
 

一般社団法人 日本養豚協会（JPPA）青年部会 2020年 7月 28日 

～俺豚２０２０は SNS(インスタグラム)で開催～ 

8か月連続キャンペーン開催のお知らせと 

賞品（豚肉・加工品）対応する会員参加者募集！ 
募集概要 

7月末～来年 2月まで毎月 1回インスタグラムで実施する、豚肉プレゼントキャンペーンの賞品

対応を行う会員生産者を募集します。詳細は以下のとおりです。 

＜企画の目的＞ 

新型コロナウィルスの感染拡大により、本年中に従来開催している会場開催型の「俺たちの

豚肉を食ってくれ」を実施することは感染拡大防止の観点から難しい状況であることから、

本年は来年以降の会場型「俺豚」の開催にも繋げられるよう、身近な SNS（インスタグラム）

を通じて消費者向けのアピールを図ることに致しました。養豚生産者がさらに身近になるよ

う、インスタグラムの特性を生かした PRを通じて国産豚肉ファンを増やし、消費拡大につ

なげたいと考えます。また本企画を通じ、JPPA会員生産者の生産する商品を広く紹介す

ることで、各社顧客の増加や新たな販路拡大に貢献出来れば幸いです。 

＜企画概要＞ 

俺豚の公式インスタグラムアカウント（＠porkman_jppa）で、以下の通り年度内に合計 8回

の抽選企画を実施します。所定条件をクリアした応募者の中から抽選で当選者を確定し、

生産者（または取引販売店）から直接、豚肉または加工品等の賞品を配送していただきま

す。商品代金は全て JPPAが負担いたします。参加生産者には自社製品の PR と顧客獲

得のメリットがあります。 

企画 

実施 
応募期間 

当選 

者数 
賞品単価 

賞品対応生産者 
※3 回目までは企画運営の都合上、俺豚実行委員会で対応を予定。 

第 1弾 
7／29 

～8／5 
30名 ¥3,000 送料別 3社 

長野県 

㈱あずみ野ｴｺﾌｧｰﾑ 

茨城県 

(有)石上ﾌｧｰﾑ 

愛知県 

(有)アクティブピッグ 

第 2弾 
8／26 

～9／2 
30名 ¥3,000 送料別 3社 

福島県 

㈱木野内ﾌｧｰﾑ 

宮崎県 

(有)香川畜産 

岩手県 

高源精麦㈱ 

第 3弾 
9／29 

～10／13 
30名 ¥5,000 送料別 3社 

岩手県 

㈱アーク 

高知県 

四国ﾃﾞｭﾛｯｸﾌｧｰﾑ 

宮崎県 

(有)服部 

第 4弾 
10／29 

～11／12 
30名 ¥5,000 送料別 3社 募集中 募集中 募集中 

第 5弾 
11／29 

～12／13 
30名 ¥10,000 送料別 3社 募集中 募集中 募集中 

第 6弾 
12／29 

～1／12 
30名 ¥5,000 送料別 3社 募集中 募集中 募集中 

第 7弾 
1／29 

～2／12 
30名 ¥5,000 送料別 3社 募集中 募集中 募集中 

第 8弾 
2月予定 

(調整中) 
30名 ¥10,000 送料別 3社 募集中 募集中 募集中 

合計  240名   合計 24 社 

※賞品対応は、1社あたり１０名の当選者へ発送していただきます。 



 

＜参加申し込み要項＞ 

1．JPPA会員生産者であること。 

2．当選者１０件分の精肉または加工品の発送が即日対応可能であること。 

3．インスタグラム投稿で使用するための宣伝商材（①生産者顔写真、②豚肉精

肉・農場写真等）を用意できること。※企画の特性上、宣材用写真は必須となります。 

４．上記条件を確認し、賞品提供を希望する回の 2 か月前までに別紙申込用紙

を JPPAへ提出してください。 

―留意事項― 

・同じ回を希望する参加申し込みが定員以上ある場合は、地域性などを考慮し JPPAで選定させていただ

きます。 

・賞品代金、送料は JPPAからお支払します。賞品発送後、JPPAに対して 10件分の請求書を提出して

ください。JPPAは請求書を受領後、支払い手続きを行います。 

・賞品内容に過度のバラツキが生じないよう、以下内容を精肉単価・量の目安とします。 

税込賞品価格 3,000円税込 5,000円税込 10,000円税込 

精肉だけの場合（目安量） 1ｋｇ前後 1.7ｋｇ前後 3.3ｋｇ前後 

・豚肉加工品（味噌漬け、ハムソーセージ、ハンバーグ等）の単価については、賞品提供各社の定める単

価・量で構いません。精肉との混在で対応する場合には、上記精肉目安表を参考に対応してください。 

・賞品発送する精肉または加工品の配達温度帯、配達指定日等については、必ず、賞品対応生産者が

直接当選者へ連絡し確認してから発送するようにして下さい。  

・賞品の発送時には、ＪＰＰＡで用意するパンフレットや、各生産者自身が有するパンフレット等を同梱し国

産豚肉の PRを図ること。 

・当選者からの商品に関する称賛や、クレームについては、賞品発送を行った各生産者（または取引販売

店）が真摯に対応し、その旨はＪＰＰＡ事務局へ報告してください。 

・JPPA より提供される当選者の個人情報は、個人情報保護法に則り管理をしていただきます。 

・賞品提供社の申し込みは、初回の生産者が優先されますが、複数回の対応参加も可能となります。銘

柄豚肉でなくてもご参加いただけます。 

＜キャンペーンの流れ＞ 

 
 



 

俺豚２０２０インスタグラムキャンペーン 

賞品提供 参加申込書 

以下すべてご記入ください 

会社名・農場名  

代表者名（会員名）  

本件のご担当者名 
代表者名と同じ場合は省略 

 

〒 

住所 
〒（             ） 

 

 

TEL/FAX 
TEL FAX 

ご担当者携帯電話  

E メールアドレス  

希望する賞品提供回 
（記載例：第 5弾、第 6弾） 

※以下を参考にお選び下さい 

第一希望 第二希望 第三希望 

実施回 

フォロワーの応募期間 

賞品金額 

第 4弾 

10/29-11/12 

5,000円税込 

第 5弾 

11/29-12/13 

10,000 円税込 

第 6弾 

12/29-1/12 

5,000円税込 

第 7弾 

1/29-2/12 

5,000円税込 

第 8弾 

2月（調整中） 

10,000 円税込 

※各回、希望回の 2か月前で申込締切りとなります。締切後に確定のご連絡を致します。 

提供予定の賞品内容 

*予定で構いませんので、出来

るだけ具体的に記入下さい。 

*商品金額ごとにご記入下さい。 

（例:精肉 5,000 円分／ 

バラスライス：４００ｇ、ローススライ

ス４００ｇ、モモスライス４００ｇ、ハ

ム・ソーセージ） 

5,000 円 

税込 

（送料別） 

 

10,000 円 

税込 

（送料別） 

 

提供商品や銘柄等の 

PR コメント 50字以内 

 
※右マスに一文字ずつ記入下

さい。 

          

          

          

          

          

※上記と合わせて、インスタグラムに掲載するための画像素材をお送りください。 

画像は、生産者顔写真、会社ロゴ、肉の写真など。顔写真は出来るだけ提供をお願いします。 

＜送り先、問い合わせ先＞ JPPA 事務局担当 高野 E メール：m.takano@pig-pins.com 

TEL：03-3370-5473 FAX：03-3370-7937 

＊参考：インスタ公式アカウン ト h t t p s : / / w w w . i n s t a g r a m . c o m / p o r k m a n _ j p p a / 

mailto:m.takano@pig-pins.com

