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- 東京レインボープライドミッション -

「 “性” と “生” の多様性を祝福する場」をつくる

- 東京レインボープライドミッション -

「 “性” と “生” の多様性を祝福する場」をつくる

プライドウィーク

2019/4/27（土）～ 5/6（月祝）

東京都内を中心に全国各所で

開催されるLGBT関連イベント

東京レインボープライド2019

プライドフェスティバル

2019/4/28(日)＆4/29(月祝)

代々木公園にて開催される日本最

大のLGBTの祭典

・ステージ

・ブース（出展団体による展示）

パレード

2019/4/28(日)14:00 –

渋谷・原宿の街をパレードし多様

性を称え・訴える

ステージ

ブース



東京レインボープライド2019 パレード

実施日時：2019/4/28（日） 14:00 –

コース：代々木公園→渋谷公園通り→渋谷モディ→明治

通り→表参道→代々木公園

過去最多の52のフロートに分かれて、10,915名のLGBT

とアライがGW最終日の渋谷・原宿の街を練り歩きまし

た。

沿道では来場者以外の多数の通行人からも応援の声が上

がりました。

また、協賛企業様を含め多数の企業様の店舗でレイン

ボーフラッグや屋外広告が掲げられ、パレードを彩りま

した。

その様子は多くのメディアで取り上げられLGBTの存

在・課題の可視化を一層すすめる事ができました。



東京レインボープライド2019 フェスタ

開催日：2019/4/28(日) & 4/29(月祝)

■ブース

代々木公園イベント広場では、LGBT当事者団体・企業・

大使館などが過去最多のブースを出展し、来場者と触れ

合いを持ちました。

特に趣向を凝らした企業ブースが多数あり、来場者・メ

ディアから大変多くの反響を頂きました。

■ステージ

代々木公園野外ステージでも多数のプロのアーティスト

と公募から選ばれた出演者達が力強いパフォーマンスを

行い、来場者に楽しんで頂きました。

出演アーティスト：m-flo/中村中/ 青山テルマ/水曜日の

カンパネラ/清水ミチコ/星屑スキャット（一部）

TRP2019では過去最高の来場者数（約200,000人）と過去

最高の出展団体（278団体）を記録する事が出来ました。



プライドウィーク

期間：4/27(土)～ 5/6(月祝)

LGBTに関連する６９個のイベントがレインボーウィー

クをプラットフォームとして東京を中心に各所で実施さ

れました。

4/27(土)のLGBT全国活動家交流会では、全国でパレード

を行っているLGBTQ当事者を中心に参加者同士のネット

ワーキングを行いコミュニティ全体の繋がりを作る場を

企画いたしました。

4/30(火祝)の「Youth & Family Pride」ではMAGNET 

by SHIBUYA109の屋上イベントスペースを会場に子供か

ら大人まで、すべての世代・すべてのジェンダーの方々

が、垣根を作らず気軽に集える場所を提供。

その他、各所でLGBTにまつわるシンポジウム・パー

ティイベント等が多数開催され、理解・啓発が促進され

ました。
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ご協賛の御礼

今春、『東京レインボープライド2019』は約20万人もの方々に

ご来場いただき、無事、終了いたしました。これもひとえに、協

賛企業・団体の皆様からのご支援・ご協力の賜物です。この場を

借りて、あらためて御礼を申し上げます。

2019年は、1969年にニューヨークで起こった「ストーンウォー

ル事件」から50年、そして、東京で日本初のプライドパレードが

1994年に開催されてから25年の記念の年にあたります。

原点に立ち返りたいという思いを込めて、「I HAVE PRIDE～ある

がままを誇ろう。」を、『TRP2019』のテーマとして掲げました。

「PRIDE」という言葉は、ストーンウォール事件以来、セクシュ

アルマイノリティの人権活動において、最も大切にしてきたもの

の一つです。節目となる2019年に、あらためて「PRIDE」という

言葉と真摯に向き合い、あるがままの自分を誇って生きていこう。

そんな思いを胸に、今年の経験を生かしつつ、来年に向けてさら

に良いものを作りあげていければと思っております。

まだまだ至らないところも多々ございますが、TRP2020に向けて

もぜひ、ご支援・ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。

特定非営利活動法人 東京レインボープライド
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メディア掲載
東京レインボープライド媒体
（WEBサイト・紙媒体・SNS）

での情報発信

イベント動員



イベント動員

■パレード＆フェスタ

代々木公園の会場に過去最高の約200,000人の

方々にご来場いただきました。

DAY1(4/28) 120,000人、DAY2(4/29) 80,000人

パレード：10,915人

※昨年(150,000)比：+33.3％

■レインボーウィーク（ 4/27～）

69のイベントが開催され、約4,000人の方々にご参

加いただきました。

■協賛企業様数

協賛企業・団体様は過去最高の278にのぼりまし

た。

※昨年（213）比：+30.1％
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東京レインボープライド媒体

（WEBサイト・紙媒体・SNS）での情報発信

■WEBサイト

3～5月のPV数が1,321,836。

昨年比(1,056,500)：+25.1％

■紙媒体

TRP機関誌『BEYOND』15,000部

イベント情報誌『タブロイド判ガイド』80,000部

■Twitter 投稿数:279  RT数:7,778  いいね！数:15,761

■Facebook 投稿数:237  ｼｪｱ数:1,097  いいね！数:16,693

■Instagram 投稿数:46   いいね！数:9,635

■SNS（ 3～5月）



フジテレビ

テレビ・新聞等のマスメディアに多数

取り上げられました。

NHK

NEWS645 ニュース・気象情報

日テレ

Oha!4NEWS ZIP!

news every.

その他
テレビ、新聞・雑誌各紙で掲載。

S-PARK

FNN Live News α – にて

出展企業のLGBTへの取り組み
が特集されました

NONSTOP!

＊サニーサイド社調べ

＜日本航空＞

＜みずほFG＞

＜SUUMO＞

＜その他企業＞

メディア掲載～マスメディア～



メディア掲載～マスメディア～

Yahoo！ニュースなど、各種WEBメディアに2,389件取り上げられました。

WEB Yahoo!ニュースだけで30回以上イベント関連記事を掲載（下記、見出し抜粋）。

＊サニーサイド社調べ

【掲載WEBメディア例】Yahoo! ニュース/東京新聞/はてなブックマーク/BUSINESS LIVE/SHIKOKU NEWS/朝日新聞デジタ

ル/BuzzFeed/HUFFPOST/NewsPicks/BIGLOBEニュース/ニューヨーク経済新聞/バンクーバー経済新聞/バンコク経済新聞/ヨコハ
マ経済新聞/時事ドットコム/BLOGOS/ニュートピ！/livedoor ニュース/テレ朝news/広島ホームテレビ/名古屋テレビ/ViMET/109
ニュース シブヤ編集部/fumumu/エキサイトニュース/FNN.jpプライムオンライン - This kiji is/FNNプライムオンライン/CREA 
WEB/Cubeニュース/DIAMOND online/infoseekニュース/JBpress/JJnet/JORUDAN SOCRA NEWS/Mart Community Blog/ORICON 
NEWS/PR Times/RBB TODAY/SEOTOOLSニュース/STORY/STRAIGHT PRESS/Techable/Traicy/VERY/ZDNet Japan/イザ！/イン
ターネットコム/ニコニコニュース/ハピママ*/プレジデントオンライン/フレッシュアイニュース/マピオンニュース/楽天woman/
現代ビジネス/財経新聞/産経ニュース/東洋経済オンライン/（YOMIURI ONLINE）/暮らしニスタ/msnエンタメ/music.jp/朝日新聞
デジタル＆M/TBSラジオ FM90.5+AM954/Fashion-J.com/グノシー/auヘッドライン/msnマネー/ハーバービジネスオンライン
/CINEMATOPICS/アゴラ/女子旅プレス/ムビッチ/ News/au Webポータル/モデルプレス/エンタメウィーク/R25/@nifty ニュース
/DailyNewsOnline/ウーマンエキサイト/まいじつ/antenna/毎日新聞/マイナビニュース/コスモポリタン/選挙ドットコム/マガジン
9/FIDELI/SANSPO.COM/StartHome/ZAKZAK/エヌプラス/ドリームニュース/みやビズ/週刊女性PRIME/

サイト名 日付 見出し

Yahoo! 
ニュース

2019/04/28 「レインボープライド2019」性の多様性訴え1万1000人が行進 東京・渋谷

Yahoo! 
ニュース

2019/04/28 「東京レインボープライド2019」プライドパレードに過去最高の1万人参加

Yahoo! 
ニュース

2019/04/28 「彼氏と結婚したい」同性婚訴訟の原告や弁護団が渋谷をパレード

Yahoo! 
ニュース

2019/04/28 渋谷で“ＬＧＢＴパレード”約１万人が参加

Yahoo! 
ニュース

2019/04/28 祝！「東京レインボープライド」。誰もが目を奪われる“虹色”の絶景

Yahoo! 
ニュース

2019/04/28 性的少数者理解へパレード、東京 「あるがままの自分を誇ろう」

Yahoo! 
ニュース

2019/04/28 東京レインボープライド２０１９

Yahoo! 
ニュース

2019/04/29 「自分が愛したい人、それを大事にするのが一番のプライド」青山テルマが語ったこと

Yahoo! 
ニュース

2019/04/29 「世の中にはいっぱい愛が溢れています」りゅうちぇるがTRPで語ったこと【全文】

Yahoo! 
ニュース

2019/04/29
LGBTQの割合「13人に1人」ではなかった 「3％」という”下方修正”をどう見るべきか、
研究者に聞いた

Yahoo! 
ニュース

2019/04/29 性の多様性をアピール 渋谷～原宿間を1万人がパレード ／東京

Yahoo! 
ニュース

2019/04/30
進むLGBTへの理解、「令和」に引き継がれた課題は？ 東京レインボープライド参加者
の声から

Yahoo! 
ニュース

2019/04/30
青山テルマ、東京レインボープライドで歌う「男の子は強くいなさい。そういうのは世
間がつくった作り話」
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メディア・パートナー

Inter FM 897 ／ BuzzFeed

Inter FM 897 BuzzFeed



InterFM897

代々木公園フェスティバル会場からの番組生

放送や、イベント直前の協賛企業ラジオCMを

含めた事前告知でイベントを大いに盛り上げ

て頂きました。

Buzzfeed Japan

配信コンテンツ数：57（記事・動画・番組・

LIVE・Twitterモーメント含む）

情報・コンテンツの発信を強くけん引頂きま

した。

また、共同施策として「#地元に届けこの思

い」というハッシュタグでメッセージを募集

し、多くのメッセージを会場・オンラインで

募る事ができました
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代々木公園の外へ

～渋谷マルイ／ Magnet by Shibuya 109 ／西武渋谷店～

渋谷マルイ
Magnet by

Shibuya 109
西武渋谷店



渋谷マルイ

会社全体で継続的にLGBTの課題に取り組んでいる丸井

様は

・渋谷公園通りでのフラッグの掲出

・渋谷店でのTRPオフィシャルグッズ販売

・渋谷Modi(大型サイネージ)での告知動画配信

・店舗屋外広告

等で代々木公園の外でもイベントを盛り上げて頂きま

した。

Magnet by Shibuya 109

スクランブル交差点に接する絶好のロケーションにあ

るMagnet by Shibuya 109。今年は数多くのWeekイ

ベントが開催され多くの笑顔が生まれました。

▽実施イベント

・PRIDE FESTIVAL AFTER PARTY

・YOUTH & FAMILY PRIDE

・平成最終夜 RAINBOW ROOFTOP PARTY

西武渋谷店

西武渋谷店のビルボードに大きくレインボーを掲げて

パレードを大いに盛り上げて頂きました。
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会場内大型ビジョン

ビジョンカー ステージ大型ビジョン



会場でのPR強化

ステージ・ビジョンカーにて協賛企業さまの

PR動画を会場にて流す。

より多くの来場者に企業の取り組みをしって

頂けるようにいたしました。

ビジョンカー・ステージ大型ビジョン

20万人の来場者により協賛企業の取り組み

知ってもらえるように、今年からビジョン

カーを導入し動画配信を行いました。

また、直前に設営が決まったステージ大型ビ

ジョンにおいても、パフォーマンスの幕あい

に同様の動画配信を行いました。


