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開催趣旨

「ご当地！絶品うまいもん甲子園」は、若者に食や農業のキッカケを作るノギャルプロジェクトの活動をし
ている藤田志穂が発起人になり立ち上がった、高校生の夢を応援する食企画です。
現在、日本は色々な局面を迎えています。2011年の東日本大震災、少子化、国際社会の中での存在
感の低下、不景気等々。しかしそのような状況だからこそ、チャンスも沢山あり、その中心を担うのは今
後日本を引っ張る若者だと考えております。若者が夢を持ち、行動する事が今の日本にとって、とても
大切だと考え、今回の「ご当地！絶品うまいもん甲子園」を企画しました。
参加される高校生の皆様が夢を持つキッカケになるよう、イベントを通して、企業と行政とメディアが協
力・連動して、高校生の皆様の夢や希望をサポートし、地域が盛り上がり、そして日本が元気になれるよ
うな企画にします。

コンセプト

１．夢の舞台を創造
高校生が夢を持ち、叶えられる舞台を創造

２．人材育成
高校生が商品の開発、製造、宣伝、販売等の流れを経験し、農業、水産業、商業、食の分野で活躍
する人材の育成

３．地域活性化
各都道府県にある名産物、特産物を活かしたPRを都内から行う事で「地産全消」を通し地域活性化
のキッカケ作り

食を通じて高校生の夢を応援し地域を盛り上げ、農業・水産業そして日本を元気にします
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代表者

藤田志穂（ふじた しほ）
一般社団法人 全国食の甲子園協会 会長 兼
Office G-Revo㈱ 相談役

千葉県出身。1985年生まれ。
高校卒業後ギャルのイメージを一新させる「ギャル革命」を掲げ、19歳で
起業、ギャルの特性を活かしたマーケティング会社を設立した。2008年
12月末に社長業を退任、現在は高校生の夢を応援する食の甲子園「ご
当地！絶品うまいもん甲子園」を企画し、全国の高校生との交流を通じ
て、人材育成や地域活性化を行っている。

ご当地！絶品うまいもん甲子園への想い

私は２００９年から、若者に食や農業を知るキッカケを広めていく活動を進めておりましたが、その中
で農業高校の生徒の皆さん達と一緒に活動し、講演会等をさせていただく機会がとても増えました。
皆さんとても向上心があり、熱い思いを持っていました。
数年前、熊本県の八代農業高校の生徒さんと一緒に企業とのつながりを持つお仕事をしました。
そこでは楽しい事も厳しい事も体験し、一人一人の顔付きがどんどん変わっていく姿を見る事が出来
ました。
学校の中で勉強をする事も、もちろん大切ですが、外とのつながりを通して得る経験も、今後社会に
出るうえで非常に大切な事だと考えています。
私は19歳で起業しましたが、社会に出ると競争する事は当たり前になります。
この激動な時代だからこそ、特に「何がしたいか？」「どうすればいいか？」を考え理解し行動する事
は、若輩者の私ですが、今後の日本を動かしていく若者に必要なことだと考えています。
「ご当地！絶品うまいもん甲子園」は、初めは農業高校を対象に、第2回は水産高校が、第3回は商
業高校が加わり、そして第4回からは全ての高校が参加出来るようになりました。将来的にはうまい
もん甲子園に出場することが、全ての高校生の皆さんの共通の夢や目標になり、参加してくれた生
徒さん達の経験や財産になってもらえれば嬉しいです。
あくまで高校生のみなさんが主役で、社会とつながり、それぞれの地域の活性化につながるような、
そして、野球の甲子園やラグビーの花園を通し夢に向かうような、高校生が頂点を目指す最大の食
イベント「食の甲子園」になればと考えています。

大会概要

◆主催 ㈳全国食の甲子園協会
◆後援 全国農業高等学校長協会/全国水産高等学校長協会/全国商業高等学校長協会/

全国高等学校長協会家庭部会/日本学校農業ｸﾗﾌﾞ連盟
◆協賛 パナソニック㈱、㈱シジシージャパン、㈱明治、キリンビバレッジ㈱、㈱日本アクセス、

㈱船昌、アサヒ飲料㈱、㈱タニタ、㈱サカタのタネ、㈱タテノコーポレーション、
㈱J-オイルミルズ、カゴメ㈱、日清オイリオグループ㈱、エスビー食品㈱、キユーピー㈱、
正田醤油㈱、味の素㈱、㈱ Mizkan、日本製粉㈱、花王㈱、キッコーマン㈱、
ハウス食品㈱、日清フーズ㈱、JA全農、㈱永谷園ホールディングス

◆日程 2021年4月～2022年3月
◆内容 オリジナルメニューの考案・調理・プレゼンテーションによる料理コンテスト大会
◆選考 ①書類審査 ②選抜大会（調理・プレゼンテーション）

③決勝大会（調理・プレゼンテーション）
◆選抜 ①北海道②東北③関東・甲信越④東海・北陸⑤近畿⑥中国・四国⑦九州⑧沖縄県
◆決勝 東京（会場未定） 3㌻
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大会内容（1）

◆募集期間
～2021年7月11日（日） ※当日消印有効、災害等で期間を延長する可能性があります。

◆書類選考
期 間 2021年7月12日～16日
（16日午後に結果をオフィシャルYouTubeチャンネルで発表します）
選考内容 出場申込書を元に、当協会による書類審査を実施します。
発表方法 オフィシャルYouTubeチャンネルで配信予定、その後、オフィシャルHPまたは応募いた
だいた全ての応募校に郵送にて通知します。

【うまいもん甲子園オフィシャルYouTubeチャンネル】

公式チャンネルでは書類選考の結果を配信予定です。
チャンネル登録数1000人を目指しておりますので、せひ登録に協力いただけると幸い
です。YouTubeチャンネルでは、うまいもん甲子園に関する情報、大会の模様などが
見れますのでぜひチェックください。

◆選抜大会
期 間 2021年8月上旬～9月上旬
開 催 【北海道】札幌市 日程未定 【東北エリア】仙台市 日程未定

【関東甲信越エリア】会場日程未定 【東海北陸エリア】愛知県 日程未定
【近畿エリア】大阪市 日程未定 【中国四国エリア】広島市 日程未定
【九州エリア】福岡市 8月31日 【沖縄県】那覇市 日程未定

※日程は随時オフィシャルHPにて発表いたします。
※新型コロナウィルスの影響でリモート開催になる可能性がございます。
最新情報は公式ホームページなどを随時ご確認ください。
実施内容 書類選考で選ばれた各地域5～6チームが、それぞれの選抜大会にて、

考案したレシピを実際に調理、審査員にむけてプレゼンテーション行っていただきます。
審査員の採点を元に、決勝へ進む代表校を各地区1～2チーム選出します。

※ 選抜会場までの往復交通費・宿泊費・食材費（6人前）は基本的に参加者負担となります。
※ 食材（6人前）及び調理器具・調味料・消耗品（洗剤・布巾・サランラップ・アルミホイル・
固めるテンプル、スポンジ、キッチンペーパー等）については全て参加者の持ち込みになります。

発表方法 閉会式にて結果を発表いたします。



募集内容（1）

◆募集条件
１．出場チームは１チーム3名以内。
※1校から複数のチームが応募する事は可能ですが、同一の学生が異なるチームに応募する事は
出来ません。
２．募集テーマの内容に沿ったメニューを考案しそのレシピを提出すること。
レシピは誰が見ても作れる内容で提出すること。（既に商品化しているレシピでの応募は不可）

３．「主食」もしくは「おかず」に限る。（スイーツ及びドリンク系等はNG）
４．メニューに必ず１つは地元の食材が入っていること。 （地元の食材の範囲は都道府県とする）
５．販売価格を600円以内に各チームで設定、実売イベントで販売できる金額にて販売価格を設定し
てください。その際、食材原価をその販売価格の2分の1以下に抑えること。食材の原価については、
6人前にて計算すること。
廃棄や規格外の食材の場合、スーパー・小売店で販売されている近い部位の価格を参考に原価表
を作成してください。
当協会で審議いたします。
例 ① ○○丼 販売価格：600円 原価：280円
○○パン 販売価格：300円 原価：150円

＜規格外の食材の原価について＞
規格外で市場に回らない部位・廃棄される部位・学校で作っているもの・地元農家さんよりいただい
たものなどは、通常販売されている価格（または近い部位の価格）にて計算してください。
（食材の原価は市場価格に沿った形でお願いいたします、適正価格より低く見積もっていた場合、採
点に関して減点させていただきます。）
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◆応援投票（株式会社明治様ご提供）
内 容 選抜大会で決勝大会を逃した高校を対象に応援投票を実施。

一番多く応援票を獲得した1チームが決勝大会へ進出いたします。
時 期 2021年9月22日～9月26日

◆調理研修（キリンビバレッジ株式会社様ご提供）
内 容 決勝進出校に対して、エリア選抜大会で審査したプロの料理人が調理研修を実施。
時 期 2021年9月～10月

■決勝大会（調理、プレゼンテーション）
開催日 2021年11月下旬
時 間 10：00～17：00

場 所 東京都（会場未定）
内 容 選抜大会から選ばれた各エリアの代表校が考案したレシピを調理し審査員に向けてプ
レゼンテーションを行っていただきます。その内容をもとに優勝、準優勝、特別賞を選出します。

※ 決勝大会に関する生徒3名、先生1名分の交通宿泊費は当協会で負担いたします。
宿泊施設は当協会が指定するホテルになります。（宿泊数（前泊後泊の有無）は
当協会で判断しますが、前泊後泊を希望される場合学校負担となります。）
※ 食材（～6人前）及び調理器具及び消耗品については全て参加者の持ち込みになります。



募集内容（2）
◆応募資格
１．全国の高等学校に通う高校生3名以下のグループで、メニューの開発・調理・発表・販売が出来
る方。（書類選考結果後、メンバーの変更は出来ません）
調理器具と食材、消耗品（洗剤・布巾・サランラップ・アルミホイル・固めるテンプル、スポンジ、キッチ
ンペーパー等）はすべて各自でご用意ください。
２．校長先生・保護者の許可があり、先生の引率が可能な高校。
◆募集レシピ・テーマ

ご当地食材を活かしたSDGs×地元の看板メニュー開発！
～地元食材を活かしたアイディアメニュー募集～

◆書類審査
①応募動機 ②アイディア（若者らしさ） ③見た目の美味しさ（レシピ、写真） ④販売力
◆選抜大会・決勝大会
＜メニュー内容：60点＞①味 ②独創性（オリジナリティ） ③完成度
＜プレゼンテーション：40点＞①表現力（声の抑揚・愛嬌） ②メニューの販売戦略 ③応募動機
◆応募方法
出場申込書を記載し期限までに提出
「出場申込書」に必要情報を記入の上、下記へ原本をお送りください。
（メールでの受付は行っておりませんのでご注意ください）
◆応募締切
2021年7月11日（日） [当日消印有効]

◆送り先
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町30-15 ビバリーヒルズ206

Office G-Revo株式会社 うまいもん甲子園事務局宛
◆お問合せ先
Office G-Revo株式会社 TEL 03-6450-5845  （10時～18時 土日祝日除く）
メール info@s-koshien.jp

特典
◆応募者
１．応募者全員に参加賞のプレゼント。
２．テレビ番組・新聞などのメディアに学校が取材される可能性あり。
３．応募メニューが商品化される可能性あり。
◆準優勝・・・３校
１．農林水産省より食料産業局長賞の授与
２．農林水産省より水産庁長官賞の授与
３．農林水産省より生産局長賞の授与
４．準優勝校すべてに株式会社船昌様より国内研修旅行を授与（チーム人数分）（※状況により渡
航先や内容の変更がございます。）
５．協賛企業より副賞の商品を授与
※ 内容が変更になる場合があります

◆優勝・・・１校
１．農林水産省より農林水産大臣賞の授与（予定）
２．ハワイ研修旅行を授与（チーム人数分）（※状況により渡航先や内容の変更がございます。）
３．パナソニック賞の授与
４．明治賞の授与
５．キリンビバレッジ賞の授与
※ 内容が変更になる場合があります。 6㌻

mailto:info@s-koshien.jp


応募に関する重要事項

◆内 容
１．応募の際は学校名、氏名、学科名、学年など必要事項をフリガナも付けて必ずご記入ください。
記入漏れの場合は、審査対象外となりますので、ご了承ください。
２．出場申込書は、～2021年7月11日（日）当日消印有効にて原本をお送りください。
３．出場申込書は返却致しませんのでご了承ください。
４．出場申込書の使用言語は、原則日本語のみとなります。

◆ 応募に関わる権利の保全
１．学校・個人情報の使用
応募者から提出された情報・撮影した写真・映像については、ご当地！絶品うまいもん甲子園の展
開に必要とされる範囲に限り、主催者または主催者が容認した第三者(協賛企業・メディアなど)が使
用することをご了承ください。
また、選抜大会、決勝大会、特別企画において撮影した画像、映像に関しても上記の通り使用する
ことをご了承の上、ご応募ください。

２．応募情報の使用
出場申込書・メニューなどの応募書類の著作権は、主催者側に帰属するものとします。
応募内容に関わる情報は、ご当地！絶品うまいもん甲子園の展開に必要とされる範囲に限り、主催
者または主催者が容認した第三者(協賛企業・メディアなど)が使用することにご同意ください。なお、
その編集等は、主催者に監修・確認を一任することをご了承ください。

３．応募者の出場取り消し
応募者側に、応募から決勝大会までの期間で、応募内容について審査の継続が困難な事由が生じ
た場合、ルール違反や虚偽の内容での応募、当協会に対して進行を損なうような行為を行った場合、
出場の取り消しを行う可能性があります。
応募者が出場の取り消しをする場合は、直ちに当協会にご連絡いただき、その旨を書面に記載して
再提出してください。

４．破損・事故について
使用会場の備品の器物破損や調理中のケガや事故については、学校での責任となることをご了承
ください。当協会では補償いたしません。

５．表彰の取り消し
主催者は、表彰式後、表彰対象の応募内容に下記のような事実が判明した場合は、表彰を取り消
すことができます。
※応募内容に関わる虚偽、不正が発覚した場合
※応募内容が他者の権利を侵害していると認められた場合
※その他当協会が必要と認めた場合

7㌻



全体スケジュール

◆募集期間 ～7月11日
出場申込書に必要事項を記入の上、原本を当協会へ送付

◆書類審査 7月12日～16日

出場申込書の内容を、審査基準従い当協会で書類選考を行い、

各地域ごとにそれぞれ5～6チームを選出します。

◆選考結果 7月16日
オフィシャルHPで結果を発表、その後、郵送にて結果をお伝えいたします。

◆選抜大会 8月～9月（※日程は随時オフィシャルHPにて発表いたします。）
書類審査で選ばれた各地区5～6チームが、考案したレシピを実際に調理し、
審査員に向けてプレゼンテーションを行い、採点の合計にて決勝進出校を選出します。

◆応援投票 9月22日～9月26日
株式会社明治様ご提供、選抜大会で決勝大会を逃した高校を対象に応援投票を実施。
一番多く応援票を獲得した1チームが決勝大会へ進出。

◆調理研修 9月～10月
キリンビバレッジ株式会社様ご提供、
決勝進出校へのブラッシュアップ調理研修を行います。

◆決勝大会 11月下旬
選抜大会から選ばれた各地域の代表校が東京都内の会場で考案したレシピを
実際に調理、審査員に向けてプレゼンテーションを行い、
採点の合計にて優秀校を選出します。

◆特別企画

１．ドリームスクール 2022年2月～3月（※状況により賞の内容の変更がございます。）
船昌様提供、準優勝チーム対象で農業などの体験を行う課外授業を実施。

２．ハワイ研修旅行 2022年1月～3月（※状況により賞の内容の変更がございます。）
優勝チーム対象でハワイホノルルにてメニューの商品化＆販売イベントを実施。
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特別企画 凱旋レストラン

受賞校 広島県立西条農業高等学校 メニュー名 ザ☆Kultura飯
お世話になった地元の方々や、学校の先生、生徒へオリジナルメニューを振る舞いました。

「高校生の考案したオリジナルメニューを食べてみたい」という地元の
方々からの声にお応えし、オリジナルメニューを地元の方々に振る舞う
1日だけのレストランを開催する企画です。応援してくれる地域の皆様に、
感謝の気持ちを添えて、オリジナルメニューをお届けします。

概要

第9回大会の授与チームは2021年3月15日に開催

企画提供企業
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特別企画 凱旋レストラン

パナソニック㈱種子田様をはじめ皆様のご挨拶の後、
受賞生徒による発表と、受賞メニューの試食を行いました。

脇屋シェフをお招きしての出前授業では、受賞メニューの食材を使用したオリジナルレシピを披露。
参加者全員でいただきました。

凱旋レストランにご参加いただき、誠にありがとうございました！



うまいもん甲子園～卒業生の今～
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うまいもん甲子園～卒業生の今～（1）

◆第3回大会出場者
名 前 本多慶伍（ほんだけいご）

出身高校・学科 奈良県立磯城野高等学校

フードデザインコースシェフ

受賞内容 審査員特別賞（食戟のソーマ賞）

就職先 ザ・リッツ・カールトン大阪
イタリア料理Splendido (スプレンディード)

◆うまいもん甲子園を通して

①経験したこと
自分が思っている以上に同い歳のレベルが高く、勉強になりました。

②変わったこと
大会が終わってから関西圏以外の友人もでき、他県に足を運び地元の食材や料理を学ぼうと思
えるようになりました。

③学んだこと
他校の参加生徒に会うまでは優勝のことばかり考えていましたが、会話をするうちに友情も芽生
えだんだん競争心が無くなり自分の考え方が変わり、勝ち負けよりも大事な物を得ることができ
ました。

④影響したこと
自分の周りからより料理人として期待されるようになりました。

◆将来の夢
来年イタリアに行き帰国後料理教室やケイタリングのノウハウを学んで、最終的にはトレーラー
で全国周ります！！！
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うまいもん甲子園～卒業生の今～（2）

◆第4回大会出場者
名 前 前田 実祐（まえだ みゆ）

出身高校・学科 北海道帯広南商業高等学校、商業科

受賞内容 優勝（農林水産大臣賞）

就職先 北海道十勝池田町農業協同組合

畜産部畜産課 事務職

◆うまいもん甲子園を通して

①経験したこと
プレゼン作成や食材探しで地域の方とたくさん関わることができました。
また全国大会後の交流会を通じて、各地方の高校生と交流することが出来、全国の食材を知る
きっかけとなりました。

②変わったこと
地元食材への関心が高くなりました。
また、うまいもん甲子園に出場した年は、平凡な高校生活から一生懸命頑張ることで充実した高
校生活へと変わったと思います。

③学んだこと
努力の積み重ねや、仲間と協力することの大切さを学びました。
また、決勝大会までに様々な地元のブランド食材を知ることが出来ました。

④影響したこと
うまいもん甲子園を通じて、地元食材がとても好きになり、将来は農家さんの力になれるような職
に就きたいと思いました。今はその夢が叶い、とても充実した毎日を送っています。

◆将来の夢
JA職員として、今はまだまだ未熟な部分ばかりなので、たくさん勉強して生産者や地域の方々の
力に少しでもなれるように頑張りたいと思います！
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うまいもん甲子園～卒業生の今～（3）

◆第4回大会出場者
名 前 葛西 優（かさい ゆう）

出身高校・学科 青森県立柏木農業高等学校 生物生産科

受賞内容 うまいもん甲子園通販部 最優秀賞

就職先 酪農学園大学、来年度から福島県内の高校にて

農業教員

◆うまいもん甲子園を通して

①経験したこと
地域の食文化や魅力を学ぶことができました。
３年間、うまいもん甲子園に関われたことで全国の高校生と交流し、全国各地の食文化や地域の魅
力を再発見するよいきっかけとなりました。

②変わったこと
食農に対する関心が高まりました。
毎年、うまいもん甲子園に応募していたことで、地域の方々に声をかけられることが増え、地域のた
めに頑張りたいという気持ちが芽生えました。

③学んだこと
地域の食材に隠されたストーリーを伝えることの大切さ、仲間と協力する楽しさを学びました。
また、プレゼンを通して相手に伝えることの大切さを学びました。

④影響したこと
３年間のうまいもん甲子園を指導してくれた先生に憧れをもち、酪農学園大学に進学し、農業高校
の教員を目指しました。

◆将来の夢
来年度から福島県で、農業教員として働くことになりました。農業教員として、生徒に農業や食、地
域の魅力を教えながら、いつか、うまいもん甲子園に生徒と出場します！そして、全国大会の舞台
で、自分が果たせなかった「優勝」を生徒と達成して、地域に貢献する生徒を育てられるように頑張
ります！！
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うまいもん甲子園～卒業生の今～（4）

◆第6回大会出場者
名 前 祭城武(さいきたける)

出身高校・学科 宮城県農業高等学校 食品化学科

受賞内容 優勝（農林水産大臣賞）

進学先 福島大学 農学群 食農学類

◆うまいもん甲子園を通して

①経験したこと
１つは商品開発の楽しさと奥の深さです。地元食材の良さを前面に出しつつ、若者を始めとする多
くの人に食べてもらえるレシピを考える選考期間はとても楽しく、改めて地元や食材に向き合うこと
ができました。
２つ目は共に地元地域を想い協力する仲間の大切さです。開発段階で行き詰まり、悩んだとき、
同じチームの3人で乗り越えたからこそ、素晴らしい賞や達成感を得ることができたと思います。ま
た、全国には地域を想い、「食」を通じて切磋琢磨できる同年代の仲間たちがいる事をうまいもん
甲子園で知り、励みになりました。

②変わったこと
大会に挑む以前よりも、一層地元を盛り上げていきたい気持ちが強くなりました。商品開発を通じ
て、シラスのこと、名取市について調べ努力したからだと思います。また「食」には大人や地域を動
かす力があると大会を気付くことができました。Family Martさんでの商品化をはじめ、受賞後の活
動には多くの人が気にかけてくれたり足を運んでくれたからです。

③学んだこと
高校生だけの力では難しいことも、支えてくれる周りの大人や応援してくれる地域の方々がいて、
手を差し伸べてくれることを学びました。また、ハワイ研修旅行では、ハワイの食文化や違う国の
特色ある雰囲気を直で感じることができ、自分の視野が広がりました。

④影響したこと
うまいもん甲子園の経験から、「食」の力を感じ、もっと、農業や地域の「食」の分野から行う地方創
生、地域活性化を分析など目に見える形で学びたいと思いました。そのため、四年生の農業や食
を学ぶことができる大学に進学しました。

◆将来の夢
まだ、具体的には決まっていませんが、
将来は農業や食に関わる仕事に就き、宮城県を始め東北の地方創生を引っ張っていけるような
大人になりたいと考えています。
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第10回大会

－応募書類－

※データはオフィシャルHPよりダウンロード可能です。

うまいもん甲子園オフィシャルHP
https://www.umaimonkoshien.com/
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一般社団法人全国食の甲子園協会 行

2021年 月 日

第10回ご当地！絶品うまいもん甲子園」出場申込書
◆メンバー情報
氏名（フリガナ） 学科名 学年 年

性別 男性・女性（〇を記載）

氏名（フリガナ） 学科名 学年 年

性別 男性・女性（〇を記載）

氏名（フリガナ） 学科名 学年 年

性別 男性・女性（〇を記載）

◆連絡先情報
フリガナ
学校名

高等学校

〒□□□-□□□□（必ずご記載ください）
住所

学校電話番号

担当教諭名（フリガナ）

担当教諭携帯番号
性別 男性・女性（〇を記載）

メールアドレス ＠

◆応募メニュー名
文字数 10字以内、※濁点・半濁点はカウントせず
「例 新、肉茶がバーガー！（10文字）」

◆ご当地食材
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◆ご当地食材を活かしたSDGs×地元の看板メニュー開発！

持続可能な開発目標ＳＤＧｓエス・ディー・ジーズとは
持続可能な開発目標（SDGs）とは，2001年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015年9月の
国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2030年までに持続可能でより
よい世界を目指す国際目標です。17のゴール・169のターゲットから構成され，地球上の「誰一人取り残さない（leave 

no one behind）」ことを誓っています。 SDGsは発展途上国のみならず，先進国自身が取り組むユニバーサル（普遍
的）なものであり，日本としても積極的に取り組んでいます。（外務省HP参照）

◆開発した看板メニューについて、SDGｓと関連する内容について〇を記載ください。
こちらの内容は当コンテストにおいて評価基準にはなりませんので自由にお考え下さい。
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◆レシピ（６人前） ※項目が足りない場合には補足資料をご用意の上、当資料と合わせてご提出下さい。

食材名
使用量
（6人前）

単位
カット方法・サイズ
（ ㎜ or ｃｍ）

保存方法

◆調理手順（誰が見ても作れる内容に）

◆一押しポイント
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レシピ＜例＞ ※ メニュー例になります。
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◆応募メニューの完成画像（カラー）
※メニュー全体が確認できる形での撮影をお願致します。（下記参考画像）
参考画像の上に応募メニューの写真を貼り付けてください。

◆参加メンバーの集合画像（カラー）
※メンバー全員の上半身以上が確認できる写真の撮影をお願致します。
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◆申込動機
※記入方法は特に指定はありませんので、自由な発想でご記入下さい。。
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◆原価表（販売価格の半分以下に設定してください。販売価格の上限6００円）
※記入方法は特に指定はありません。６人前の原価表を作成してください。
食材の原価についてはスーパー・小売店の販売価格を参考に原価表を提出してください。

食材名 使用量 単位 原価

合計 円

原価 円 販売価格 円
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第１０回ご当地！絶品うまいもん甲子園

-supported by-

第10回ご当地！絶品うまいもん甲子園は
協賛企業様のご支援をいただき運営しております。


