
東京2020応援プログラム

地域の取組から、東京2020大会を
盛り上げていきましょう！

地域の行事 スポーツを通した国際交流

環境に配慮したイベント 前衛的な文化イベント

公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会
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◆「オリンピック」、「パラリンピック」等の文言

◆「東京2020大会」等の大会名称

◆大会エンブレム

「大会ブランド」は自由に使用できない（知的財産）

非営利団体（競技団体・体育協会・スポーツ少年団 等）

東京2020オリンピック
エンブレム

東京2020パラリンピック
エンブレム

オリンピック、
パラリンピック
を盛り上げた
い！

「オリンピック」
「パラリンピック」

「東京2020大会」などの
文言を使いたい！
大会エンブレムを
使用したい！

大会エンブレムを使用できるの
は、大会スポンサー、大会放送
権者、開催都市、政府、会場関
連自治体、ＪＯＣ、ＪＰＣ、組
織委員会です。

大会ブランドについて
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 皆さんの「アクション」を、東京2020大会につなげるためのプログ
ラムですので、ぜひご活用ください

 応援プログラムの認証を受けると、次のことが可能です

① 「東京2020応援プログラム」という用語、応援マークの使用

② 「オリンピック」、「パラリンピック」、「東京2020大会」などの
文言の使用 ※タイトル以外（説明文等）への文言使用

（例）東京2020応援プログラム ○○○イベント

…オリンピック・パラリンピックに向けた●●●を実施します…

マーク使用例

応援プログラムとは

東京2020応援マークは、
大会エンブレムの基礎である
「多様性」「つながる」「参
加性」を表す「 3 つの異なる
四角形」の組み合わせから、
デザインされています。

のぼり旗や横断幕に

※応援プログラムの申請にあたっては、組織委員会ホームページで公開
されている東京2020参画プログラムガイドライン・応援マークガイドライ
ン等をご参照ください。
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応援プログラムについて



申請主体

非営利団体・・・府県市町村（会場関連自治体を除く）、自治会・町内会等、商店街、 学校法人
・準学校法人、公益社団・財団、一般社団・財団、ＮＰＯ等

応援プログラムの注意事項
●非営利団体のアクションであること

●非営利の事業であること

●大会スポンサーの権利に影響を及ぼすもの

・企業や団体、製品等の宣伝や販売が主たる目的でないこと
・入場料、参加料等を徴収する場合、事業の目的及び内容に対し、社会通念上適当な額であること

・スポンサー以外の企業の名称が露出してはいけません
・スポンサー以外の食品や物品の提供はできません
・東京2020大会の運営は、大会スポンサー等からの協賛金収入によって行われています

応援プログラムのＷＥＢ申請方法

東京2020
参画プログラム

事務局

② アクション申請

③ マーク等使用申請

認証通知・マークデータ付与

認証通知

④ 実績報告

① 主体登録申請

マイページログインID/パスワード通知

確認通知

認証通知

●反社会的勢力との関係がないこと

●政治活動、宗教の布教・勧誘等を目的としてないこと

応援プログラムの申請について
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詳細は次ページより



ｙ

① 主 体 登 録

主体登録認証メールが届くまで、アクション申請はできません

６）認証メールが届いたら登録完了

５）登録情報の不備通知メールが届いたらマイページ上で修正

２）申請サイトの主体申請仮登録ページにメールアドレスを入力

３）ＩＤ/パスワードが登録アドレスへメールで届く
メール文中のURLをクリック

４）主体申請入力画面より必要事項を入力
『誓約書兼同意書』と『団体証明書』のデータをアップロード
申請ボタンをクリック

申請団体の登録 （日本スポーツ協会関連団体の場合）

１）『誓約書兼同意書』をホームページからダウンロード
代表者の署名・捺印をし、スキャンを行う
『東京2020参画プログラム主体登録団体証明書』
（以下、『団体証明書』）を作成し（P.8参照）、
スキャンを行う

１）必要書類を用意
企画書または事業計画書・事業体制図
主催・共催・協力・協賛など事業の実施体制を示すもの

収支計画書
事業収支に関わる収支と収入を示すもの

※該当する場合は下記書類もご用意ください

料金体系が分かる資料
参加料が必要な場合

出展者一覧と出展料金が分かる資料
出展がある場合

（任意）告知用イベント関連画像データ（過年度実施した同イベントの写真等）

組織委員会ホームページ上での告知を希望する場合

２）マイページより必要事項を入力
１）のデータをアップロードして申請ボタンをクリック

４）認証メールが届いたら登録完了

②アクシ ョ ン申請 実施するｱｸｼｮﾝ(ｲﾍﾞﾝﾄ)の登録

３）登録情報の不備通知メールが届いたらマイページ上で修正

アクション認証メールが届くまで、マーク申請はできません

応援プログラムの申請フロー
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１）マイページからマークデータをダウンロード

２）マークを使用したデザインデータを用意

３）申請サイトにアクセス マイページより必要事項を入力

４）２）のデータをアップロードして申請ボタンをクリック

５）登録情報の不備通知メールが届いたらマイページ上で修正

６）認証メールが届いたら登録完了

ｱｸｼｮﾝ(ｲﾍﾞﾝﾄ)で使用するﾏｰｸの登録③マーク申請

３）登録情報の不備通知メールが届いたらマイページ上で修正

４）認証メールが届いたら登録完了

④ 実 績 報 告

１）必要書類を用意
事業報告書またはニュースリリース
取り組み概要が分かるもの

開催時の記録画像１～３枚程度

２）マイページより必要事項を入力
１）のデータ・画像データをアップロードして申請ボタンを
クリック

ｱｸｼｮﾝ(ｲﾍﾞﾝﾄ)後の実績報告

認証メールが届くまで、マークは使用できません

応援プログラムの申請フロー
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『団体証明書』について

■ 『東京2020参画プログラム主体登録団体証明書』について

日本スポーツ協会関連団体については、主体登録申請に際して、
『東京2020参画プログラム主体団体証明書』（以下、『団体証明書』）を
提出いただくことで、一部書類の提出を省略することができます。
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●

●

●

≪団体の区分別必要書類一覧≫

※詳細は『東京2020参画プログラム 申請ガイド』をご確認ください。

管理する団体が
発行する主体登録
団体証明書

公的団体が発行
する主体者確認書

公認
公認プログラム

対象団体

東京都・都内区市町村・各府省庁・会場関連自治体・大会

放送権者・大会スポンサー・主催者（JOC、JPC、東京

2020組織委員会）

●

公共関連
会場関連自治体を除く

地方自治体
東京都区市町村・会場関連自治体を除く地方自治体 ●

日本障がい者スポーツ協会、日本スポーツ振興センター、

日本スポーツ協会、日本アンチ・ドーピング機構、

日本レクリエーション協会、東京都体育協会

●

以下のいずれかに加盟するスポーツ関連団体

日本障がい者スポーツ協会、日本スポーツ協会、

日本レクリエーション協会、東京都体育協会

● ●

上記以外のスポーツ関連団体 ● ● ●

経済界協議会（構成団体含む）、

以下のいずれかの関連団体

日本商工会議所、全国商工会連合会

● ●

上記以外の経済関連団体 ● ● ●

国際関連 国際機関・大使館
在日機関であり国内においてのみに限定

※国際機関の区分に関しては組織委員会が判断を行う
●

公益法人等 公益法人等
公益財団法人、公益社団法人、認定NPO法人、社会福祉

法人、独立行政法人、特殊法人（株式会社を除く）
● ●

連携大学 組織委員会と連携協定を締結している大学・短期大学 ●

大学（連携大学以外）

・高等専門学校

国公立または私立の場合は学校法人、準学校法人を対象

（株式会社を除く）
● ●

専修学校（専門・一般）

・各種学校

公立または私立の場合は学校法人、準学校法人を対象

（株式会社を除く）

教育プログラム対象校を除く

● ●

地域関連 自治会・町内会等、商店街
主体登録は所在地の自治体が代理申請を行う

※個別商店等は対象外
●

その他 その他非営利団体等
一般財団法人、一般社団法人、NPO法人、協同組合、

任意団体等の非営利団体
● ● ●

大区分
Web申請上の
法人格等の区分

誓約書兼
同意書

現在事項全部
証明書

団体の存在を証明する書類

留意事項・備考等

応援

経済関連 経済関連団体

学校関連

スポーツ関連 スポーツ関連団体 ●

『団体証明書』



『団体証明書』について

■ 『東京2020参画プログラム主体登録団体証明書』について

『団体証明書』は、公益財団法人東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会の
依頼により、公益財団法人日本スポーツ協会が市区町村スポーツ少年団に提供するものとな
ります。
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『東京2020参画プログラム主体登録団体証明書』

≪市区町村スポーツ少年団用≫
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『団体証明書』の作成

■ 『団体証明書』の作成

組織委員会宛に提出する『団体証明書』は、以下のように作成してください。
①提供された『団体証明書』に（データ提供の場合は印刷の上）団体番号と団体名を
記入する。

②記入済の『団体証明書』をスキャン等して電子ファイル（PDF/jpg/png形式）
にする。

予め連携された団体番号と、
正式な団体名称を記入してください。
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ご不明な点がある場合は、下記までお問い合わせください。

東京2020参画プログラムコールセンター

電話番号：0570-00-6620（有料）
受付時間：平日9:00～17:00 （※土日祝日・年末年始を除く）


