたい！ 

海外で貧困が原因で満足に医療を受けることができない子どもたちを応援したい！ 

そんな子どもたちの想いから企画が始まった「東京グレートサンタラン」。初年度のチャリティーとして、国内では慶応義塾 

病院・小児科など5病院に入院されている約 1,000名のお子さまとプレゼントを通じた交流を図り、海外ではケニアの子ども

たちにメッセージ付きの絆創膏を届け、マサイ族に向けた医療支援の準備を行いました。今年は規模を拡大し、5,000 人の

サンタクロースを募ることで、更なる支援の輪を広げてまいります。  

NEWS RELEASE 
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Tokyo Great Santa Run 2019 〜RUN & FUN WALK〜
（東京グレートサンタラン2019 ラン&ファンウォーク）

2019年12月22日(日) 11:00～15:00頃 ※雨天決行・荒天中止

◎10:30～ ランイベントスタート

◎12:20～ オープニングセレモニー

◎13:00～ ファンウォークスタート

※12月21日（土） 9:00～19:00 仕込み

駒沢オリンピック公園

■ イベント会場・受付・スタート・ゴール

：駒沢オリンピック公園 中央広場

■ ラン・ファンウォークコース

：駒沢オリンピック公園内、一部園路

サンタクロースの衣装に身を包んだ参加者が

駒沢オリンピック公園のランニングコースをランニングもしくはウォーキング。

参加費を活用して国内外の子どもたちの医療支援を行うことで、

クリスマスを思い切り楽しみながら社会貢献します。

①国内…病気と闘う子どもたちにホスト役の子どもたちがクリスマスプレゼントをお届けします。

②海外…ケニアのマサイ族などの先住民族の村における水事業のために使わせていただきます。

参加人数

RUN ： 1000名 WALK ：2500名 合計：3500名

グレートサンタラン・オーガニゼーション（一般社団法人OSAKAあかるクラブ内）

委員長： 澤 芳樹（大阪大学医学部）

委 員： 森尾 友宏(東京医科歯科大学)

中村 雅也（慶応義塾大学医学部)

志水 秀行（慶応義塾大学医学部）

高橋 政代（理化学研究所）

鈴木 寛（東京大学教授・慶應義塾大学教授）

田中 里佳（順天堂大学病院）

高橋 良輔（京都大学大学院）

学生子ども会議代表：八島 萌瑛（順天堂大学）

副代表：浅霧 巴南（順天堂大学）※医学部生を中心に中高大学生の約60名で構成

Tokyo Great Santa Run 2019 企画運営委員会

東京都／世田谷区／目黒区／世田谷区教育委員会／目黒区教育委員会／

公益社団法人 東京都看護協会／一般社団法人 日本再生医療学会／TOKYOMX

認定NPO法人 フリー・ザ・チルドレン・ジャパン／NPO法人 絆プロジェクト2030／

NPO法人 アラスキッチンカー協会／おもちゃのマミー

◆名 称

◆開催日時

◆開催会場

◆趣旨目的

〈チャリティ〉

◆参加人数

参加料金

◆主 催

◆企画運営

◆後援

◆協力

参加費

◆チケット *サンタ衣装付(ノーマルサンタ)・衣装持ち込み(エコサンタ)共
大人サンタ 3,300円
学生サンタ 2,200円（高校生、大学生、専門学校、大学院生）
ジュニアサンタ 1,100円（3歳～中学生以下）
※ジュニアサンタでご用意できる衣装は、帽子のみとなります。

※「ラン&ファンウォーク」「ファンウォーク」、また衣装の有無に問わず、チケットの金額は同じです。

<開催概要>
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みんながわくわくする、年に一度のクリスマス。
それは、世界中の子どもたちが心を躍らせる特別な日。

子どもたちがサンタさんに想いを託し、
その想いを胸にサンタさんが走り、

そして子どもたちのもとへとクリスマスを届ける。
子どもたちとサンタさんが、

クリスマスのワクワクをともに分かち合う。
それが、東京グレートサンタランです。

入院生活をしている国内の子どもたちと。
医療を必要としている海外の子どもたちと。

クリスマスは年にたった一度のことだけど、
きっと心に残る思い出をつくれます。

サンタランがつむぐ「人と人」のつながり。
それは、この先もずっと続きます。

サンタさんになるのに資格はいりません。
少し前まで子どもだった若者を中心に

サンタさんとして走り、
病気と闘う子どもたちに思いを寄せる。

子どもたちと一緒に笑顔になる。

そんな特別なクリスマスを、
多くの人とシェアしたいと思っています。

特別な一日。私たちと
サンタさんになってみませんか。

201９年10月19日

Tokyo Great Santa Run 201９

企画運営委員会 学生子ども会議一同

Share Our X’mas
~みんなが本物のサンタになれる日~

主催：グレートサンタラン・オーガニゼーション

（一般社団法人OSAKAあかるクラブ内）

委員長：澤 芳樹（大阪大学医学部付属病院）

委員：森尾 友宏（東京医科歯科大学）

委員：中村 雅也（慶応義塾大学病院）

委員：志水 秀行（慶応義塾大学病院）

委員：鈴木 寛（東京大学 / 慶應義塾大学教授）

委員：高橋 政代（理化学研究所）

委員：田中 里佳（順天堂大学病院）

委員：高橋 良輔（京都大学大学院）

澤 芳樹
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◆開催内容

◆後援

日時
会場
参加人数
参加費

チャリティー先

：2019年12月22日（日）10:30～15:00
：駒沢オリンピック公園 中央広場
：3,500人
：

：慶応義塾病院 小児科（個人：70個・プレイルーム用：22個・絵本：５９冊）
東京医科歯科大学病院 小児科（個人：40個・絵本（書籍）：４０冊）
国立成育医療研究センター（個人：３００枚（フェイスタオル）プレイルーム用６８個）

榊原記念病院 小児科（プレイルーム用：２４個・絵本（書籍）：１０冊）
東京都立小児総合医療センター（プレイルーム・施設等：561床対象）※3月予定

※絵本（書籍）は、大日本印刷㈱さまのご協力で割引対応に丸善 丸の内店様にて
購入させていただいております。

※クリスマスプレゼントについては、おもちゃのマミー様の協力で割引対応にて
購入させていただいております。

東京都／世田谷区／目黒区／世田谷区教育委員会／目黒区教育委員会／

公益社団法人 東京都看護協会／一般社団法人 日本再生医療学会／TOKYOMX

◆ご挨拶

この度はTokyo Great Santa Run 2019へのご支援・ご協力を賜り、誠に有難うございました。
今回で2日目の開催となり、昨年同様に天候には恵まれませんでしたが、３５００名の方々にご参加い
ただき、盛会で無事に終える事が出来ました。

少しづつではございますが、東京でもグレートサンタランが浸透しつつあると手ごたえを感じでおり
ます。
今年も病気と闘う子どもたちにクリスマスプレゼントを届けることが出来たこと大変嬉しく思います。
また、海外では子ども達の健康向上のための水事業に使用をしていただく予定です。
子どもが子どもを支える夢のチャリティーイベントとしてSDGsを意識した開催が出来たことを誇りに
思います。

多くの方々に支えられて開催すること出来ました。
感謝を忘れずに、応援してくださった方々への感謝を込めて、継続出来るチャリティーイベントであ
り続けたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。

グレートサンタラン・オーガニゼーション
（一般社団法人OSAKAあかるクラブ内）

実行委員長 澤 芳樹

参加費

◆チケット *サンタ衣装付(ノーマルサンタ)・衣装持ち込み(エコサンタ)共
大人サンタ 3,300円
学生サンタ 2,200円（高校生、大学生、専門学校、大学院生）
ジュニアサンタ 1,100円（3歳～中学生以下）
※ジュニアサンタでご用意できる衣装は、帽子のみとなります。
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◆広報協力

株式会社サニーサイドアップ



◆ご協力いただいた皆様（敬称略・順不同）

<事業冠協賛>

大日本印刷株式会社

＜クリスタルスポンサー＞

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

<プラチナスポンサー>

アフラック生命保険株式会社

<ゴールドスポンサー>

コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社

<シルバースポンサー>

KLab株式会社/株式会社アクティオ/株式会社 朝日新聞社/佐川急便株式会社/佐藤製薬株式会社/

セイコーホールディングス株式会社/東進ハイスクール/プロポーションづくりのダイアナ/めちゃコミック/株式会社ロッテ

<ブロンズスポンサー>

エドワーズライフサイエンス株式会社/エヌ・ケーグループ/滋慶学園グループ/株式会社集英社/株式会社小学館/

テルモ株式会社/株式会社ニコン

<協力協賛>

CSLベーリング株式会社/アルケア株式会社/アボットメディカルジャパン合同会社/

医療法人社団OCFC会 大川こども＆内科クリニック/クオリプス株式会社/

特定非営利活動法人血管医学研究推進機構/株式会社 ジェイ・エム・エス/

シーホネンス株式会社/ジーライオングループ/セルソース株式会社/泉工医科工業株式会社/

第一三共株式会社/ナカライテスク株式会社/一般社団法人日本血液製剤機構/

日本メドトロニック株式会社/三井不動産株式会社/一般社団法人未来のテレビを考える会/

株式会社リィエイル

<協力>

CLOSE TO MY HEART JAPAN /TOKYO MX/認定NPO法人フリー・ザ・チルドレン・ジャパン/

NPO法人アラスキッチンカ―協会/おもちゃのマミー/ＮＰＯ法人絆プロジェクト２０３０/

プリモトイズ/株式会社メディカルノート/株式会社大創産業



チケット購入者情報
SNS運営レポート



【購入件数 年代×性別情報】

・総購入件数:708 (男性:216(30.5%)、女性:492(69.5%) 
・35歳～54歳の女性がメイン層となっていた。

⇒子どもを連れたお母さん世代の購入が多かったと推測できる。

年代×性別結果

【購入件数 居住地情報】

◆e+購入者情報①

Tokyo Great Santa RUN 2019（＠ オリンピック 中 場）チケット 入者 年 /  

マーケティングデータ 

｜CONFIDENTIAL ｜  eplus Inc. 

入者 は、35～54の がメイン 。（ が 70％） 

 

チケット 入  ：708  

Confidential information 

Tokyo Great Santa RUN 2019（＠ オリンピック 中 場）チケット 入者 年 /  

マーケティングデータ 

｜CONFIDENTIAL ｜  eplus Inc. 

入者 は、35～54の がメイン 。（ が 70％） 

 

チケット 入  ：708  

Confidential information 

都道府県 ⼈数 都道府県 ⼈数

東京 371人 ⼭梨 2人

神奈川 128人 熊本 2人

埼⽟ 82人 北海道 1人

千葉 61人 宮城 1人

栃⽊ 9人 福島 1人

大阪 9人 ⽯川 1人

茨城 7人 福井 1人

群⾺ 5人 滋賀 1人

静岡 5人 京都 1人

愛知 5人 奈良 1人

兵庫 4人 岡⼭ 1人

長野 3人 徳島 1人

岩手 2人 福岡 1人

新潟 2人
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【チケット販売推移】

販売推移結果

・11月下旬と12月中旬に販売数が伸びている。

【購入者 過去のその他公演購入情報】

会員経過年数結果

・昨年のTGSR購入者が首位で、Osaka Great Santa Runの購入者も多くいる。
・出演者であるブレイク☆スルー、大黒摩季さんのイベント購入者も多くなっている。
・その他、音楽フェスや飲食フェス購入者が多くファミリー層が多いことが想定される。

◆e+購入者情報②

マーケティングデータ 

｜CONFIDENTIAL ｜  eplus Inc. 

11月下 、12月中 に の がきており、 前の れはあまりない 

 

チケット 入者  ：1,476  

Confidential information 

Tokyo Great Santa RUN 2019（＠ オリンピック 中 場）  

マーケティングデータ 

｜CONFIDENTIAL ｜  eplus Inc. 

TGSR2019を 入した は、 年のTGSRがトップでその 、出 者の や地方のサンタランも 入している人が い 

Confidential information 

Tokyo Great Santa RUN 2019（＠ オリンピック 中 場） 入者のその 入 

 

チケット 入  ：708  
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< Twitter >

◆SNS運営(twitterアナリティクス）

【所感】

・「開催決定」の広告が表示回数が最も高い

・「大黒摩季」の広告はエンゲージメント率が高く、ファンはここから情報を得た可能性も高い。
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< Facebook※上位抜粋 >

◆SNS運営(Facebook/instagrum広告レポート）

【所感】

・サンタコスチュームの大行列のインパクトが強く、

大阪サンタランの動画からのインプレッションが最も良かった。

・Instagramは18歳～24歳が多く、男女差は少ない

・Facebookは25歳～34歳が多く、男性が多い→仕事中の閲覧が多い

ストーリー

0

50,000

100,000

150,000

200,000

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

年齢 FB IG

0

200,000

400,000

female male unknown

性別 FB IG
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< Google ディスプレイ広告 >

◆SNS運営(Google ディスプレイ広告レポート）

【所感】

・大バナーの表示回数が高かった。

・「25歳～34歳男性、モバイルを利用」が多く、14時頃が最も多い。

12



露出リスト
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現場写真



＜12月22日＠駒沢オリンピック公園 中央広場、ジョギングコース＞

◆写真
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＜病院訪問の様子＞

◆写真
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収支報告書
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Tokyo Great Santa Run2019 収支報告書


