2019 年 3 月 12 日

東京 2020 大会開催 500 日前
Bridging the New Project 始動！
「あなたの夢、叶えます！Bridging the Dream キャンペーン」
（キャンペーンサイト：https://www.jtbcorp.jp/jp/tokyo2020/dream-cpn）
など各種施策がスタート！
株式会社 JTB（東京都品川区、代表取締役社長：髙橋広行、以下 JTB）では、東京 2020 オリン
ピック・パラリンピック競技大会（以下、
「東京 2020 大会」
）開催 500 日前にあたり「Bridging the
New Project」をスタートさせ、東京 2020 大会を盛り上げるため社内外の取り組みを強化してまい
ります。
まず、本日 3 月 12 日より「Bridging the Dream キャンペーン」を展開し、個人のお客さまや企
業・団体等幅広い方々から 2020 年に向けて「つないでいきたい夢」を募集いたします。
「東京 2020 大会」において JTB では“Bridging the New つながれば、はじまる。
”というスロー
ガンを掲げています。これは、
「日本と世界」
「東京と地域」
「すべての人々とスポーツ」そして「未
来」を「つなげ」
、東京 2020 大会の成功と旅行の新たな可能性を創っていきたいという想いを込め
ています。私たちの持つ旅行の様々な可能性を活用し、お客さまの夢の実現に向けて、全面的にサ
ポートさせていただきます。
また JTB では、
「あすチャレ！運動会 日本一決定戦（3 月 17 日開催）」及び「パラ駅伝 in TOKYO
2019（3 月 24 日開催）
」へ協賛し、ブース展開等で「Bridging the New Project」と連動してまい
ります。
JTB では東京 2020 大会そして 2020 年以降を見据え、お客さまの夢の実現を通じ旅行・観光の
新たな可能性に挑戦してまいります。

【JTB は、東京 2020 オフィシャルパートナー（旅行サービス）です】
<報道関係の方からのお問い合わせ>
JTB 広報室 03－5796－5833

【Bridging the Dream キャンペーン概要】
■タイトル：あなたの夢、叶えます！Bridging the Dream
■応募期間：2019 年 3 月 12 日（火）10：00 ～

2019 年 4 月 30 日（火）17：00

※郵送での応募の場合、4 月 30 日（火）当日消印有効
■応募資格：●日本国内在住の方(企業や行政等の組織等もご応募いただけます)
●当選後、取材、撮影（2019 年実施）へのご協力をいただける方(ホームページ・映
像・その他媒体での掲載にご協力いただきます）
■応募方法：
「あなたがつなぎたい夢」とその理由を 400 字以内で記載し下記よりご応募ください。
①キャンペーンサイトからのご応募
応募フォームから、応募規約を必ずご確認の上、ご応募ください。
②郵送でのご応募
「あなたがつなぎたい夢」とその理由を 400 字以内で記載し、
氏名・生年月日・住所・電話番号・メールアドレスを添えてご応募ください。
[郵送での応募先]
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 ダイハツ・ニッセイ池袋ビル 6 階
「JTB Bridging the Dream キャンペーン事務局」
■キャンペーンサイト：https://www.jtbcorp.jp/jp/tokyo2020/dream-cpn
■当選本数：●Bridging the Dream 賞・・・あなたの夢を叶えるためのサポート 5 名（予定）
●特別賞・・・JTB オリジナルチケットホルダー 200 名
※Bridging the Dream 賞は、当選者のみにご連絡させていただきます。
※特別賞は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。
■お問い合わせ先：JTB Bridging the Dream キャンペーン事務局
電話：03-5396-8159
メールアドレス：jtb_bridging-the-dreamcpn@jbn.jtb.jp
受付時間：平日 9：30～17：30（土日祝日を除く）
※「東京 2020 オリンピックの開会式は 2020 年 7 月 24 日」
、
「東京 2020 パラリンピックの開会式は 2020 年 8 月 25 日」となります。

＜ご参考＞その他 Bridging the New Project と連動した展開
【あすチャレ！運動会 日本一決定戦への協賛によるブース展開等】
日

時： 2019 年 3 月 17 日(日) 12:00～17:00

会

場： 日本財団パラアリーナ(東京都品川区東八潮 3−1)

主

催： 日本財団パラリンピックサポートセンター

協

賛： 株式会社 JTB

後

援： スポーツ庁

実施競技： ボッチャ、ゴールボール(ソフト)、シッティングバレーボール(ソフト)
車いすポートボール、車いすリレー
参加チーム： 全国 7 ブロック(北海道／東北／関東／中部／近畿／中四国／九州)にて実施した、
全国横断パラスポーツ運動会(スポーツ庁委託事業)にて優勝したチーム(7 チーム)
及びアスリート・動画クリエーター混合ゲストチーム(1 チーム)
展開概要： 競技会場内において「Bridging the Dream キャンペーン」の告知と出場チーム及
び出場選手が参加して楽しめるコンテンツを用意して大会を盛り上げます。

【パラ駅伝 in TOKYO 2019 への協賛によるブース展開等】
日

時： 2019 年 3 月 24 日(日) 開場 11:00 競技開始 12:30～終了 15:00(予定)

会

場： 駒沢オリンピック公園陸上競技場 および ジョギングコース

主

催： 日本財団パラリンピックサポートセンター

協

賛：

[ゴールドパートナー]株式会社 JTB

参加チーム： 18 チーム
展開概要： 競技場メインゲート前中央広場において JTB の東京 2020 大会の取り組み紹介やパ
ラスポーツ体験等を実施し、パラ駅伝を盛り上げ、東京 2020 大会に向けた機運醸
成につなげます。

【パラリンアート アーティストコンペ表彰式の開催】
募集テーマ： Bridging the New つながれば、はじまる。
応募資格： ・パラリンアートへアーティスト登録されている方
・パラリンアートへのアーティスト登録が可能な障がいのある方
・応募規約をご確認の上ご了承いただけた方
募集期間： 2018 年 12 月 27 日(水)～2019 年 1 月 28 日(月)
表 彰 式： 2019 年 3 月 22 日(金)
展開概要： JTB 天王洲本社ビル 1 階の巨大壁面と 2 階コンコースに掲出するパラリンアートア
ーティストの作品を募集し、最優秀賞 1 名と優秀賞若干名を選定します。最優秀賞
受賞者は JTB ビルにて表彰式に出席いただきます。

