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株式会社スポーツワン 

 

 

   

 

 

年間 2,000 以上のスポーツイベント企画制作を手がける株式会社スポーツワン（神奈川

県横浜市都筑区、代表取締役 武田利也）は、「チョコラン 2019～チョコレートを愛する人

のラン～」を本年度も愛知・大阪・埼玉・東京の全国 4 都市で開催決定し、エントリー受付

を開始しましたのでお知らせいたします。 

  

「チョコラン」は通常のランニングイベントの

「給水所」にちなみ、コース上に「給チョコ所」を

設置。たくさんのチョコを頬張りながら、ゴール

を目指す大人気ランイベントです。今年も複数の

参加カテゴリーをご用意し、タイム計測ありの 10

キロマラソンから、チョコとフォトスポットをメ

インにしたファンラン、大人も子どもも一緒に楽

しめる親子ペアランまで幅広い世代の方にご参加いただける内容となっています。 

 

今年の大注目はパワーアップした給チョコ所エリア。「チョコミント」や「ホワイトチョ

コ」「ミルクチョコ」「ストロベリーチョコ」など大人気のフレーバーだけを集めた「フレー

バーチョコレートゾーン」を新設し、味や色合いの違いをお楽しみいただけます。さらに人

気のチョコレートメーカーともタイアップ、宮内庁御用達の「コロンバン」の焼きショコラ

や、2006 年カナダ菓子業界で最高栄誉のカナディアン・グランプリを受賞した「ブルック

サイドチョコレート」(シーガルリンクス社提供)、大人から子供まで、幅広い世代に親しま

れている「アルファベットチョコ」でおなじみ「名糖産業」など、おなじみのチョコから一

押しのブランドチョコまで、様々な種類のチョコが食べ放題となっています。コーディネー

トテーマカラーは今年も「赤」に決定！参加者みんなで赤コーデに身を包み、たくさんのチ

ョコを頬張りながらゴールを目指すランニングエンターテインメント「チョコラン 2019」

にぜひご期待ください。 

   以上 

≪本件に関する報道関係者の方のお問い合せ≫ 

株式会社スポーツワン マーケティング事業部（新藤・新井） 

TEL：045-507-5321 ／ info@sportsone.co.jp  

チョコレートを愛するすべての人に贈るランイベント 

チョコラン 2019 

全国 4 都市で開催決定＆エントリー開始のお知らせ 
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大 会 名：チョコラン 2019 ～チョコレートを愛する人のラン～ 

 日程・会場：2018 年 12 月 9 日(日) 愛知 庄内緑地 

       2019 年 1 月 20 日(日) 大阪 服部緑地陸上競技場、公園内特設コース 

        2019 年 2 月 3 日(日) 埼玉 埼玉スタジアム 2002 

       2019 年 3 月 3 日(日) 東京 国営昭和記念公園 

 公式ＨＰ ：http://www.sportsone.jp/choco/ 

主   催：チョコラン実行委員会（株式会社スポーツワン内） 

協   賛：株式会社コロンバン、株式会社シーガルリンクス、名糖産業株式会社 

企画・運営：株式会社スポーツワン 

 

【50 種類以上のチョコが食べ放題！おすすめ 4 つのポイント！！】 

◆大人気のフレーバーチョコレートゾーンが新登場！ 

チョコレートの中でも、特に人気のフレーバーだけを集めたゾーンを新設！今話題のチ

ョコミントを始め、抹茶・ホワイトチョコ・ピンクチョコ(苺)・ミルクチョコの 5 種（予定）

をご用意。味はもちろん、色も分けられ、カラフルでインスタ映え間違いなし！”チョコ好

きの中のチョコ好き”の方にはたまらない企画となっています。 

＜一口メモ＞ 

チョコミントは近年のブームからもわかるように、大人気のフレーバー。インスタグラム

のハッシュタグ検索で「#チョコミント」が 348,973 件の投稿がヒット。抹茶味も同じく「#

抹茶」は 2,202,803 件、多くの人に愛されていることがわかります(2018/09/28 現在)。チ

ョコランは、そんな熱狂的なチョコレートファンの方々のご要望に応えます！ 

 

◆おなじみチョコからレアなチョコまで。ブランドチョコレートゾーン！ 

注目のタイアップチョコレートブランドをご紹介します。 

≪コロンバン≫ 

1924 年に創業、原宿に本店を構える、日本で初めて本格的なフ

ランス菓子を提供した洋菓子メーカー。チョコランでは、厳選素

材を使用したココア生地のクッキーやモンドセレクション 3 年

連続金賞を受賞した焼きショコラまで、幅広くご提供。 

≪ブルックサイドチョコレート≫ 

フルーツ、ベリー類の大産地・カナダ、フレーザーバレーから始まり、

フルーツやナッツとチョコの最高の組み合わせのために歳月をかけて

理想的なレシピを作り出しました。良質なフルーツを中に入れたブル

ックサイドチョコレートをご提供します。 

「チョコラン 2019」開催概要 

 

http://www.sportsone.jp/choco/


≪名糖産業≫ 

 アルファベットチョコレートやアーモンドチョコレート、ぷくぷく

たいエアインチョコなど、大人から子供まで幅広く楽しむことがで

きる、多種多様なチョコレートで有名。チョコランではアルファベ

ットチョコレートを始め、お馴染みのチョコをご用意します。 

 

◆チョコを食べたらほっと一息、ホットドリンクゾーン 

寒い冬と言ったら、ホットドリンク。チョコレートと相性抜群の、コーヒー、カフェオレ、

ココアなどの温かい飲み物をご用意します！家族や友人、恋人と一緒にチョコを食べて、ド

リンクを飲んで、ほっと一息つきましょう。 

 

◆みんなで赤コーデ 

 

昨年から引き続き、大好評の企画「赤コーデ」。当日のコーディネートの中に赤色を入れ

て、リンクコーデやオソロコーデを楽しむことができます。会場が赤色でいっぱいになると、

会場全体がインスタ映えスポットに！チョコはもちろん、写真も楽しみましょう！ 

 

【そのほかにもお楽しみ企画が盛りだくさん！】 

◆あーんチョコ 

 ランニングを頑張った後のご褒美に、「あーんチョコ」。ゴールした後、イケメン・美女に

チョコをあーんしてもらえる特典！おいしいチョコ×イケメン・美女からのあーんで、一気

に疲れも吹っ飛びます。ランニングも頑張ってください！ 

 

◆親子満喫ウェーブ 

 親子専用のウェーブを新設。親子で、家族みんなで、安心してチョコとランニングを楽し

むことができます！思いっきり走って、好きなだけチョコを満喫してください。 

 

◆10km ランは正確なチップ計測 

 チョコランはファンランだけではなく、正確なタイム計測もある 10km ランもあります。

これを機にランニングを始めたい方、普段の練習の成果を発揮したい方、ぜひ 10km ランを

走ってみてください！もちろん、チョコもお楽しみいただけます。 

 



 

 

【エントリー方法】 

◆スポーツワン公式アプリ： 

（AppStore） https://itunes.apple.com/jp/app/sportsone/id1055582775?mt=8 

（google play） https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.sportsone.app 

◆スポーツワン公式ＷＥＢ：http://www.sportsone.jp/choco/ 

◆ランネット      ：各大会順次エントリー開始予定。「チョコラン」で検索 

※公式アプリではシステム決済に対応し、お得にエントリー可能！ぜひスポーツワン公式

アプリをご利用ください。 

 

【エントリー期間】 

愛知大会は 10 月 5 日エントリー開始！大阪・埼玉・東京はエントリー受付中！ 

場所 会場 日程 早割エントリー 通常エントリー 

愛知 庄内緑地 2018/12/9 2018/10/5~2018/11/11 2018/11/12~2018/12/2 

大阪 服部緑地 2019/1/20 2018/9/28~2018/12/9 2018/12/10~2019/1/13 

埼玉 埼玉スタジアム 2002 2019/2/3 2018/9/28~2019/1/6 2019/1/7~2019/1/27 

東京 国営昭和記念公園 2019/3/3 2018/9/28~2019/2/23 2019/1/27~2019/2/24 

 

【参 加 費】 

≪埼玉・東京大会／１周：約 2km の周回コースです≫ 

≪愛知・大阪大会／１周：約 2.5km の周回コースです≫ 

※東京大会は上記の金額に、昭和記念公園入園料 300 円/人(中学生以上)が加算されます。 

※通常エントリー料金は上記金額に＋500 円/人が加算されます。 

【ＬＩＮＥ＠キャンペーンでお得にエントリー】 

◆チョコランを企画・運営するスポーツワン公式 LINE＠を要チェック！ 

 より多くのお客様にイベント情報をお伝えできるよう、スポーツワン公式 LINE＠アカウ

ントを開始しました。チョコランの情報はもちろん、その他マラソン大会やヨガなどの情報

も盛りだくさん。友達追加でチョコランをお得にエントリーすることができるクーポンキ

ャンペーンを期間限定で配信予定！ 

エントリー方法 / エントリー期間 / 参加費 

 

親１名＋子１名 親１名＋子２名

２km （１周／制限時間６０分） なし 23,000円 4,900円 3,500円 2,100円 6,700円 8,500円

４km （２周／制限時間８０分） なし 26,000円 5,500円 4,100円 2,700円 ‐ ‐

10km （５周／制限時間８０分） あり ‐ 6,000円 ‐ ‐ ‐ ‐

５名グループ割

（高校生以上）
参加カテゴリー

親子ペアラン
小学生以下中学生高校生以上計測

親１名＋子１名 親１名＋子２名

２.5km （１周／制限時間６０分） なし 23,000円 4,900円 3,500円 2,100円 6,700円 8,500円

５km （２周／制限時間８０分） なし 26,000円 5,500円 4,100円 2,700円 ‐ ‐

10km （５周／制限時間８０分） あり ‐ 6,000円 ‐ ‐ ‐ ‐

５名グループ割

（高校生以上）
参加カテゴリー 計測 高校生以上 中学生 小学生以下

親子ペアラン



■企画・運営会社紹介 

≪株式会社スポーツワン≫ 

年間 2,000 以上のスポーツイベント企画制作を手がけ

る、スポーツマーケティング＆ヘルスケアカンパニ

ー。日本最大級の企業対抗駅伝をはじめ、様々なアマチュアスポーツイベントを年間通じて

開催しているほか、法人向けヘルスケアサービスや社内スポーツ大会の制作、「バブルラン」

や「ウォーリーラン」など若年層向けにいわゆる「ファンラン」も自主事業とし多数開催。

また、スポーツポータルサイト「SPORTSONE」を運営し、スポーツマーケティングの視点

から人々の健康づくりとスポーツライフを多角的に支援している。 

▽スポーツポータルサイト「SPORTSONE」：http://www.sportsone.jp/ 

▽スポーツワン公式 SNS アカウント 

Facebook  ： https://www.facebook.com/sportsone.jp/ 

Twitter   ： https://twitter.com/sportsone_jp 

Instagram  ： https://www.instagram.com/sportsone_jp/ 

LINE@ ：  

 

 

 

≪本イベントの企画・運営に関する一般の方からのお問い合せ≫ 

チョコラン運営事務局（株式会社スポーツワン内）  

funrun@sportsone.co.jp 

http://www.sportsone.jp/
https://www.instagram.com/sportsone_jp/
mailto:run@sportsone.co.jp

