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2018 年度 京葉線×沿線トップスポーツチーム連携プロモーション

We are KEIYO TEAM６ ～京葉線、行こうぜ応援！～

『KEIYO TEAM6』ラッピングトレインが走ります！
～

京葉ベイサイドラインプロジェクト

～

JR 東日本千葉支社では、2015 年に「京葉ベイサイドラインプロジェクト」を立ち上げ、選ばれ
続ける京葉線の実現に向けて、沿線地域のまちづくりを行っています。
2016 年 8 月より、JR 京葉線沿線に本拠地を持ち活動するスポーツチーム、バルドラール浦安（フ
ットサル）、千葉ジェッツふなばし（バスケットボール）、オービックシーガルズ（アメリカンフ
ットボール）、千葉ロッテマリーンズ（野球）、千葉ゼルバ（バレーボール）、ジェフユナイテッ
ド市原・千葉（サッカー）の６チームを ｢KEIYO TEAM６｣ と称し、6 チームと JR 東日本千葉支
社が相互に連携してプロモーションを行い、スポーツによる京葉線の沿線地域活性化・まちづくり
を推進しています。6 チームは、各競技のトップリーグに所属するスポーツチームであり、京葉線
ならではの魅力と位置づけ、同プロモーションを通じて、「地域」と「チーム」を盛り上げてまい
ります。
2018 年度の取り組みとして、昨年に続き 2 度目となる「KEIYO TEAM6」ラッピングトレイン
（6 チームの選手のビジュアルをデザイン）を運行するほか、さらにパワーアップしたプロモーシ
ョンを展開します。

■2018年度

京葉線、行こうぜ応援！プロモーション概要

＜キャッチフレーズ＞
「We are KEIYO TEAM6

～京葉線、行こうぜ応援！～」

＜2018-2019シーズンスローガン＞
「六球入魂」
◆ラッピングトレイン
運行期間：2018年9月16日（日）～2018年11月30日（金）※予定
運転区間：京葉線（東京～蘇我間、西船橋～南船橋間）、内房線（千葉～上総湊間）、外房線（蘇
我～上総一ノ宮間）
内容：

京葉線E233系（10両）1編成に「KEIYO TEAM6」デザインを実施
・車体ラッピング（チームデザイン各1両 計6両、6チーム共通デザイン4両）
・車内ポスター掲出、トレインチャンネル（60秒）放映

＊共通車両デザイン

＊チーム車両デザイン
バルドラール浦安

オービックシーガルズ

千葉ジェッツふなばし

千葉ロッテマリーンズ

千葉ゼルバ

ジェフユナイテッド市原・千葉

ラッピングトレイン内
＜車内ポスター＞
内容： 車内に「KEIYO TEAM６」デザインポスターを掲出
チームデザイン各1種、共通デザイン3種

＊車内ポスタービジュアル

＜トレインチャンネル＞
内容： 車内のトレインチャンネルにて「KEIYO TEAM６」のオリジナル映像を放映

◆京葉線沿線情報アプリ
リリース時期：9月予定
内容： 京葉線沿線と「KEIYO TEAM6」の情報アプリ
※詳細は後日発表いたします。
◆京葉線沿線店舗キャンペーン
実施時期：12月予定
内容： 京葉線駅店舗と「KEIYO TEAM６」のコラボキャンペーンを実施
※詳細は後日発表いたします。
◆駅ポスター
掲出時期：10月以降掲出予定
内容： 京葉線各駅及び千葉支社管内主要駅に掲出
◆トレインチャンネル
掲出時期：2019年2月放映予定
内容： 首都圏（※）を走る主要路線の車内で放映
※山手線、京葉線、中央快速線、京浜東北線、埼京線など
◆その他
合同イベントの実施
例）「夏の終わりの思い出づくり！親子で楽しむトレインフェスタ」
（8/23開催@イオンモール幕張新都心）での6チーム参加など

＊駅ポスタービジュアル（イメージ）

2018年度プロモーション制作物掲載予定選手
■千葉ジェッツふなばし
♯2
富樫 勇樹
♯11 西村 文男
♯21 ギャビン・エドワーズ
♯27 石井 講祐
♯31 原 修太
♯34 小野 龍猛

■オービックシーガルズ
♯1
砂川 敬三郎
♯3
スカイラー・ハワード
♯11 ケビン・ジャクソン
♯16 三宅 剛司
♯18 木下 典明
♯21 ブロンソン・ビーティ―
♯23 バイロン・ビーティ―.Jr
♯29 李 卓
♯33 仲里 広章
♯43 望月 麻樹
♯49 星野 貴俊
♯59 山本 祐介
♯85 ホールデン・ハフ

■バルドラール浦安
♯3
ディドゥダ
♯9
永島 俊
♯10 加藤 竜馬
♯12 藤原 潤
♯13 青山 竜也
♯20 野村 啓介

■千葉ロッテマリーンズ
♯7
鈴木 大地
♯8
中村 奨吾
♯9
福浦 和也
♯12 石川 歩
♯16 涌井 秀章
♯44 井上 晴哉
♯86 マイク・ボルシンガー

■千葉ゼルバ
♯1
浅野 晶
♯3
藤原 裕和
♯5
荒木 優
♯8
村松 俊輔
♯9
大井手 脩輔
♯10 吉岡 佳徳

■ジェフユナイテッド市原・千葉
♯3
近藤 直也
♯5
増嶋 竜也
♯7
佐藤 勇人
♯9
ラリベイ
♯10 町田 也真人
♯11 船山 貴之
♯13 為田 大貴
♯18 熊谷 アンドリュ―
♯20 矢田 旭
♯25 茶島 雄介

※各デザイン、ビジュアル、掲載選手は変更になる場合があります。

【参考】
●「京葉ベイサイドラインプロジェクト」実施の背景
京葉線は、2015年度に全線開業25周年を迎えており、比較的歴史が浅く沿線における開発事業
等を踏まえると今後の成長が見込まれる。25周年を機に立ち上げた京葉ベイサイドラインプロジェ
クトでは、「進化する毎日。京葉線」をキャッチフレーズとし、京葉線沿線価値を向上させること
により、沿線にお住まいの方、沿線を訪れる方から「選ばれ続ける京葉線」となることを目的に、
様々な施策に取り組んでいる。
【2018年度取り組み事例】
・「夏の終わりの思い出づくり！親子で楽しむトレインフェスタ」（8/23開催）
・京葉線沿線情報アプリリリース（9月予定）
【2017年度取り組み事例】
・「ホテルドリームゲート舞浜 アネックス」開業
・「KEIYO TEAM６」ラッピングトレイン運転/お披露目式典
・海浜幕張駅フラッシュモブ、新習志野駅フラッシュモブ/ミニコンサート
・京葉線ハートの吊り手（12月/2月の2回実施）
・「案内サインゲート」の設置（新習志野駅）※千葉工業大学様との協業

＊2018.8/23 ﾄﾚｲﾝﾌｪｽﾀ@ｲｵﾝﾓｰﾙ

【2016年度取り組み事例】
・葛西臨海公園駅リニューアル
・Facebook「進化する毎日、京葉線」の開設
・「るるぶ京葉線」の発刊
【2015年度取り組み事例】
・蘇我駅、舞浜駅改良、ディラ蘇我開業
・わくわく京葉でんしゃまつり2015

＊2018.2/10 千葉工大によるﾌﾗｯｼｭﾓﾌﾞ@海浜幕張駅

・千葉みなと～西船橋開業30周年京葉バースデートレイン運行

●「KEIYO TEAM6」の取り組みの目的
地

域

●スポーツによる京葉線沿線地域の魅力あるまちづくり、元気な地域づくりの推進
●「行きたくなる」「住みたくなる」「集まりたくなる」沿線まちづくりの実現
チーム

●競技の枠を超えた相乗効果による各チームの認知度向上と新たなファン層の獲得
●地域のチームとして応援いただく風土づくり
●応援を通じた地域の人々の交流の創出と各チームが目指す沿線地域の活性化推進

●JR京葉線地図／チーム活動拠点

●シーズンカレンダー
チーム名

2018

2019

4

5

オービックシーガルズ
千葉ロッテマリーンズ

8

9

10 11 12

Bリーグ
Xリーグ
パシフィックリーグ
Vリーグ

千葉ゼルバ
ジェフユナイテッド市原・千葉

7

Fリーグ

バルドラール浦安
千葉ジェッツふなばし

6

Jリーグ

1

2

3

●2017年度プロモーション内容
＜2017-2018スローガン＞
「一緒に湧こう、一緒に燃えよう！」
◆ラッピングトレイン
運行期間：8月1日～10月末日
内容： 「KEIYO TEAM６」デザインの列車1編成（10両編成）が京葉線を運行
チームデザイン各1車両 計6車両、6チーム共通デザイン車両4両
◆駅ポスター
掲出時期：8月、2月掲出
内容： 「KEIYO TEAM６」ポスターを京葉線各駅及び千葉支社管内主要駅に掲出
◆トレインチャンネル
掲出時期：11月放映
内容： 「KEIYO TEAM６」トレインチャンネルを首都圏（※）車内で放映
※山手線、京葉線、中央快速線、京浜東北線、埼京線など
◆ポケットスケジュール
配布時期：6月、9月、11月、2月発行
内容：「KEIYO TEAM６」の試合日程が一覧できるポケットスケジュールを京葉線各駅のパンフ
レットラック等にて設置・配布（無料）
◆チーム紹介「FAN BOOK」
配布時期：7月発行
内容：「KEIYO TEAM６」のチーム情報が１冊にまとまったファンブックを京葉線各駅のパンフ
レットラック等にて設置・配布（無料）
◆京葉線沿線店舗キャンペーン
実施時期：9月7日～9月30日
内容： 京葉線各駅店舗と6チームのコラボキャンペーンを実施

