
東京 2020 みんなのフードプロジェクト 

日本の「食」を選手村アスリートへとどけよう！あなたのメニュー募集キャンペーン 

応募要項 

■選手村のフードメニュー募集にあたって 

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（以下「組織委員会」といいます。）

は、東京 2020 オリンピック・パラリンピック（以下「東京 2020 大会」といいます。）の準備と運営を行う

ために、2014 年 1 月に設立された団体です（日本語版 URL https://tokyo2020.org/jp/ ）。組織委員会で

は、東京 2020 大会を最高のものにするため、多くの皆様に参画して頂きたいと考えております。そこで、

東京 2020 大会に向けた機運をさらに盛り上げるために、選手村のカジュアルダイニングメニューで実際

にアスリートへ提供する食事メニューの一部を公募いたします。 

 

■はじめに 

組織委員会が運営する「東京 2020 みんなのフードプロジェクト 日本の「食」を選手村アスリートへとど

けよう！あなたのメニュー募集キャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます。）サイト（以下「本キ

ャンペーンサイト」といいます。）で行われる本キャンペーンは、キャンペーン応募要項（以下「本応募要

項」といいます。）に従って行い、本キャンペーンに応募される方（個人又はグループとなります。以下「応

募者」といいます。）は、下記の内容全てを十分にご理解・ご同意いただくことを前提といたします。ご同

意いただけない応募者はご応募いただけません。また、本キャンペーンへの応募は、応募者自らの判断と

責任において行うものとし、組織委員会は応募者が本キャンペーンの応募により被った損害について一切

の責を負いません。なお、本応募要項の内容は事前の告知なく変更されることがありますことをあらかじ

めご了承ください。本応募要項の内容を変更する場合、組織委員会は本キャンペーンサイト内でその旨を

告知します。 

 

■キャンペーン応募要項 

 

◎応募資格・応募点数 

・料理の経験や受賞歴の有無、職業等は問いません。 

・年齢：未成年の方は、保護者の同意を得てご応募ください。 

・国籍：日本国籍の方および日本在住の外国籍の方（日本国内の住民票をお持ちの方）とします。 

・個人またはグループでの応募が可能です。グループでの応募の場合、成年で、上記の国籍の条件を満た

している方を代表者として 1 名選任してください。（例えば未成年の方であっても、条件を満たす代表者と

共に応募することができます。） 

・応募点数は 1 人（1 グループ）1 点限りとします。ある個人が、複数応募した場合、個人およびグループ

の両方で応募した場合、又は複数のグループにまたがって応募した場合は、いずれの応募も無効となりま

す。 

・反社会的勢力に属する方からの応募はお断りしています。 

https://tokyo2020.org/jp/


 

◎応募方法 

本キャンペーンサイトより必須事項をご入力の上、ご応募ください。選考項目は以下の通りといたします。 

・メニュー名：本キャンペーンサイトの「メニューの参考例」を参考に、メニューへの想い、エピソード、

調理時のひと工夫等が分かるメニュー名をご記入ください。 

・カジュアルダイニングのコンセプトの実現／エピソード：アスリートにどのように食べてほしいか（例

えば「楽しくリラックスして食べてほしい」等）や、応募メニューに対するあなたの想いをご記入くださ

い。 

・調理時のひと工夫：アスリートに食べてもらう・サポートするためにひと工夫したポイントや、メニュ

ーの特徴などをご記入ください。 

・一緒に食べたいアスリートや食べて欲しいアスリート：メニューを一緒に食べたいアスリート、食べて

欲しいアスリートと、その理由をご記入ください。 

・アスリートへの応援メッセージ：国内外のアスリートへの応援メッセージをご記入ください。 

・メニューの画像：応募いただくメニューの画像を撮影し、これを応募フォームにアップロードしてくだ

さい。 

※上記のうち、「アスリートへの応援メッセージ」と「メニューの画像」は、必須項目ではなく任意項目に

なりますが、その他は必須項目ですので必ずご記入ください。 

※電子メールや郵送、直接の持ち込みによるご提出は受け付けません。本キャンペーンサイトからメニュ

ーを応募する際に、応募者の氏名、生年月日、住所、連絡先（電話番号、メールアドレス）等の情報が必要

となります。グループ応募の場合には、代表者の情報・グループメンバーの人数が必要となります。また、

当選後にはメンバー全員の情報が必要となります。 

 

◎応募受付期間 

2019 年 8 月 8 日（木）正午～2019 年 9 月 6 日（金）午後 6 時 

 

◎賞について 

応募いただいたメニューの中から、本賞としてカジュアルダイニングのメニューの一部として提供する作

品を選出します。更に、本賞に採用されなかったメニューの中からも、特別賞、ノミネートメニュー賞を

選出します。 

 

◇本賞 

5 作品を選出します。採用されたメニューは、選手村のカジュアルダイニングメニューの一部となり、アス

リートへ提供されます。 

 

◇特別賞 

本賞に採用されなかったメニューの中から、以下 3 つの賞（合計 25 作品）を選出します。 



 

●学生たちを盛り上げる「学生賞」 

応募時点で学校に通われている方（※応募フォームの選択項目の中の「学生の方」にチェックをつけてい

ただく必要があります。）を対象として 10 作品を選出します。 

 

●共催パートナー各社が選定する「パートナー賞」 

「東京 2020 みんなのフードプロジェクト」の共催パートナー各社が 1 作品ずつ計 5 作品を選出します。 

 

●東北の復興を支援する「東北復興賞」 

東北に関連するエピソード、食材、ひと工夫等が含まれる応募メニューを対象に 10 作品を選出します。 

 

◇ノミネートメニュー賞 

最終選考に進む応募メニューとして 100 作品（予定）を選出します。 

 

※上記賞に選出されたメニューは、組織委員会および組織委員会が許可する団体でのマーケティング活動

（告知物・広告物・WEB サイト・ソーシャルメディア等の一切を含む）にも利用させていただきますので、

予めご了承ください。詳しくは後述の「応募メニューの知的財産権などについて」をご確認ください。 

 

◎賞品について 

本賞、特別賞、ノミネートメニュー賞に採用された応募者様には以下の賞品を進呈します。さらに応募い

ただいた方、皆様にも賞品を進呈します。 

 

◇本賞 賞品（5 作品） 

採用メニュー試食会へご招待します。 

 

◇特別賞（25 作品） 

●学生賞 賞品（10 作品） 

東京 2020 大会関連グッズを進呈します。 

 

●パートナー賞 賞品（5 作品） 

共催パートナー各社にて準備する賞品を進呈します。 

 

●東北復興賞 賞品（10 作品） 

東京 2020 大会関連グッズを進呈します。 

 

◇ノミネートメニュー賞 賞品（100 作品） 



WEB でご確認いただける「デジタル表彰状」を進呈します。 

 

◇応募者全員にプレゼント 

WEB でご確認いただける「選手村カジュアルダイニング デジタルフードサポーター証」を進呈します。 

 

※応募者全員へのプレゼントを含む賞品の発送及び各賞のご連絡は、2019年11月以降を予定しています。 

※各賞のご連絡はメールにてご連絡させていただきます。メールは、【mail-foodproject.tokyo2020.org】の

ドメインから送信しますのでドメイン指定受信設定をされている方は、ドメインを許可するか、設定を解

除するようお願いいたします。 

※本賞のご招待にあたり会場までの交通費・宿泊費などは当選者様のご負担となります。ご招待内容の詳

細は当選者様のみにご連絡します。 

※学生賞および東北復興賞はグループ応募の場合、グループメンバーの人数分進呈します。 

※パートナー賞のグループ応募の場合の賞品数は未定です。 

※賞品の詳細について事前にご連絡等は行いませんので、ご了承ください。 

 

◎ご応募にあたって 

・応募に関する必須事項で記入漏れなどがある場合、または虚偽の記載がある場合、その応募は無効とさ

せていただきます。 

・審査通過者様の住所・転居先・電話番号が不明などの理由により連絡できない場合は応募を無効とさせ

ていただく場合がございます。 

・応募データ等の返還・返却には応じかねますので、予めご了承ください。 

・撮影にあたり危険な行為などは絶対にしないでください。 

・応募時にご提出される画像は、必ず料理全体がわかるように撮影してください。 

・ご応募内容に関し、本応募要項を含め、ルールの逸脱があると判断した場合は、応募者へのご連絡なし

にご応募を無効と判断する場合がございます。 

・選手村で提供する飲食物は、組織委員会の定めた、東京 2020 大会において提供される飲食物の安全確保

のためのガイドラインに従って提供を行います。その為、当該ガイドラインの趣旨、目的、内容から逸脱

する応募メニューは無効と判断する場合がございます。ガイドライン詳細は「東京 2020 大会における飲食

提供に係る基本戦略について)」よりご確認ください。 

・応募時にご提出される画像は、応募者ご本人様が撮影したものに限ります。 

・応募者は、応募データ（ご入力いただいた各情報、応募メニューの内容、ご提出いただく画像、エピソー

ドやメッセージの文章等を含みます。以下同じです。）について適法な権利を有していることを保証するも

のとします。 

・応募者は、応募データが知的財産権を含む第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとし

ます。 

・グループでの応募の場合、応募メニューの創作に関わった方は 50 人を上限とします。グループの代表者

https://tokyo2020.org/ja/games/food-strategy/
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には、メンバー全員がこの本応募要項の内容につき承諾していることを確約し、保証していただきます。

応募時にメンバーの一部が本応募要項に承諾しておらず、あるいは本応募要項に違反していることが判明

したときは、応募を無効とすることがあります。 

・応募時にご入力頂いた情報やご提出いただいた画像は、審査選考のプロセスを発信する際に対外的に公

表する場合があります。 

・組織委員会職員および事務局の関係者は応募することができません。 

・応募の際は、推奨するインターネット環境にてお申し込みをお願いいたします（推奨環境については「東

京 2020 サイトご利用にあたって」を参照ください。）。なお、通信料及び接続料その他応募に要する費用は

応募者のご負担とさせていただきます。また、推奨以外の環境によって発生した情報や連絡の不備につい

ては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。 

・システムの障害等のやむを得ない理由により本キャンペーンの全部または一部を行うことができないと

判断した場合には、応募者への事前の通知や承諾なく、応募受付を中断、変更、または終了できるものと

します。また、組織委員会は、中断または中止により生じるいかなる損害についても、責任を負うもので

はありませんので、ご了承ください。 

・本応募要項に記載された事項については、今後、組織委員会の判断により、変更または追加することが

あります。その場合は、それまでに既に応募した方であってこれに同意できない方は、その応募を撤回で

きますが、応募に要した費用その他損失・損害等の負担には応じかねます。 

・本応募要項の内容も含め、応募に関する一切の事項は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるも

のとします。紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

・審査過程については、本キャンペーンサイトにて随時ご報告する予定です。個別のお問合せにはお答え

できませんので、ご了承ください。 

 

◎審査 

採用メニューは、応募メニューの中から、組織委員会が設置する審査会が審査をいたします。審査会での

審査確認と決定を経たのち、組織委員会の最終承認により決定することとします。 

 

◎審査会メンバー 

アスリート・栄養学関係者・共催パートナー・「東京 2020 みんなのフードプロジェクト」キャンペーン事

務局 

 

◎審査基準 

審査は以下の基準にて実施いたします。 

 

1.カジュアルダイニングのコンセプトの実現 

「カジュアルダイニング」とは、日本の食文化の発信の場として、被災地や東京都産の食材、各地の特産

物など、様々な食材を活用したメニューを提供することで、アスリートにリラックスして日本の食文化を

https://tokyo2020.org/ja/utilities/using-this-site/
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堪能・楽しんでいただくことを目的としています。審査のポイントとして、このコンセプトに即したメニ

ューであるかを審査します。 

 

2.メニューにまつわるエピソード 

そのメニューをなぜ世界のアスリートに食べてほしいのか、なぜ応募しようと思ったのか明確にわかるス

トーリーなど、メニューに対する想いも加味して審査をします。 

 

3.調理時のひと工夫 

栄養バランスが良い、パフォーマンスの向上をサポートするなど、アスリートファーストであることが大

切であり、その上で調理時のひと工夫したポイントも審査します。 

 

◎結果発表 

・応募締切後、厳正なる審査のうえ、審査を通過された方（グループ応募の場合はその代表者）にのみ、

2019 年 11 月以降にご登録されたメールアドレスにご案内をいたします。 

・2020 年の春以降に東京 2020 組織委員会の公式 Web サイト等で発表する予定です。諸般の事情によりご

案内が遅れる場合がございます。 

・応募の受付、審査に関するお問合せはお受けできません。 

・当選の確定は、所定の書類をご提出いただくことを条件といたします。 

※書類の内容は当選者のみにご案内いたします。 

・ノミネートメニューに選出されたメニューについては、東京 2020 組織委員会の公式 Web サイト等にて

発表する予定です。その際、ご応募時のお名前、または、ふりがなを参考にイニシャルや、ニックネームな

どでお名前を公表させていただく場合がございます。また、応募時の画像とは別の画像提供をお願いする

場合がございます。（応募時に画像が無い場合も画像提供をお願いする場合がございます。） 

 

◎応募メニューの知的財産権などについて 

・応募者は、その応募メニューが本賞・特別賞・ノミネートメニュー賞に決定した場合、応募内容（ご入力

いただいた各情報、応募メニューの内容、ご提出いただく画像、エピソードやメッセージの文章等の一切

を含みます。以下同じです。）に関して、著作権（著作権法第 27 条および第 28 条に規定する権利を含み

ます。）、商標権、意匠権その他の知的財産権（これらを出願する権利や、これらを譲渡し、再現し、複製

し、出版し、変更し、改変し、修正し、または頒布する権利あるいは営業秘密に係る権利を含みますが、こ

れらに限られません。）、所有権等が生じるときも、その一切の全世界における権利を組織委員会に無償で

譲渡していただきます。また、当該応募内容に関して著作者人格権その他一切の人格権が生じる場合も、

これを組織委員会およびその指定する者に対して行使しない旨をご了解いただきます。 

・応募者には、その応募メニューが本賞・特別賞・ノミネートメニュー賞に決定した場合、その応募内容に

ついて組織委員会またはその指定する者等により商標・意匠の出願・登録が行われる場合があることにつ

きご了解いただきます。なお、東京 2020 大会終了後、当該応募内容の一切に係る権利は、IOC に帰属す



ることになります。 

・応募者には、上記記載事項その他に基づく応募内容に関する権利の譲渡や保護等に関して必要となる書

類の提出、その他の各種事務・手続等についてご協力いただきます。 

・すべての応募者の応募内容について、組織委員会並びに IOC および IPC が、全世界において、期間の

制限なく、広報・記録等の目的で、印刷物、Web への掲載、展示会での展示その他あらゆる方法で、無償

で、非独占的に、これらを利用できるものとすることをご了解いただきます（撤回、取消等はできません

ので、ご注意ください。）。なお、大会終了後、当該応募内容に係る一切の権利は、IOC に帰属することに

なります。 

・応募者には、本応募要項の違反があった場合、その一切の責任（当該違反に起因する一切の損害につい

て賠償する責任が含まれます。）を負うとともに組織委員会ないし IOC、IPC に一切の損失・損害等を与

えないことを確約していただきます。 

・本賞、特別賞、ノミネートメニュー賞の決定にあたり、制作過程に関する情報等を確認させていただく

場合があります。 

・応募者には、IOC および IPC の要請に応じて、上記の権利譲渡および許諾を証明または確認するため

に必要となるあらゆる書類や資料の作成を行うことをご了解いただきます。 

 

◎個人情報の取扱いについて 

組織委員会は本キャンペーンの実施により取得する応募者の個人情報（氏名、メールアドレス、電話番号

等）を当選者の選定、賞品の提供および発送、本キャンペーンの事務局からの諸連絡その他企画に関連す

る目的に利用するほか、組織委員会のマーケティングの参考とするために、個人を特定しない統計情報の

形で利用いたします。組織委員会は、応募者の個人情報を本キャンペーンに関する業務の委託先（IOC、

IPC、「東京 2020 みんなのフードプロジェクト」キャンペーン事務局、選手村のフードメニュー審査会そ

の他審査事務に関わる第三者）において、法令などに基づき管理いたします。組織委員会は、応募者の個

人情報を、応募者の同意を得ることなく、上記委託先以外の第三者に開示することはありません。ただし、

法令により開示を求められた場合、お申込み時に応募者より開示が許されている場合、または裁判所・警

察署などの公的機関から開示を求められた場合は、応募者の同意なく、応募者の個人情報を開示すること

があります。その他組織委員会における個人情報の取扱いについては、東京 2020 公式サイトのプライバシ

ーポリシーもご確認ください。 

 

◎応募メニューの修正について 

採用されたメニューは飲食物のガイドライン等により、応募メニューから分量、食材、調理方法などを一

部変更する場合がございます。選手村で提供する飲食物のガイドラインの詳細につきましては本キャンペ

ーンサイトに掲載している「東京 2020 大会において提供される飲食物の安全確保のためのガイドライン」、

「大量調理施設衛生管理マニュアル」、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針（ガイドラ

イン）」をご確認ください。 

 

https://tokyo2020.org/ja/privacy-policy/
https://tokyo2020.org/ja/privacy-policy/


◎採用メニュー（本賞）の応募者について 

採用メニュー（本賞）の応募者には、メニューの説明等の別途作業や既定の書類提出を依頼することがあ

ります。また、その他、審査選考のプロセスでメディアから取材依頼があった場合、事務局からご相談さ

せていただき、広報活動等への協力をお願いすることがあります。※採用メニュー（本賞）の応募者が組

織委員会の許可なく、独自での広報活動などに利用することはできません。 

 

◎アンブッシュ・マーケティングの禁止について 

・応募者は、組織委員会より別途認められた場合を除き、応募者自身又はその勤務先・所属先その他関係

者の商品若しくはサービス（以下、総称して「応募者商品等」といいます。）と、東京 2020 大会、オリン

ピックムーブメント又はパラリンピックムーブメントとを関連付けてはならず、かつ、そのように受け取

られるおそれのある行為をしてならないものとします。 

・応募者は、組織委員会より別途認められた場合を除き、応募者商品等が、組織委員会、IOC、IPC、日本

オリンピック委員会又は日本パラリンピック委員会（以下、総称して「組織委員会等」といいます。）のい

ずれかによる公式のものである旨、組織委員会等のいずれかにより選ばれたものである旨、組織委員会等

のいずれかにより承認されたものである旨、組織委員会等のいずれかによる保証を受けたものである旨、

組織委員会等のいずれかにより推奨されている旨、組織委員会等のいずれかによる同意を得たものである

旨、その他これらに類する事実を表明してはならず、かつ、そのように受け取られるおそれがある行為を

してはならないものとします。 

・応募者は、応募の事実や、応募メニューがノミネートメニュー、各賞又は本賞（採用メニュー）に決定し

た事実等について、応募者自身又は応募者商品等の広告・宣伝の目的を持って公表してはならず、かつ、

そのように受け取られるおそれのある行為をしてはならないものとします。 

 

◎事務局情報 

キャンペーンに関するお問い合わせ 

「東京 2020 みんなのフードプロジェクト」キャンペーン事務局 

メールでのお問い合わせ 

info(at)mail-foodproject.tokyo2020.org 

※迷惑メール対策のため、メールアドレスの変更をしております。お手数ですが()を＠に置き換えてご利

用ください。 


