
大会の選手村規模の飲食で必要となる食材量
～トレーニング施設の実際のデータより～
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1. 本試算の位置づけ

• 大会の飲食提供については、①飲食戦略の策定（2017年度）、②委託事業者の選定

（2018年度予定）、③メニューの策定（2019年度予定、IOCの審査承認が必要）、④委

託事業者による食材の調達、という流れで進める予定。

• このため、東京大会の選手村で必要となる食材量については、今後策定される飲食戦

略を踏まえてメニューを決定することにより初めて算出することが可能となる。ここ

では現時点の参考指標として、「大会の選手村規模の飲食で必要となる食材量」を試

算した。

• この試算は、一部品目で国際大会を想定した食材量の補正を試みているが、基本的に

は日本人選手向けのメニュー、食事量がベースになっていることから、世界各地域の

メニューを提供するオリンピック・パラリンピック競技大会においては、調達品目、

調達量は大きく変動する可能性がある。

大会の選手村規模の飲食で必要となる食材量
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2. 試算方法

• 公益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）に協力を依頼し、味の素ナショナルト
レーニングセンター（NTC）における2015年7月期のメニューにおける食材の調達量を
ベースとした。

• NTCの同期の延べ喫食数（約20,000人分）に対する食材量を大会規模へ換算するための
試算方法は以下のとおり。
① ロンドン大会の選手村で提供したとされる200万食について、これを食事の皿数と

し、一人一回当たり平均2皿を利用したと仮定。
② これによりロンドン大会の選手村における利用者数を試算し、NTCの利用者数と比

較することにより食材量を算出。

• 更に、札幌冬季アジア大会の事例を活用し、主食であるコメ、パン、麺類の食材量に
ついて、国際大会の視点から使用の割合について補正を加えた。

※ 味の素ナショナルトレーニングセンターについて
スポーツ振興基本計画に基づき、我が国におけるトップレベル競技者の国際競技力の総合的な向上を図るトレーニ

ング施設として、平成20年1月21日に開所。独立行政法人日本スポーツ振興センターが管理・運営、主体的運用は公
益財団法人日本オリンピック委員会（JOC）が行っており、利用対象は基本的にJOCの強化指定選手及び各中央競技団
体の推薦を受けた強化選手に限られている。
同センターにおいてJOCが運営する栄養管理食堂「SAKURA Dining」は、ケータリング事業者に業務を委託している。

大会の選手村規模の飲食で必要となる食材量
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大会の選手村規模の飲食で必要となる食材量

3. 試算結果

品目 主食 野菜類 果実類 肉類等 魚介類

食材量
（t）

135 215 78 128 38

主な品目例
（数字はt）

パン類 97
コメ類 13
麺類 25

キャベツ 39
トマト 37
たまねぎ 19
にんじん 9
ブロッコリー 9

かんきつ類 20
スイカ 9
柿 1

鶏肉 51
豚肉 37
牛肉 19
卵 16

魚 27
ほたて 3
エビ 2
イカ 1

注1）本試算は、主食以外は日本人選手の飲食量をベースに算出したものであり、大会で必要とされ
る食材量はこれ以上となる可能性が高い。

注2）国内で一定の生産量を有する品目を例として挙げている。当該試算はNTCの食材データを大会規
模に拡大して算出したものであり、大会で実際にこれらの品目が調達されるとは限らない。

注3）キャベツが上位にあるのは、サラダのメインの食材がキャベツとなっているため。
注4）野菜・果実類については、おおむね非可食部も含めた重量、肉類等、魚介類についてはおおむ
ね可食部の重量となっている。

注5）上記品目以外にも、餃子、春巻き等の加工品の利用も多い。



（一社）日本パラリンピアンズ協会

田口 亜希

「パラリンピックへの配慮について」

2017年8月7日（月）

第5回飲食戦略検討会議

無断でのコピーや配布を禁じます
1
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視覚障害者の希望

・中身がわかるように、調味料の袋は形や
手触りで何が入ってるか判るようにして欲しい。

・食器を運ぶトレーは二人分載せられるサイズ
の大きなものも用意して欲しい。

・広い食堂で食べ物をスタッフと取るのは時間が
かかりとても大変なため、バランスの考えられた
定食を用意して欲しい。

・視覚障害や自身でトレーを運べない人の為に、
アプリ等を開発し、食べたい物を事前に注文
すれば、食堂で受け取れるシステムの開発。

・食堂に行く前にメニューや栄養素が見られる
（音声認識できる） アプリの開発。
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・調味料等の個包装の袋が自身では破れない人もいるので
工夫が必要。

・車椅子や三輪バイク、介助犬、盲導犬の為に通路は広くする

・希望すれば細かくカットする対応が必要

その他

・冷蔵庫のドアノブが掴めない人への工夫
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・ゴミ箱の捨て口が高いと
届かない場合がある

・料理が並んでるカウンターの高さが高い場合は、車椅子の高さでは
料理が見えないので、写真で表示するなどの工夫があると良い

・どこに何料理があるか判るような看板

・一盛がどれぐらいかを示してくれていると取り過ぎない

・入口にメニュー一覧があると良い

・紙コップの飲み物はフタが
あると便利

・滑り止め加工されいてる
トレーがあると便利



食堂内の様子
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・冷蔵庫を開ける

・下膳の手伝い

・お料理を取る、運ぶ手伝い

・コップ式の飲み物を取る

お手伝いが必要なこと

障害によって、手伝いが必要なことが違うので、
人力（ボランティアなど）での対応が必要
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選手が気にしていること

・マクドナルドの代わりになるものは何が入るのか

・競技会場での食事の内容

・カジュアルダイニングはどのようなものがあるか



検討項目：パラリンピアンへの配慮
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パラリンピアンへの配慮：検討の視点

参加するパラリンピアンの構成とニーズの把握の重要性

身体的制約に応じて提供可能なサポートの検討（人的サポート、設備

的サポート）

過去大会の経験を踏まえた具体的な配慮（座席間隔、移動スペースの

確保等）

従事スタッフの意識向上、食事時のサポートのあり方

オリンピックからパラリンピックへのスムーズな移行（配慮事項につ

いてオリンピックの段階からの適用等）。



過去大会におけるパラリンピアンへの配慮
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 車いす利用者に配慮し、どの高さの棚でも
複数の選択肢があるように、飲み物を垂直
に配置。

 オリンピック時は、同一商品
が水平に並べられていた。

飲み物の配置（リオ大会、競技会場）
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 車いす利用者に配慮し、どの高
さでも各種のカトラリーが取れ
るように垂直に配置。

カトラリーの配置（リオ大会、選手村メインダイニング）
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食器の配置（リオ大会、選手村メインダイニング）

 手先が不自由な選手でも、食器を取りやすいように、食器を互い違いに置
く工夫を行っていた。
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食事の提供（リオ大会、選手村メインダイニング）

 料理の硬さや提供方法など、パラリンピック選手への配慮が課題。

小袋調味料

 各自の味付けを重視して小袋と
しているが、パラリンピック選
手には使いづらいとの意見が
あった。
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【参考】観客用売店のカウンター（リオ大会、競技会場）

 車いす利用者の高さに合わせたカウン
ターを設置。



座席の配置（リオ大会）

＜選手村：カジュアルダイニング＞
 車いす利用者のため、椅子を抜
いたテーブルも用意。

＜オリンピックパーク内＞
 パーク内休憩スペースには、シート部
分が可動するテーブルを展開。

 パラリンピックにおいては、飲食提供場所においてもアクセシビリティに配
慮。車いす利用者に配慮したテーブル等のほか、高さの低いテーブルで飲食
提供を行う等の工夫。
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その他の配慮事項

7

場所 配慮事項

選手村 メインダイニング

車いす利用者が座れるよう、テーブルとテーブ
ルの間の通路を広くし、一部の椅子を撤去。

サポートが必要な選手には、ダイニングスタッ
フが声掛けし、食事の運搬を補助。

各所 ― 出入り口に段差のない構造



東京2020大会に向けたエンゲージメント
（飲食関係）
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 東京2020大会のエンゲージメント

 飲食提供に関するエンゲージメント

 今後の取組方向

東京2020大会に向けたエンゲージメント

1



東京2020が日本国民や世界中の人々と

より多くつながり合い

オリンピック及びパラリンピックムーブメントを推進し大会
を成功させる一員として

共に活動すること

エンゲージメントの定義

影響の広さ

関係の深さ

東京2020大会に向けたエンゲージメント
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エンゲージメントが大会に与える効果

• スポーツの力を出発点にし、大会に関わる様々なプログラムにエン

ゲージメントの考え方を取り入れることによって、その価値や効果が

拡大。さらに多くの大会関係者や全国自治体、教育機関と連携したプ

ログラムを積極的に推進することで、スポーツ分野を越えた広がり、

時間的な広がり、地域的な広がりを創出。

• プログラムによって生まれたコミュニティや人々とのつながりが、よ

り深化。

東京2020大会に向けたエンゲージメント
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学生、大学・短期大学の様々な活動や機運醸成等の取り組みが、更なる大会の成

功に繋がるとともに、大会を契機に次世代の新たな価値を創造し、発信する。

■締結開始日 2014年6月23日

■締結校数 795校（2017年4月1日現在）※全国の大学・短大の約7割が締結

■大学連携３つのキーワード

大学連携事業について

大学連携協定締結式及び記念シンポジウム（早稲田大学 大隈記念講堂）

教育
Education

経験
Experience

レガシー
Legacy

1

2

3

オリンピック・パラリンピック教育の広がりや研
究が地域や社会の課題を解決する

学生が一生に一度の特別な経験をする

大学の知識や資産が、大会と次のムーブメントを支える

東京2020大会に向けたエンゲージメント

4



5

学生が考えるアスリート飯 （報告）

大学連携’17イベント Tokyo 2020 出張講座プログラムSpecial

• 主に栄養やスポーツに関して学んでいる学生を対象とし、東京2020大会に対し
て関心を持ってもらうこと、様々な形で東京2020大会へ参画できるきっかけを
作ることを目的として実施。

• 日本におけるトップレベル競技者の国際競技力向上を図るトレーニング施設
「味の素ナショナルトレーニングセンター」において、施設見学、講義、グ
ループワークを通じた競技前の選手向け飲食メニューの考案及びプレゼンテー
ションを実施（組織委員会とJOCが協同実施）。

[参考] 出張講座プログラムについて

全国の連携大学を対象に、東京2020大会の運営・計画や、オリンピック・パラリンピック

の基礎知識について学んでもらうことを目的に、2015年後期より実施。

現在のテーマ数：40テーマ

派遣元：東京2020組織委員会職員または日本オリンピックアカデミー（JOA）

実施数：2015年度／9件、2016年度／33件、2017年度／23件（前期）
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【日 時】 2017年7月8日（土）

【会 場】 味の素ナショナルトレーニングセンター

【主 催】 東京2020組織委員会

【協 力】 日本オリンピック委員会（JOC）

【参加者数】 70名（学生50名、教職員20名）
【参加大学】 21校

青山学院大学、大阪市立大学、鹿児島純心女子大学、神奈川県立保健福祉大学、

鎌倉女子大学、甲南女子大学、昭和女子大学、昭和大学、女子栄養大学、

女子栄養大学短期大学部、仙台大学、中央大学、桐蔭横浜大学、

東京医療保健大学、東京家政大学、東洋大学、新潟医療福祉大学、文教大学、

宮城学院女子大学、山口県立大学、山梨学院大学 （五十音順）

【メディア】 9社

【協力（パートナー）】 味の素株式会社

■概 要

学生が考えるアスリート飯 （報告）

大学連携’17イベント Tokyo 2020 出張講座プログラムSpecial
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■当日の風景

学生が考えるアスリート飯 （報告）

大学連携’17イベント Tokyo 2020 出張講座プログラムSpecial



今後の取組方向

 大会関係者との連携強化
スポンサー企業や行政（東京都、国、競技会場が所在する自治体、ホストタ

ウン等）と連携しながら食をとおしたエンゲージメントを継続的に実施。

 将来を担う若い世代との連携
大学連携事業等を活用し、生徒や学生に体験の場を提供し、東京2020に向け

た意識向上、オリンピックパラリンピックムーブメントの醸成に寄与。

 全国各地との連携
各地の特産品（食材・料理関係）を大会の飲食において一部活用することに

より、東京2020大会への全国的参加を促進。

東京2020大会に向けたエンゲージメント

国内外の多くの人々に対し、多種多様な取り組みを通じて、大会の飲食提供に
関心を持っていただくとともに、東京だけでなく全国の様々な方たちと飲食提供
に関する取組を推進し、ともに大会を創り上げていく。

8



1 
飲食提供に係る基本戦略（案）（170807 時点） 

東京 2020大会 飲食提供に係る基本戦略（案） 

 

 

目次  

 

1 飲食戦略が目指すもの 

1.1 東京 2020が飲食提供を通して目指すもの 

➢ 飲食提供を行うに当たっての全体的なコンセプト/ビジョン、飲食提供を

通じて達成すべき目標を記載。 

1.2 大会ビジョンとの関係 

➢ 東京 2020 大会ビジョンに記載された「３つの基本コンセプト（全員が自

己ベスト、多様性と調和、未来への継承）」と「飲食戦略が目指すもの」

との関連性を記載。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2 大会の規模 

2.1 大会の期間 

➢ オリンピック：2020年 7月 24日（金）～8月 9日（日） 

➢ パラリンピック：2020年 8月 25日（火）～9月 6日（日） 

【東京 2020大会ビジョン ３つの基本コンセプト】 

○全員が自己ベスト 

・万全の準備と運営によって、安全・安心で、すべてのアスリートが最高

のパフォーマンスを発揮し、自己ベストを記録できる大会を実現。 

・世界最高水準のテクノロジーを競技会場の整備や大会運営に活用。 

・ボランティアを含むすべての日本人が、世界中の人々を最高の「おもて

なし」で歓迎。 

 

○多様性と調和 

・人種、肌の色、性別、性的指向、言語、宗教、政治、障がいの有無など、

あらゆる面での違いを肯定し、自然に受け入れ、互いに認め合うことで社

会は進歩。 

・東京 2020 大会を、世界中の人々が多様性と調和の重要性を改めて認識

し、共生社会をはぐくむ契機となるような大会とする。 

 

○未来への継承 

・東京 1964 大会は、日本を大きく変え、世界を強く意識する契機になる

とともに、高度経済成長期に入るきっかけとなった大会。 

・東京 2020 大会は、成熟国家となった日本が、今度は世界にポジティブ

な変革を促し、それらをレガシーとして未来へ継承していく。 
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2 
飲食提供に係る基本戦略（案）（170807 時点） 

2.2 大会の会場 

➢ 選手村、国際放送センター/メインプレスセンター、新国立競技場をはじ

めとする各競技会場など、飲食提供の場所となる会場を記載。 

2.3 ステークホルダー 

➢ 選手、各国オリンピック・パラリンピック選手団スタッフ、オリンピック・

パラリンピックファミリー、放送サービス、プレス、マーケティングパー

トナー、観客など飲食提供対象となるステークホルダーの概要、人数の目

安等を記載。 

➢ 選手（NOC、NPCの選手団関係者を含む）：約●人 

➢ オリンピック放送機構（OBS）及び権利保有放送事業者（RHB）：約●人 

➢ 国際競技連盟（IF）：約●人 

➢ マーケティングパートナー：約●人 

➢ オリンピックファミリー（OF）・パラリンピックファミリー（PF）：約●人 

➢ プレス：約●人 

➢ 観客：約●人 

➢ ワークフォース（スタッフ）：約●人 

 

3 飲食の提供 

3.1 責任の範囲 

➢ 東京 2020 大会の飲食提供について、組織委員会の責任が及ぶエリア（具

体的には、組織委員会がセキュリティを敷いた大会関係施設）について記

載。 

3.2 配慮事項 

3.2.1 法令順守 

➢ 食品衛生法その他関係法令等の順守について記載。 

3.2.2 食品衛生管理 

➢ HACCPの適用の考え方、料理の鮮度保持への配慮等、食品の衛生管理の在

り方を記載。 

➢ （飲食物の衛生管理）東京 2020 大会の開催期間は、細菌性食中毒が最も

多く発生する時期と重なる。飲食物の取扱いにおいては HACCP の考え方

を取り入れた衛生管理を行い、食中毒の未然防止を図る。また、夏季の東

京は過酷な気温条件となることに鑑み、飲食物の温度管理を特に厳重に行

うとともに、ステークホルダーに対し、飲食物の衛生リスクについて周知

徹底を図ることとする。 

3.2.3 栄養管理（表示含む） 

➢ 選手の栄養管理のための食事の提供方針を記載。例えば、選手の食事に対

するニーズ・食事のとり方（特に競技を前にした食事）、メニュー構成へ

の配慮、栄養成分・アレルギー等に関する情報提供、選手の栄養管理を支
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える体制、選手の食習慣等に応じた配慮（ベジタリアン、グルテンフリー

等）、ドーピングコントロールに対する配慮等を記載。 

➢ （アスリート・競技の特性に応じた提供体制）アスリート特有の要求事項

（たんぱく質量、高糖質・低脂肪、補食など）に応えられるメニューを構

成し、必要な場所で必要な量を提供する。 

➢ （トレンドへの対応）アスリートのニーズに合わせて流行などを取り入

れ、必要な栄養素を摂取できるメニュー構成とする。 

➢ （多様な文化的背景を有するアスリートへの配慮）東京 2020 大会には、

世界各地からアスリートが集結する。これらの文化的背景がそれぞれ異

なるアスリートが普段どおりの実力を発揮することをサポートするため、

可能な限り彼らが食べ慣れた食事を提供できるよう努める。そのため、世

界各地のメニューを提供するとともにそれぞれの好みの味に自ら調整で

きるよう、世界各地の味を再現した調味料を豊富に取りそろえる。 

➢ （提供時間帯）大会本番の瞬間に合わせてコンディションを整えるアス

リートを栄養面からサポートするため、24 時間体制でいつでも必要な時

に栄養補給ができる体制を確保する。 

➢ （飲食物に関する情報提供）アスリートの選択に資するよう、メインダイ

ニングで提供するメニューに関する栄養成分、アレルゲン等の情報を、NOC

等を通じて提供する。また、メインダイニング内の表示、掲示物等（のほ

か、情報技術の活用）によっても、ダイニング内の案内、提供メニューの

栄養成分、含まれるアレルゲンなどの情報を提供する。 

さらに、メインダイニング内には栄養キヨスクを設置し、誰でも専門家

からの助言指導を受けられる仕組みを構築する。 

➢ （ドーピング対策）東京 2020 大会における飲食物を経由して意図しない

ドーピングを引き起こすことがないよう、食材の管理を徹底する。 

3.2.4 多様性への配慮 

➢ 選手に対するさまざまな文化的・宗教的な多様性に配慮するための方針を

記載。例えば、日本食を含む世界各地域の料理の提供、宗教的伝統を尊重

した料理（ハラール、コーシャ等）の提供等のあり方について記載。 

➢ 観客も含めた飲食提供対象者の選択肢の確保についてあり方を記載。 

➢ アレルギー、菜食主義、宗教（特にハラール）などステークホルダー個々

の事情に対応できるよう、食品の取扱いに最大限配慮し、これらの事情を

有するステークホルダーに対して選択肢を確保する。また、選択肢が存在

することを示すため、表示、掲示物等を最大限活用し、適切に情報提供を

行っていく。 

3.2.5 暑さ対策 

➢ 選手を含め大会に参加する人たちに対する飲料水の供給、メニューへの配

慮等について記載。 
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3.2.6 セキュリティ 

➢ 大会時の食材搬入における安全の確保、食品への意図的な異物混入の脅威

に対する対応等について、あり方を記載。 

3.3 飲食サービスの内容 

 3.3.1 基本方向 

3.3.2 選手 

3.3.3 オリンピック放送機構（OBS）及び権利保有放送事業者（RHB） 

3.3.4 国際競技連盟（IF） 

3.3.5 マーケティングパートナー 

3.3.6 オリンピックファミリー（OF）・パラリンピックファミリー（PF） 

3.3.7 プレス 

3.3.8 観客 

3.3.9 ワークフォース（スタッフ） 

3.4 パラリンピックにおける配慮事項 

4 環境への配慮 

4.1 東京 2020の取り組み 

4.1.1 基本原則 

東京 2020 大会における環境配慮の考え方については、2017 年 1 月に策定

した持続可能性に配慮した運営計画第一版において明らかにされていると

ころである。飲食物提供の各段階における環境配慮についても、本計画に基

づき取り組むものである。 

4.1.2 持続可能性に配慮した運営上の取組 

（食品廃棄物抑制の取組）東京 2020 大会において、食品廃棄物の抑制は資源

管理に関する重要な取組の一つである。我々は、この重要性について全て

のステークホルダーに意識啓発を図るとともに、ポーションコントロール

などの食品廃棄物の発生抑制に効果的かつ実行可能な取組を推進する。ま

た、抑制の努力を重ねたうえでなお発生した食品廃棄物についても、適切

に処理する。 

（食器の取扱方針）食器については、持続可能性を重視する観点からリユース

食器の導入等を可能な限り行うことを基本としつつ、飲食提供場所ごとに

特性や実行可能性を考慮して、最適なものを使用する。なお、使い捨てと

せざるを得ない場合でもリサイクル・資源化（再生紙への利用等）が可能

な素材或いは環境に配慮された素材の使用を追及する。 

4.2 受託事業者の取り組み 

4.2.1 物流関係 

4.2.2 ケータリング事業者 

5 将来につなげていく取組（レガシー） 

5.1 日本の食文化の発信・継承 
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各ステークホルダーは、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」を擁する

我が国の食文化を楽しみにしているに違いない。 

このような期待は、我々の努力のみによって応えられるものではない。東京

2020大会の会場内の取組にとどまらず、例えばホストタウンにおける地域色豊か

できめ細やかなおもてなし、国内各地の先進的な飲食サービスなど、会場外にお

ける取組も重層的に展開されることで、初めてステークホルダーからの満足を得

られるであろう。このような大会の会場外における関係各位の取組に強く期待し

たい。 

我々は、会場内各所で以下のとおりの取り組みを行っていくこととする。会場

内外でそれぞれの取組が展開されることで、各ステークホルダーには、多彩な面

を持つ我々の食文化を堪能してもらいたい。 

（利用価値の高い日本の「食」）日本食は、アスリートにとって必要な栄養素を

過不足なく摂取しやすい理想的な食事である。我々は、このような日本食

を大会各場面で提供していく。また、各ステークホルダーには、この特長

を知ってもらうことを強く望む。 

（雰囲気）我が国の食文化は、「しつらい」という言葉に象徴されるように、飲

食を行う空間そのものの演出も重視する。一方、特に選手においては、競

技の最中は極度の緊張状態に置かれると想像される。そこで我々は、競技

の合間や終了後にリラックスして飲食を行うことができる空間をも提供

する。 

（地域性豊かな食文化）変化に富んだ国土を有する我が国には、地域ごとに、

特色ある食材に裏打ちされた豊かな食文化がある。我々は、この豊かな食

文化を体感してもらうため、このような特色ある食材を活用した飲食を提

供する。 

（新しい技術の発信）我が国には、身体機能上の理由により食事に一定の配慮

が必要な方に対しても、美味しい食事を提供するための技術が存在する。

我々は、このような技術を活用し、全てのステークホルダーに満足感のあ

る飲食を提供する。 

5.2 国産食材の活用（地産地消等） 

5.3 飲食による復興の表現 

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が発生し、我が国有数の食料生産地である東

北地方は大きな被害を受けた。これらの被災地域にとって東京 2020 大会は、当

時世界中から寄せられた支援に対して感謝を表明するとともに、復興しつつある

姿を全世界に向けて発信する千載一遇のチャンスである。このことについては、

各被災地域からも大きな期待が寄せられているところである。 

そこで我々は、これらの地域で生産された食材を活用したメニューを各ステー

クホルダーに提供することで、高品質の食材を生産できるまでに復興した現在の

被災地域の姿を発信するお手伝いをしていく。 
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【コラム】原発事故に伴う食品の放射性物質対策とこれまでの成果 

（内容）農畜水産物における放射性物質汚染について、汚染機序の解析、措置、

その結果を概略的に例示する（2～3例程度）。総量は 1ページ程度のイメージ。 

 

5.3 次世代の育成 

5.4 ダイバーシティ＆インクルージョン 

我々は、「多様性と調和」を大会コンセプトとして掲げている。飲食提供の各

場面における多様性への配慮はまさに、互いの違いを肯定し、自然に受け入れ、

認め合うことである。 

我々は、この経験を通じ、我々自身、さらには世界へポジティブな変革がも

たらされることを期待する。 

5.5 食材供給に関連した関係者の取組事例 

6 関係者 

6.1 受託事業者 

6.2 マーケティングパートナー 

6.2.1 飲食関係パートナー 

6.2.2 飲食関係パートナーの各種取組事例 

6.3 行政機関 

6.3.1 東京都 

6.3.2 関係省庁 

6.3.3 地方自治体 

7 エンゲージメント 

8 飲食戦略の策定過程 

8.1 検討会議メンバー 

8.2 検討会議の過程 
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