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（1）はじめに

熊本でカレー専門店は１００件以上！！

果たして一番うまいカレーはどこなのか？

素朴な疑問から生まれたこのイベント！

熊本最強のカレー四天王を合志市カントリーパークで決めます！

さらに女性に大人気のイベント、ハッピーマルシェを組み合わせ、

一日中カントリーパークを楽しめる様になっております。

地元から熱く盛り上げるカレーのイベントを目指し、熊本内外にアピールできる

よう、宣伝広報にも力を注いでまいります。

つきましては、本イベントの趣旨をご理解いただき、ご出店、ご協賛を

賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。



■イベントタイトル 第1回KUMAMOTOカレー王座決定戦2018

Supported by FMK

■同時開催 第18回ハッピーマルシェ

■開催日 2018年3月24日(土)～25日（日）の２日間

■開催時間 9：00～17：00

■開催場所 カントリーパーク（熊本県農業公園）
〒861-1113 熊本県合志市栄3802-4
TEL 096(248)7311
http://www.country-park.jp/

■主催 熊本カレー王座決定戦実行委員会
（株式会社エフエム熊本・ストレート株式会社）

■企画運営 ストレート株式会社
860-0834 熊本市南区江越2丁目15-30-2F

TEL096-334-7700

■協力 エフエム熊本

■協賛・後援 熊本日日新聞社 各社予定

■入場料 300円 （※カントリーパーク入園料）
高校生以下は無料

■前売り券 熊日プレイガイド・出店事務局・FMK局内・参加店舗
にて2月中旬より随時販売開始

■広報予定 テレビ（予定）、ラジオ、タブロイド紙、
情報誌、チラシ、ポスター、ホームページ、SNS、
他パブリシティ等

■動員目標 約15,000人

（2）開催概要（2）開催概要



≪カレー王座決定戦ゾーン≫

□こだわりのカレー店が大集結！！最強四天王を決めます。

カレー（ライス・ナンなど）をテーマにした実演販売ゾーン

和風カレー・洋風カレー・インドカレーなど

色んなカレーを食べ歩き！！

もちろんお持ち帰りもOK！！

≪一般出店ゾーン≫

□カレー以外の飲食店・おもちゃ体験ブース、

試飲、化粧品実演、車展示、

各種商品等の展示・販売・PRコーナー

≪わくわくキッズランド≫

おもちゃくじ・ガチャガチャ・射的・キックターゲット・輪投げ

スーパーボールすくい・ゴーカート体験や子供に人気のふわふわなど

子供たちが喜ぶコーナーを用意し、楽しんで頂きます。

《同時開催イベント！！》

第18回 ハッピーマルシェ

ハンドメイド雑貨やアクセサリーなどの約70店舗が参加。

販売や体験コーナーなど女性に大人気！！

主婦の方から若い女性・子どもまで

幅広い年齢層のお客様がご来場されます。
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●参加資格 カレー王座決定戦出店者
※出店希望が多数の場合は、実行委員会にて選考させて
いただきます。

●エントリー料 出店料に含む

●エントリー
商品について

カレーライス
※パン類・ナン類は販売可能です
※トッピングは可能です
※自家製・自社製オリジナル商品に限ります
※エントリーは１種類のみとなります
※エントリー商品の写真データと商品の特徴を
５０文字程度で事務局に2/24日（土）までにご提出下さい。
HPやチラシ、広告物に使用致します。

●選手権の流れ ①事前前売り券３枚綴りを1,000円（税込）にて
熊日プレイガイド・事務局・FMK・出店店舗にて２月中旬より
随時販売。

②当日はチケット販売所にてつづり1枚400円(税込)の商品
チケットをお客様に購入していただきます。

③出店者は、チケット1枚につきエントリー商品1杯をご提供
していただきます。

※エントリー商品は決定戦用に値段など合わせて
ご提供ください

●投票方法 チケット獲得枚数を競います。
２日間の合計枚数が多い４店がカレー四天王となります。

●チケットの
換金について

出店者様立会いのもと、
運営本部の者がチケット枚数を確認させていただきます。
1枚あたり300円とし指定口座に後日お振込みいたします。

●表彰及び特典 四天王
1位. ・・・賞状及び、販促ツール（のぼり）ラジオCM
2位. ・・・賞状及び、販促ツール（のぼり）ラジオCM
3位. ・・・賞状及び、販促ツール（のぼり）ラジオCM
4位. ・・・賞状及び、販促ツール（のぼり）ラジオCM
※発表、表彰式は3/25(日)にステージで行う予定です
（調整中）
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第１回KUMAMOTOカレー王座決定戦2018
【入賞特典・20秒ラジオスポット】

●20秒ラジオＣＭ案●

第１回KUMAMOTOカレー王座決定戦2018 初代四天王！

カレーの○○○（入賞社名）のレッドホットチリカレー（商品名）

独自調合のスパイスでクセになる辛さ！（商品ＰＲコメント）

熊本市南区、流通団地そば、（入賞社所在地情報）

カレーの○○○（入賞社名）のレッドホットチリカレー（商品名）

ぜひ一度、ご賞味ください！

１位：上記、20秒ラジオＣＭを30本放送！

２位：上記、20秒ラジオＣＭを25本放送！

３位：上記、20秒ラジオＣＭを20本放送！

４位：上記、20秒ラジオＣＭを15本放送！

放送期間は２０１８年４月９日（月）～４月３０日（月）までになります。
放送時間は局一任になります。

熊本カレー四天王
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●出店料に含むもの
出店ブースの使用料（準備・開催期間）、テント使用料、出店者名表記（A3
ラミネート、書体は全て統一書体を使用）、会場全体の装飾費、全体的な広告
宣伝・印刷費、全体的な企画・運営費

●出店料に含まないもの
出店ブース基礎使用に含まない装飾・備品・機材及び搬入搬出工事費、ブース
内の電気工事費及び使用料、ブースの運営に関する費用、展示品に関する保険
金・対人障害等の賠償金、保健所申請料（各自で申請してください）等

●電気使用・工事、給排水工事及び備品の申込み（有料オプション）
出店ブースの基礎使用には電気の設備や給排水・備品はありません。

○電気使用及び工事 1.5kwあたり １０，８００円
○給排水工事（小間内にシンク設置） １８，９００円

電気や給排水・備品をリース使用される場合は出店事務局により申込み、

工事を行います。「電気」「給排水」「備品」使用を希望される出店者の方
は出店事務局までお申し込みください。お支払については、開催前の所定の
期日までにお振込みにてお支払いをお願いします。

●出店料

出店ゾーン
出店料（消費税込み）
※2日間出店のみ

ブースサイズ/1小間
（２小間以上可）

備考

①カレー王座
決定戦ゾーン

54,000円
（50,000円+消費税8％）

間口5.4m×奥行3.6m
テント
3K×2K

②一般出店ゾーン 54,000円
（50,000円+消費税8％）

間口5.4m×奥行3.6m
テント
3K×2K

※左記はイメージです。備品・電気等は

別途申込みです。

※基本小間はテント１張で1店となります。

※1出店者につき社名表記は1枚です。

ブースイメージ
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（5）カレー選手権 要項

●申込方法

「出店申込書」に必要事項をご記入の上、出店事務局宛ご送付ください（FAXも可）

※出店内容が本催事の趣旨にそぐわない場合は、受付をお断りすることがありますので

予めご了承ください。

●申込書送付先

熊本カレー王座決定戦 事務局 / ストレート株式会社 内

〒860-0834 熊本市南区江越2丁目15-30-2F

（TEL）：096-334-7700 （FAX）：096-334-8800（メール）kimura@straights.jp

●申込締切

2018年2月24日（土）

出店申込締切以前でも出店予定数に達した場合は申込みを締め切ることがあります。

●出店料及びその他申込内容のお支払い

出店申込書の内容を確認の上、出店事務局よりご請求書を送付いたします。

期日までにお振込みください。期日までにお振込みいただけない場合は

出店取り消しとなる場合がございます。

●開催までのスケジュール

項目 期日（予定） 内容

①出店申込・受付 2月24日迄 所定の申込書に記入し事務局へ送付。

②出店料振込 3月15日迄 申込書到着後、請求書を送付。

③出店資料送付 3月1日以降～ 出店の手引きなど出店資料を送付。

④搬入・設営 3月23日 イベント前日及び当日設営

⑤イベント当日 3月24・25日 イベント開催日

⑥搬出・撤去 3月25日 イベント終了後当日搬出・撤去

（7）申込要項（7）申込要項



（8-1）出店規約

●出店規約

①出店者について
出店契約期間中に主催者と契約を交わした申込者を出店者とします。

②出店ブースについて
主催者がブースの割り当てを決定し、場所を明記します。
出店者は小間の割り当ての変更又は小間の一部を第三者に譲渡、貸与あるいは
出店者相互で交換することはできません。

③出店申込の取消し、出店契約の解除
・出店申込の取消し又は契約の解除は原則としてできません。
出店者の都合による取消・解除があった場合には、入金後の出店料等の返金は致しません。

・会期中の営業について、規則違反や主催者の通知･指導に充分な対応がなされない場合は、
主催者から出店の中止を申し入れます。
その場合、出店料等、出店に要した費用は返金又は賠償致しません。

④開催の延期・中止など
主催者は、天災その他不可抗力により当催事を延期又は中止することがあります。
中止した場合は、出店料の一部はお返ししますが、
出店者側で発生する損害その他の経費につきましては、主催者は補償の責を負いません。

⑤会場への出入
会期中全ての出店者は出店証の着用をお願いします。必ず出店証を明示するようお願い致します。

⑥運営上の注意
・出店者は音響・煙・臭気等により他者に迷惑をかけないように注意してください。
・24時間通電はできません。ブース内の電源の通電時間は午前9時より午後6時までとします。
・会場内での喫煙並びに火気の使用は消防法により固く禁じられています。
喫煙は会場指定の場所にてお願いします。

・出店者は出店物の搬入出・展示・実演を通じて事故発生の予防に努めてください。
主催者は出店者が行う作業について必要と認めたときは
事故発生防止のための処置を命じ作業中止や制限を求めることがあります。

・各自の小間をはみ出しての展示販売は禁止です。
・実演を行う出店者は常に安全を心がけ他の出店者に及ぼす影響を十分考慮した上で実施して
ください。

・パンフレット・チラシ等の配付は出店ブース内としそれ以外でのPR活動はできません。

⑦会場管理
・主催者は会場全般の保守管理にあたりますが、天災その他不可抗力により発生した
展示物の損傷、紛失についてはその責任を負いません。

・出店者は自分のブース内を清潔に保ってください。開催期間中のゴミ処理は
出店者の責任においてお持ち帰りください。ゴミ処理に
よる費用が発生した場合には出店者の方にご負担いただくこととなりますのでご注意ください。

⑧その他
・主催者は止むを得ない事情がある場合規定の一部を変更する場合があります。
・出店者は輸送及び展示期間中出店物に保険をかけるなど必要な処置をお願いします。

（8-1）出店規約



①保健所申請について
食品販売の営業許可申請（管轄：菊池保健所 TEL:0968-25-4156 ）等の
各種申請は出店者各自で行ってください。
申請書類が必要な出店者は事務局でも準備いたします。
※営業許可申請証等の許可証は開催日までに事務局に必ず届けてください。

（FAX可）

②両替について
主催者・事務局では両替はいたしません。各自でご準備下さい。

③会場管理（コマ内）
・出店者は自分のブース内を清潔に保ってください。開催期間中のゴミ処理は出店者の責任に
おいてお持ち帰りください。
ゴミ処理による費用が発生した場合には出店者の方にご負担いただくこととなりますので
ご注意ください。

・食品物を取り扱う出店者は、商品・衛生管理に特に気を付けてください。
・会場にはカラスが多数発見されており、食材などの被害も懸念されますので
食材などは極力お持ち帰りになられるか、
養生対策をお願い致します。被害が発生しましても、主催者は一切の責任を負いません。

・会場は床が天然芝となっております。油などが溢れると死滅してしまう恐れがありますので
必ず床養生（厚いブルーシートなど）をお願い致します。

④免責事項について
・天災等、不可抗力の事故により会場が使用不可になったり、イベントが中止となった場合、
その損害及び出店料の返還について主催者側は免責とさせていただきます。

・主催者側は会場全般の保守管理にあたりますが、展示・販売物の盗難、損傷、紛失については
その責任を負いません。出店者は輸送及びイベント期間中出店物に保険をかけるなど
必要な処置を講じてください。

⑤その他
主催者は止むを得ない事情がある場合規定の一部を変更する場合があります。

（8-2）出店規約

●食品の提供について
食品物を取り扱う出店者は商品・衛生管理に特に気を付けてください。
食中毒対策などしっかりとし、た対応をお願いいたします。生もの販売は一切できません。
十分に加熱、火を通してください。主催者では責任を負いかねますので、ご注意ください。

●ソフトドリンクの販売について●
ソフトドリンクについては専属販売の協賛をいただく予定となっておりますので販売は、
お控えて頂きますようお願い致します。ただし、特製ドリンクやアイスコーヒーなど
一般に販売されていない商品は除きます。一般とは自動販売機・コンビニエンスストア・
スーパー、ディスカウントストア等での既製品のペットボトル商品 缶商品 パック商品を
指します。
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（9）広報計画

FMKラジオCMを中心とし、多彩なプロモーションを行い集客を
目指します！

・FMKラジオCM 約250本
・テレビCM（予定）
・熊本日日新聞 本誌掲載+別刷り
・くまもと生活応援紙 SPICE 3月23日号
・月刊タウン情報クマモト 3月号 2ページ掲載
・イベントポスター
・イベントチラシ
・イベント前売り券発売
（熊日プレイガイド・出店店舗・FMK・実行委員会事務局）

・SNS有料広告 Fecebook等
・FMK内 イベントホームページ開設
・他パブリシティなど盛りだくさん！
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第18回 ハッピーマルシェ 会場

・第１回KUMAMOTOカレー王座決定戦2018 会場
・わくわくキッズランド（わくわく広場）

（10）会場レイアウト案



●住所：熊本県合志市栄 3802-4

●TEL：096(248)7311

●ホームページ
http://www.country-park.jp/

駐車場 乗用車 大型バス

第1駐車場 約300台 14台

第2駐車場 約400台

第3駐車場 約300台

第4駐車場 約200台

第5駐車場 約1,200台

合 計 約2,400台 14台

（11）会場へのアクセス（11）会場へのアクセス


