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令和３年３月２４日 

 

北陸新幹線福井・敦賀開業後の春 

福井でフルマラソン大会開催！ 

 

 

 

  報道機関各位 

 

「arbee cup さつきランアンドウォーク企業対抗戦」福井県大会の開催について 

 

北陸新幹線福井・敦賀開業後のフルマラソン大会開催に向けた県内機運の醸成、また、

スポーツや運動に積極的に取り組むことを通して、企業活動の活性化を促進するととも

に、将来的なフルマラソン大会参加者の裾野拡大を図ることを目的として、下記のとおり

イベントを開催しますので、お知らせします。 

 

記 

 

実 施 内 容： 

(一財)アールビーズスポーツ財団が主催する「arbee cup さつきランアンドウォーク

企業対抗戦」における福井県内の順位を独自集計し、福井で一番走る・歩く企業を発表・

表彰する「福井県大会」を開催します。 

   

 

 

 

 

種目 ランニングの部  ウォーキングの部  

使用する 

アプリ 
  TATTA（タッタ） 

  スポーツタウン WALKER 

（スポーツタウンウォーカー） 

申込期間 

法人・事業所としての申込みと、参加者各自の申込みが必要です。 

① 法人・事業所エントリー ～2021年 4月 11日(日) 

② 参加者各自のエントリー 2021年 4月 12日(月)～5月 31日(月) 

開催期間  2021年 5月 1日(土)～5月 31日(月) 

参加資格 

（１）法人・事業所 

・法人格を有していること 

・法人全体または本社、支社、事業所等、所在地が異なる事業所単位で 

参加できること（同一事業所内の複数チームの参加不可） 

例）福井県庁(本庁)、福井土木事務所(出先機関)     → ＯＫ 

福井県庁スポーツ課等、県庁(本庁)内の部署単位 → ＮＧ 

・１法人・事業所５人以上で参加できること 
 

（２）参加者 

・（１）で申込手続きをした法人・事業所に所属している従業員等 

・スマートフォンユーザーで、Sports NET ID（RUNNET）※ への会員登録 

ができる方 

参加料  無 料  

福井フルマラソン準備委員会 

（代表事務局）福井県交流文化部スポーツ課 

担 当 者 寺島、古市 

電話番号 ０７７６－２０－０７４７ 

県庁内線番号 ２２５５、２２６２ 

 

「arbee cup さつきランアンドウォーク企業対抗戦」 
 法人・事業所で 5 人以上のチームを組み、5 月の 1 か月間、専用のスマートフォンアプリでそ
れぞれの走行距離や歩数を記録し、チームの平均走行距離・平均歩数をほかの法人・事業所と
WEB 上で競う、バーチャルスポーツイベントのこと。 

参考 
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※Sports NET ID とは、(株)アールビーズが運営するランナー向けﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ「RUNNET」を中心とした 

同社の複数サービスに共通して使用できる ID のこと。【登録無料】 

※RUNNET とは、(株)アールビーズが運営する、全国のマラソン大会等へのエントリーや練習日誌、 

ショッピング等ができるランナーのためのﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄのこと。【登録無料】 

 

 特典・表彰等：イベント主催者による表彰のほか、福井県大会の上位入賞企業には独自の 

表彰、また福井県マスコットキャラクター「はぴりゅう」が SNS等で応援 

します。 

 そ の 他：詳細は添付のチラシのほか、福井県スポーツ情報ポータルサイト 

「F.sports!」内、フルマラソン特設ページをご覧ください。 

https://f-sports.pref.fukui.lg.jp/event/marathon 

        合わせて、イベント主催者の公式サイトもご覧ください。 

        https://sports-town.jp/corporate2021 



2021年５月１日 ～ ５ 月 3１ 日土

福井県大会 同時開催

参加
無料

北陸新幹線福井・敦賀開業後の春 福井でフルマラソン大会 開催！

月

イベント期間

イベントの特徴 ① スマホがあれば、いつでも、どこでも参加可能！

専用アプリをダウンロードしたスマートフォンがあれば、いつでも、どこでも参加できます！
※日常生活の歩行もカウントされます。

イベントの特徴 ② リアルタイムなランキング表示で、モチベーションアップ♪

イベントの特徴 ③ 特典や表彰あり！

イベントの特徴 ④ 簡単な手続きでエントリー可能！ 法人・事業所エントリーは
４ 月 1 1日 （ 日 ） ま で ！

法人・事業所のランキングだけでなく、個人のランキングもほぼリアルタイムにチェックできます！
仲間やほかの法人・事業所と競い合うことでモチベーションがアップします。

■～4月11日（日）
法人・事業所エントリー ※代表者１名

■4月12日（月）～5月31日（月）
チームメンバーのエントリー ※メンバー各自

イベント主催者による表彰のほか、福井県大会の上位入賞企業には独自の表彰、また福井県
マスコットキャラクター「はぴりゅう」がSNS等で応援します！このほか、当イベントの協賛企業
によるお得なクーポン等（主催者による特典）が発行されます。【予定】

法人・事業所で５人以上のチームを組み、５月の１か月間、専用のスマートフォンアプリでそれぞれ
の走った距離や歩数を記録し、チームの平均走行距離・平均歩数を全国の企業同士で競うバーチャル
スポーツイベントです。
当イベントに合わせ、福井県内の順位を独自集計し、福井で一番走る・歩く企業を発表・表彰する
福井県大会 を同時開催します！

イベント内容



メンバー各自のエントリー

法人・事業所エントリー

公式ホームページ内のエントリーフォームからチームの代表者がお申し込みください。

＜参加資格＞
● 法人格を有していること
● 法人全体または本社、支社、事業所等、所在地が異なる事業所単位で参加できること

※同一事業所内の複数チームの参加不可
例）福井県庁(本庁)、福井土木事務所(出先機関)     → ＯK

福井県庁スポーツ課等、県庁(本庁)内の部署単位 → ＮＧ
● １法人・事業所５人以上で参加できること エ ン ト リ ー フ ォ ー ム

（公式ホームページ内）

～2021年
4月11日（日）まで

ランニングの部（TATTA）

4月12日（月）～
5月31日（月）まで

ウォーキングの部(スポーツタウン WALKER)

① 「TATTA（タッタ）」アプリをダウンロードし、Sports NET ID※

と連携する（RUNNET※の会員登録をする）。

② アプリ内のイベントページから「さつき・ラン&ウォーク」に申し込み

をする。

① 「スポーツタウンWALKER（スポーツタウンウォーカー）」アプリを

ダウンロードし、Sports NET IDと連携する（RUNNETの会員

登録をする）。

② アプリ内のイベントページから「さつき・ラン&ウォーク」に申し込み

をする。

登録手順

エントリー方法の
詳細はこちらから
確認してください。

参 加 方 法
5月1日（土）～
5月31日（月）まで

ランニングの部（TATTA）

ウォーキングの部(スポーツタウン WALKER)

① ランニング開始時、「TATTA（タッタ）」アプリを起動し、スタートボタンを押す。

② ランニング終了時にストップボタンを押す。

③ アプリからランキングを確認する。

① 「スポーツタウン WALKER（スポーツタウンウォーカー）」アプリをインストールしたスマートフォンを身につけて歩く。

② 歩数データをランキングに反映するため、アプリを適宜起動する。

【福井県大会開催趣旨】

北陸新幹線福井・敦賀開業後のフルマラソン大会開催に向けた

県内機運の醸成、また、スポーツや運動に積極的に取り組むこと

を通して、企業活動の活性化を促進するとともに、将来的なフル

マラソン大会参加者の裾野拡大を図ることを目的としています。

【注意事項】

● イベントに参加するには、「Sports NET ID」（RUNNET）への会員登録が必要です。また、会員情報は、参加者情報の集計や特典管理等のために必要な範囲で

福井県スポーツまちづくり推進機構及び福井フルマラソン準備委員会（いずれも福井県交流文化部スポーツ課内）へ提供されることがあります。

● 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ソーシャルディスタンスの保持等に留意しながら運動を行ってください。

● イベントの詳細は、公式ホームページおよび福井県スポーツ情報ポータルサイト「F.sports!」をご確認ください。

※Sports NET ID
(株)アールビーズが運営する、ランナー向けポータルサイト
「RUNNET」を中心とした同社の複数サービスに共通して
使用できるIDのこと。【登録無料】

※RUNNET
(株)アールビーズが運営する、全国のマラソン大会等への
エントリーや練習日誌、ショッピング等ができるランナーの
ためのポータルサイトのこと。【登録無料】

主催／
(一財)アールビーズスポーツ財団

運営／
株式会社アールビーズ内大会事務局
電話：03-6804-3383（平日10:00～17:00）
MAIL：satsuki_runwalk@runners.co.jp 公式HPはこちら

福井県大会企画／
福井県スポーツまちづくり推進機構
福井フルマラソン準備委員会 共同企画
（福井県交流文化部スポーツ課内）
電話：0776-20-0747
MAIL：marathon@pref.fukui.lg.jp 「F.sports!」はこちら



令和３年４月３０日 

 

北陸新幹線福井・敦賀開業後の春 

福井でフルマラソン大会開催！ 

 

 

 

 

  報道機関各位 

 

「arbeee オンラインラン＆ウォークシリーズ さつき・ラン＆ウォーク企業対抗戦 2021」 

福井県大会の参加企業について 

 

令和３年３月２４日付けでお知らせしたみだしのバーチャルスポーツイベントについ

て、福井県大会の参加企業が決定しましたので、お知らせします。 

明日から始まる５月の１か月間、各法人・事業所が福井で一番走る・歩く企業を目指し

て、ランニングとウォーキングに取り組んでいきます。 

 

記 

 

 
 

 ※中間結果を５月中旬頃、最終結果を６月中旬以降に発表する予定です。 

 ※法人・事業所によって、ランニングの部・ウォーキングの部のいずれか、または両方に参加 

します。参加状況は、福井県スポーツ情報ポータルサイト「F.sports!」で随時掲載します。 

「F.sports!」内 フルマラソン特設ページ 

 https://f-sports.pref.fukui.lg.jp/event/marathon 

Ｎｏ 法人・事業所名 Ｎｏ 法人・事業所名

1  株式会社アイケープラスト 17  株式会社武生環境保全

2  一般社団法人ekimaemall 18  西田建設株式会社

3  越前市役所 19  日華化学株式会社 福井本社

4  越前たけふ農業協同組合 本店 20  八田経編株式会社

5  社会福祉法人大野和光園 21  公益財団法人福井県スポーツ協会

6  株式会社ALL CONNECT 福井本社 22  福井県庁

7  株式会社川上測量コンサルタント 23  福井県農業試験場

8  株式会社キハラ 本社 24  公益財団法人福井市観光協会

9  株式会社グラントイーワンズ AUBE FOR ONE 25  福井市役所

10  坂井市役所 26  福井市役所 東京事務所

11  株式会社サンワコン 本社 27  株式会社福井新聞社

12  自治労福井市職員労働組合 28  株式会社福井新聞PRセンター

13  スキット株式会社 29  福井ベルト工業株式会社

14  株式会社そごう・西武 西武福井店 30  株式会社山田修整 福井本社工場

15  大和証券株式会社 福井支店 31  株式会社リビック福井

16  高嶋技研株式会社 （50音順）

福井フルマラソン準備委員会 

（代表事務局） 

福井県交流文化部文化・スポーツ局スポーツ課 

担 当 者 古市、中田 

電話番号 ０７７６－２０－０７４７ 

県庁内線番号 ２２５５、２２６２ 

 


