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地域交流・観光振興を音楽で応援！
東京シティアイ＆JTB MUSIC が企画・制作・プロデュース

「Wednesday Music Night in Tokyo City i」開催！
JTB グループで様々なコミュニケーションサービスを提供する株式会社 JTB コミュニケーションデ
ザイン（東京都港区 代表取締役社長：細野顕宏）が運営する音楽レーベル「JTB MUSIC」は、音楽を
通して地域・観光・旅の魅力を発信するライブイベント「Wednesday Music Night in Tokyo City i」を、
東京・丸の内 KITTE B1F 東京シティアイにて 2016 年 8 月 3 日からスタートします。
本イベントは、東京シティアイと運営主体である JTB コミュニケーションデザインとのコラボレー
ションで実現したフリーイベントであり、仕事帰りの方々に、「飲食を楽しみながら、気軽に音楽を楽
しんで頂こう」
、
「様々な地域の魅力に触れて頂こう」、そして、「旅する気持ち になって頂こう」とい
う目的で企画されました。
日本の玄関口、東京・丸の内エリアは、皇居や日本橋、銀座など多くの観光資源を有しており、国内
外の観光客が多く訪れる代表的なスポットです。東京駅に隣接した KITTE B1F にある東京シティア
イは、多くの観光客が利用する観光情報センターとして認知を拡大し、立地や利便性における優位性を
活用出来る観光マーケットへのタッチポイントとして、確固たるプレゼンスを確立する観光情報発信拠
点です。その東京シティアイにて開催予定の「Wednesday Music Night in Tokyo City i 」は、地域の
魅力を音楽を通して発信することができる空間を提供し、地域交流・観光振興に寄与する展開となって
います。
JTB MUSIC では、本イベントの企画・制作・プロデュースを担うと共に、地域交流・観光振興を
テーマに活動する出演アーティストを広く募集していきます。音楽のジャンルは問わず、ポピュラーミ
ュージックを中心に活動しているアーティストで現在、主に特定のレコード会社、プロダクション、音
楽出版社との間で契約をしていない方を主として広く出演者を募る予定です。
あらゆる『交流』の場である東京・丸の内から、「観光振興×音楽」という新しいコミュニケーショ
ンイベントの象徴として「Wednesday Music Night in Tokyo City i 」を展開していきます。この新し
い取り組みに、是非、ご期待ください。
＜報道関係の方からの問い合わせ先＞
JTB 広報室
０３－５７９６－５８３３
＜一般のお客様からの問い合わせ先＞
JTB コミュニケーションデザイン エリアマネジメント事業部 ０３－５６５７－０６２４
担当：井上、浜島、貞富

イベント開催概要
■名称：Wednesday Music Night in Tokyo City i
■開催日時：毎週水曜日（不定期） 18 時 30 分～19 時 30 分
※不定期：別イベント開催の都合で休催となる場合有り
■会場：東京シティアイ（東京・丸の内ＫＩＴＴＥ B1F）
住所：東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号
■入場料：無料
■出演：地域交流・観光振興・旅行促進をテーマに活動するアーティスト
■主催：東京シティアイ・JTB MUSIC （株式会社 JTB コミュニケーションデザイン）

■本イベントに関する問い合わせ先：株式会社 JTB コミュニケーションデザイン
TEL：03-5657-0624（平日 10：00～18：00）
※オーディション情報は JTB MUSIC 公式ホームページ（http://jtbmusic.jp/）をご参照ください。

■関連情報：イベントパーソナリティ（MC）／第 1 回出演者 プロフィール
◎Ring-Trip（リングトリップ）
JTB MUSIC 専属の第一弾アーティストであり、旅のガールズボーカルグループ。
「“日本を元気に!地域を元気に!音楽で交流を!”
」というグループキャッチコピーと、
「音楽で、世の中に笑顔と感動を届けます！」という JTB MUSIC のコンセプトの下、
地域交流・観光振興・旅行促進をフックにした様々な活動を精力的に行っています。
「Ring-Trip」というグループ名は、音楽の力で交流の輪（Ring）と旅すること（Trip）
の素晴らしさを広めていきたいという願いを込めてつけらました。Ring-Trip は、JTB
MUSIC が目指す「音楽コンテンツによる地域および観光振興・旅行促進」を具現化す
べく、新しい音楽レーベル事業の担い手として、今後も精力的な活動をすすめてまい
ります。
○2014 年 4 月 1st シングル「風のメタモルフォーゼ」リリース
○2014 年 9 月 2nd シングル「LIFE GOES ON ! / もう一度、もう一度、もう一度」
リリース
○2015 年 3 月 3rd シングル「旅のススメ～Let’s make a journey together !」
リリース
○2015 年 11 月 1st アルバム「Bon Voyage」リリース
○2015 年 12 月 4th シングル「634 LOVERS/やさしい光」リリース
○2016 年 5 月 5th シングル「環天頂アーク」リリース
●http://ring-trip.com/

『Wednesday Music Night in Tokyo City i』出演者募集のお知らせ
JTB MUSIC では「地域交流・観光振興を音楽で応援する」というコンセプトに共感し、活動するアー
ティストのオーディションエントリーを下記の通り、随時、受付いたします。

応募要項
ジャンルは不問（ポップ・ロック・ジャズ・フォークなど、ポピュラーミュージック全般）
応募資格
① １８歳以上で心身ともに健康的で明るい性格の男性および女性
② 本イベントのコンセプトにマッチした音楽活動・楽曲演奏が可能な方
③ 歌唱含めパフォーマンスに自信があり、カラオケまたは弾き語りでパフォーマンスが可能な方
④ 現在、特定のレコード会社、プロダクション、音楽出版社等との間で契約をしていない方
※所属・契約している方は、別途、事前にご相談下さい。
⑤ 合格後、東京でのライブ出演が可能な方
応募方法
必要書類（下記 A～C）および素材を応募先まで郵送でお送り下さい。
※ 随時、郵送のみのエントリーを受け付けます。応募書類、音源は審査用資料として取扱いし、別用途
の利用、および返却はいたしません。
A.デモテープ（ＣＤ、VIDEO 等）
B.写真(サービスサイズ以上、全身・上半身、表情のよくわかるもの)
C.履歴書および音楽活動に関する資料（音楽経歴・自己ＰＲ・ライブスケジュール・
＜個人での活動予定がある場合＞等記載のもの）
D.個人情報取扱いについての同意書（次頁参照）
応募先
〒105-0014
東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビル 13F 株式会社 JTB コミュニケーションデザイン内
Wednesday Music Night in Tokyo City i オーディションエントリー係
※電話等でのお問い合わせは一切、受け付けておりませんので、ご了承ください。
合否に関して
書類およびデモでの審査通過者のみご連絡いたします。審査についてのお問い合わせにはお答えできません
のでご了承下さい。
個人情報取扱いに関して
なお頂いた個人情報に関しては本件以外の使用はございません。弊社コンプライアンスルールに基づき、
個人情報は適切に管理および処理を行ないます。詳細は次頁をご確認頂き、同意される方に関しては、

ご署名を頂き、応募書類と併せて弊社まで郵送頂きますよう、お願いします。

個人情報の取扱について
株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン
エリアマネジメント事業部
１）個人情報保護管理責任者の氏名又は職名、所属及び連絡先
弊社は、次の者を個人情報の保護管理者として任命し、個人情報を適切かつ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失
又はき損を防止する保護策を講じています。
株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン

エリアマネジメント事業部

事業部長

谷

光

〒105-0014 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビル 13F
TEL：03-5657-0600 FAX：03-5657-0631
２）個人情報の利用目的
提供される個人情報は、次に記された目的（業務）のために弊社の正当な事業範囲内で利用いたします。
1.ｲﾍﾞﾝﾄ業務

2.コンテンツ事業

３）個人情報の提供の任意性と結果
個人情報の提供はご本人の任意で行うことができますが、必用な個人情報の一部または全部を提供されなかった場合
は２）項に記されたサービスを提供できない場合があります。
４）個人情報の第三者提供
提供された個人情報はあらかじめ同意をいただいている場合を除き、第三者への提供はいたしません。但し、次の場
合はその限りではありません。
・国もしくは地方公共団体等の機関から適法に要求された場合、及び法令に基づく場合。
・人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。
５）個人情報の委託
弊社では２）項に記された目的を達成するために、業務の一部を委託する場合があります。この場合、個人情報を適
切に取り扱っている委託先を選定し、個人情報の適正管理や機密の保持に関して契約等を締結し適切な管理を実施し
ます。
６）本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
弊社では、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。
７）個人情報の利用停止、開示、訂正・削除等の応諾
弊社では、ご本人からの求めにより自己に関する個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・削除及び利用・提供の停
止に応諾しております。その際はご本人様を確認し、合理的な期間内に対応いたします。

尚、個人情報に関する弊社の問合せ先は次の通りです。
個人情報お問合せ窓口
株式会社ＪＴＢコミュニケーションデザイン

エリアマネジメント事業部

事業部長

谷

光

〒105-0014 東京都港区芝 3-23-1 セレスティン芝三井ビル 13F
TEL：03-5657-0600 FAX：03-5657-0631

上記について、同意をいただける場合は下記にご署名ください。
年
氏

名

月

日

