
出展のご案内

2022年11月6日（日）
9：00～17：00

熊本県農業公園カントリーパーク

新型コロナウイルス感染拡大の状況によって、イベントの開催を延期または中止させてい
ただく場合があります。予めご了承ください。

開催日時 ：

会 場 ：
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ふりかけグランプリ®は

「ふりかけ業界の振興・発展」と「お米の消費拡大」を目的とし、ふりかけ
の発祥地・熊本にて「ふりかけグランプリ®」は始まり、今回で６回目の
開催となります。

2019年川崎市での開催以降、新型コロナウイルス感染問題により延期を
重ね 思案しておりましたところ、この度、合志市とお米生産に携わる多く
の皆様のご理解、ご協力により開催の運びとなりました。心より感謝申し
上げます。

全国ふりかけグランプリ®は、一般の方による試食と投票により決定される
もので、（出展者による投票、出展メーカーによる組織票を厳重に禁止して
おります）バイヤーからの注目度、メディア露出度も高く、年々その知名度
を上げてきております。

当グランプリに出展を希望される皆様には、ルールを遵守いただき、気持ち
よく開催できますよう、何卒ご協力の程 よろしくお願い申し上げます。

一般社団法人 国際ふりかけ協議会
代表理事 松江 慎太郎

過去開催のふりかけグランプリ®

▷全国ふりかけグランプリ®2014 in KUMAMOTO(熊本県合志市）

▷全国ふりかけグランプリ®2015 in KUMAMOTO(熊本県熊本市)

▷ふりかけグランプリ®inいわき2016(福島県いわき市)

▷全国ふりかけグランプリ®2017 in KUMAMOTO(熊本県熊本市)

▷全国ふりかけグランプリ® 2019 in KAWASAKI(神奈川県川崎市)

ふりかけグランプリ®について



タイトル

開催期日

グランプリ
発表

開催会場

主 催

後 援

特別協賛

広報計画

運営事務局

会場構成

こうし市民まつり
集客実績

全国ふりかけグランプリ®2022

2022年11月6日（日）9:00～17:00

2022年11月6日（日）16:30（投票 15:00迄）

〒861-1113
熊本県合志市栄3802-4
熊本県農業公園カントリーパーク
【令和4年こうし市民まつり内で開催】

一般社団法人国際ふりかけ協議会（略称：IFA）
/全国ふりかけグランプリ®実行委員会

合志市

JA菊池（予定）

テレビCM：TKU、ラジオCM：FMK、ホームページ、SNS 等

一般社団法人国際ふりかけ協議会 (略称：IFA)
〒860－0812 熊本県熊本市中央区南熊本3丁目14番3号
くまもと大学連携インキュベータ107
TEL／096-227-7501 FAX／096-247-6050

◎全国ふりかけグランプリ®2022
全国各地の「ふりかけ」の中からグランプリを決定！
※対象：賞味期限半年以上のふりかけ

◎ふりかけ作り体験教室

平成31年度 こうし市民まつり 10,652人 集客
令和元年度 こうし市民まつり 19,500人 集客

開催概要
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グランプリ決定方法について

「一般来場者による投票でグランプリを決定します」

※出展者は、ごはんパック購入および投票はできません

■出展エントリー方法

■グランプリ開催までのスケジュール

■グランプリの決定方法について

①来場者にごはんパック（シャリ玉）を購入していただきます
▷ごはんパック1パックにつき投票券1枚がついてきますが
投票はおひとり様１票です (投票所にてお声かけをさせていただきます）

②各出展ブースにて出展者にふりかけ（規定量）をかけてもらい試食
していただきます

③会場内に設置する投票ブースにて一番おいしいと思うふりかけに
投票していただき、投票数で合計枚数が多い順で、金賞、銀賞、銅賞
を決定します

④15:00の時点で投票を終了、チケットを回収し集計、16:30よりこうし
市民まつり特設ステージで発表・表彰いたします

■受賞ふりかけ特典について（調整中/変更することがあります）

金賞・銀賞・銅賞ふりかけには以下の特典をご用意しております

・賞状 + 盾 + のぼり

・ふりかけグランプリ®商標使用権+ロゴ使用/年間契約(※要契約)

【金賞】月額5万円【銀賞】月額3万円【銅賞】月額1万円

■エントリーふりかけ以外の商品販売について
「エントリー商品以外の商品販売が可能」です

※ただし、エントリーふりかけ以外の試食はできません
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・・・・・・・・・・・・・・ ▷p.4 参照

出展エントリーについて

・・・ ▷p.5～p.6 参照
エントリーからグランプリ開催までの

スケジュール

▷ルールについては
追加変更する場合がございます
その際は、事前にご担当様へ
お知らせいたします

▷売上金額の報告のみ
ご協力をお願いします

→発見次第「失格」といたします

▷p.10 参照
試食提供・PRのルール



ふりかけグランプリ®出展エントリーについて

■募集店舗数 ：10～12店舗（予定）

■エントリー受付：～8月31日（水）17：00迄

※出展枠に限りがあるため上限に達した場合は受付を締め切らせていただきます

【エントリー申込書】に必要事項を記入の上、一般社団法人国際ふりかけ協議会/全国ふりか
けグランプリ®実行委員会までＦＡＸまたはメールにてお申込みください。

■出展料：33,000円(税込)

■出展条件

●IFA会員であること
※非会員の方は会員登録と年会費 24,000円（不課税）が別途必要

●自社スタッフを1人以上配置すること

●エントリー商品について

・賞味期限が半年以上であること

・エントリーの際に販売していること

・販売元・販売責任者が明らかで確実に連絡がとれること

・エントリーは１社１商品まで

・エントリーの際、エントリー商品３個を実行委員会事務局へ
お送りいただけること

※商品代・送料は各自でご負担いただきますようお願い申し上げます
※エントリー商品の事前審査をいたします
（エントリー商品が条件を満たしているか 等）

※宣材写真が無い場合ホームページやパンフレット掲載用の出展ふりかけの写真
を撮影いたします

●暴力団・暴力団員等・暴力団密接関係者に該当しないこと

※開催中は出展ブースに本オプション
スタッフとは別に自社スタッフ１名
の常駐が必須です

↓↓↓

一般来場者、バイヤー、マスコミ等
のへの商品紹介などをスムーズかつ
細やかに行っていただくためです
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▷p.9 参照
オプション ：ブーススタッフ手配について



エントリーからグランプリ開催までのスケジュール（予定）

～8月31日
17：00迄

■エントリー受付
※エントリーが上限に達し次第

受付終了

～9月6日
17：00迄

■サンプル提供
①エントリー商品３個
②宣材写真データ提供
※無い場合は撮影します

9月15日頃迄
（予定）

■審査
※出展条件を満たしている
かどうかの審査

※ サンプル到着次第随時

11月5日
【前 日】

■審査結果報告

全国グランプリ®2022

出展ふりかけ確定

■IFAホームページ・
Facebook等にて出展
ふりかけ紹介

■商品搬入/小間内装飾等

11月6日
【当 日】

■全国ふりかけグランプリ® 9：00 ～ 17：00

■グランプリ発表 2022 金 銀 銅 16：30 ～
（投票 15：00迄）

■撤収

■出展料納入
※出展料納入期日
2022年10月15日迄

※期日までに納入が確
認出来ない場合は出展

辞退とみなします）

■集合写真撮影

【サンプル送付先】
〒860-0812
熊本県熊本市中央区南熊本3丁目14-3
くまもと大学連携インキュベータ107
（フラッグス株式会社内）

一般社団法人国際ふりかけ協議会 宛

TEL 096-227-7501

▷ p.6参照
開催前日～開催当日のスケジュール

※IFA非会員様には、併せて入会申込書と
年会費納入のご案内をさせていただきます

※審査結果は、ご登録いただいたメール
アドレスにご連絡させていただきます

※テレビ、ラジオによるイベント開催告
知（こうし市民まつり）は、10月中旬頃
～11月5日（土）予定

※本エントリー済の場合でも
8月31日までであればエントリーふりかけ
の変更が可能です

※サンプルの送料は各自でご負担いた
だきますようお願い申し上げます

■商品搬入/小間内装飾等
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▷ p.6参照
開催前日～開催当日のスケジュール



開催スケジュール（予定）

■商品搬入/小間内装飾 等

【前日】11月5日（土）

【当日】11月6日（日）

■開会直前 説明会※8:30～

■開会/開場 ※9:00～

■試食提供

■投票までの流れ

投票
（特設ブース）

来場者が
ご飯購入

出展者が
「ふりかけ」
をかける

試食

※出展者のごはんパック購入および投票はできません

■投票終了 ※15:00

■グランプリ発表※16:30～

■11月6日 16：30 より 「合志市民まつり特設ステージ」にて金賞・銀賞・銅賞
の発表を行います

■出展者（代表）は必ず５分前までにはステージ前にお越しください

■グランプリ発表後、集合写真の撮影を行います

※のぼり等 お持ちいただいて構いません

イメージ：2019年集合写真

■商品搬入/小間内装飾 等

■撤収

※撤収開始時刻については、来客の状況を
みてアナウンス予定

・車での搬入 13：00 ～ 17：00

・会場（全国ふりかけグランプリ®実行委員会宛）に
商品を発送される場合は【11月5日13時～16時着】を
ご指定ください ※常温のみ受付

・車での搬入 7：00 ～ 8：00

※8：00以降 車での搬入不可
(8:00までに指定駐車場まで移動完了)

→駐車証をご準備いたしますので
事前にお申込みください

→駐車証はダッシュボードなど外から
確認できるところにご提示ください

・車での搬出 17：30 （予定）～19：00完了
以降立ち入り不可

※ごはんパックは2,000パック準備予定
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スタッフによる
監視

→ 発見次第「失格」といたします



小間の仕様と設備等（予定）

1.基礎小間の仕様について

基礎小間(1区画)… D 3.6 m× W 2.7 m

◆小間仕様及び基本備品

間 口

奥 行 き

約 3.6 m

約 2.7 ｍ

テーブル

パイプ椅子

2台（ D500 mm × W1800 mm）＋ビニールクロス付

2脚

2.電気について

▷p.9 参照
オプションについて

2022年10月25日（火）
までにお申込みください

◆電気の設備は有料です
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※200ｖに関しては別途ご相談ください

■電気工事および電気供給

3.追加備品について

◆追加備品は有料です

単相100ｖ

単相100ｖ

単相100ｖ

1.5 kwまで

2.0 kwまで

3.0 kwまで

テーブル

パイプ椅子

1台（ D500 mm × W1800 mm） ＋ビニールクロス付
2,200円(税込)

1脚 440円(税込)

11,000円(税込)

16,500円(税込)

22,000円(税込)

▷p.9 参照
オプションについて

2022年10月25日（火）
までにお申込みください



小間の使用と設備等

■展示装飾物：
出展物以外の展示台、テーブル、イス、照明器具 等

・出展物（商品）ストック、機材、空容器、梱包材、残材等の
保管場所は特別に設けておりません（出展者の責任において
小間内にて管理し、撤去時には必ずお持ち帰りください）

※定められた時間を超え、出展物、装飾資材、機材等を会場内に残した
場合は、事務局は任意にこれを処分します
その際 処分にかかった費用は、出展者の負担となりますのでご注意下さい

・商品・装飾物等の通路放置は、他の出展者に迷惑になるだけ
でなく、運営および来場者の動線の妨げとなりますので、必ず
小間内に納めて下さい

4.小間装飾について

◆注意点

出展者は、小間内において商品紹介のパネルや映像（装置）、展示装飾物
を使って出展商品を効果的に展示・実演することができます

・喫煙について
指定された場所にてお願いします
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※詳細は（開催1か月前の配布を予定）【出展の手引き】にてご案内させていただきます。

◆電気の設備は有料です ・・・ ▷p.9 参照

オプションについて

オプション申込書にて
2022年10月25日（火）までにお申込みください



オプション一覧 （予定）

■追加備品リース
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■ブーススタッフ手配
※開催中は出展ブースに本オプションスタッフとは別に 自社スタッフ１名の常駐が必須です

※遠方からの出展者様に限ります

■電気工事および電気供給

■可燃物処理 引受

※オプション申込書にて、2022年10月25日（火）までにお申込みください

◆電気の供給時間・11/6（日） 7：00～17：30迄
※24時間通電はいたしません

品名 単価（税込） 備考

ブーススタッフ手配１名 /  1日間 15,000円 休憩1時間

品名 単価（税込） 備考

単相100v（1.5kwまで) 11,000円

単相100v（2.0kwまで) 16,500円

単相100v（3.0kwまで) 22,000円

品名 単価（税込） 備考

テーブル / 1台
D500×W1800・ビニールクロス付

2,200円

パイプ椅子 / 1脚 440円

品名 単価（税込） 備考

90L 500円

45L 250円

※200ｖに関しては別途ご相談ください



■試食の提供量について

試食提供・PRのルール
より良いグランプリ開催のため ご協力をお願いいたします

実行委員会から配布する規程のスプーン
擦り切り一杯を一つのシャリ玉へふりかけてください

※定量以上の過剰な試食提供は禁止です
※他のシャリ玉にかからないようご注意ください

試食提供は、グランプリ出展ふりかけのみです

試食提供は、ふりかけグランプリ®専用 シャリ玉パックを持っている方
へのみ可能です

《試食提供例》

大音量で音楽を流したり、大声で呼び込みをしたりする行為は他の
出展者および来場者の迷惑になりますのでお控えください

■グランプリ出展ふりかけ以外の試食提供禁止（販売は可）

■シャリ玉パックを持っていない来場者への試食提供の禁止

■小間内で調理等、手を加えたふりかけの試食提供の禁止

■小間外での試食提供およびPRの禁止

試食提供およびPRは小間から前方１ｍ以内
（ライン有）です

■その他

※ 改善が見られない場合や主催者が悪質と判断した場合は、失格とさせていただく
場合がございます

※ グランプリスタッフより注意勧告があった際は速やかに改善をお願いします

商品そのままの状態で提供してくださいください
※何かをかけたり、加えたりしたふりかけの試食提供は禁止です

イメージ：2019年写真

小間から1ｍのライン
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▷ルールについては
追加変更する場合がございます
その際は、事前にご担当様へ
お知らせいたします



事務局によって決められた小間の位置は、開催終日固定とし、
他の出展者と入れ替わらないこと

小間・施設内のルール

■ 小間の固定化

・出展者自身 または 出展者同士の事故等 トラブルが発生した場
合は、当事者の責任で解決すること（主催者は一切の責任を負いません）

■ 展示について

・のぼり旗、看板、日よけ等の設置をする場合は、風で倒れたり
飛ばされたりしないよう、しっかりと固定するなど安全に努め、
他の出展者の迷惑にならないよう配慮すること

・通路など規定小間外にはみだしての展示、販売、チラシ配布等
を行わないこと

※他の出展者や来場者の動線の妨げとなります

・AV機器等による大音量の音楽等を流さないこと
※他の出展者や来場者の迷惑となります

■ ゴミ処理について

・小間内で発生したゴミに関しては、出展者が責任をもって持ち
帰ること（※遠方からの出展者に限り可燃ゴミのみ有料でお引き受け可）

・生ゴミなどの汚水は排水口に直接流さないこと
（ネットなどを用意して処理してください）

■ 原状回復について

・出展者が会場（施設の備品および植栽等を含む）を損傷した場
合は、その出展者の責任において原状回復させること

※原状回復にかかった費用はその出展者が負担すること

■ 会場内での事故トラブルについて

■ 小間内のスタッフについて

小間内の人数は3名迄とし、内１名以上は自社スタッフが常駐
すること

11

▷p.9参照

オプションについて

▷ルールについては
追加変更する場合がございます
その際は、事前にご担当様へ
お知らせいたします



運営上のルール

■ 出展者のご飯パック購入および投票の禁止

出展者のご飯パック購入および投票はできません

※「一般来場者による投票」でグランプリを決定します

■ 出展者（自社スタッフ）常駐

※発見次第「失格」
といたします

■「出展者証」 の着用（関係者の識別）

時間外、開催中を問わず、（商品搬出入・設営撤去含む）、出展者は
会場内での「出展者証」の着用をお願いします

※「出展者証」には必ず出展者名をご記入ください

※識別をはじめ、事故防止・盗難防止など、安全で円滑な会場運営をはかる
ために必要です

■ 駐車場

出展者駐車場は「駐車証」をご準備いたしますので事前に
お申込み下さい

※駐車証は、ダッシュボードなど外から確認できるところにご提示ください

■ 安全と事故防止

出展者は、グランプリ ルールを遵守し、安全と事故防止に努めること
・出展者は、出展物の搬入からグランプリ終了後の設営撤去まで 安全と

事故防止にご協力をお願いします

投票箱への接触（中身の確認、重さの確認等）は禁止です

■ 投票箱への接触の禁止

※ 改善が見られない場合や主催者が悪質と判断した場合は、失格とさせていた
だく場合がございます

※ グランプリスタッフより注意勧告があった際は速やかに改善をお願いします

開催中は、出展者（自社スタッフ）が1名以上小間内に常駐し、

責任もって来場者の対応と出展物管理を行ってください
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▷ルールについては
追加変更する場合がございます
その際は、事前にご担当様へ
お知らせいたします


