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GFF AWARD 2023 概要

■日程

募集期間 ：2022年9月頃～2022年12月末頃予定
最終審査会：2023年3月予定

■部門

ゲームソフト部門
ゲーム・グラフィックアート部門
ゲーム企画部門

■主催

福岡ゲーム産業振興機構（GFF、九州大学、福岡市）

▼GFFとは
『GAME FACTORY‘S FRIENDSHIP』の略称
九州・福岡のゲームソフト制作関連会社など、
10社(2022年5月現在)による任意団体です。

GFF会長 ：レベルファイブ
GFF副会長：サイバーコネクトツー、ガンバリオン

【GFF AWARD 2023】概要

※ビジュアルは調整中のものです。



【GFF AWARD】概要

福岡ゲームコンテスト「GFF  AWARD」とは

■概要
九州・福岡を中心に、2007年から始まったアマチュア向けゲームコンテストです。
開催地である九州・福岡はもちろん、毎年日本全国からご応募をいただき、
国内最大級のゲームコンテストへと発展してきました。

応募総数は年々増加傾向となっており、
昨年の第15回コンテストでは、過去最多となる応募総数1,883作品を記録。
また、多くの受賞者が、当コンテストでの経験をゲーム業界への就職に繋げています。

2021年、2022年大会は感染拡大防止のためオンラインで実施しました。
今年度も、オンラインでの実施は継続し、
より多くのクリエイターを目指す人々に届けられるよう、生配信での実施を予定しています。

■主催
福岡ゲーム産業振興機構（GFF、九州大学、福岡市）



グラフィック・アート/企画部門にも、例年多くの応募があり、
個人で高い能力を持つ学生の作品も集まります。

応募が多い学校：
HAL様、総合学園ヒューマンアカデミー様、
近畿コンピュータ電子専門学校様、京都コンピュータ学院様 など

【GFF AWARD 2022】実績

第15回福岡ゲームコンテスト 「GFF AWARD 2022」実績
作品応募総数

受賞作品

部門 応募数

ゲームソフト部門 315件

ゲームグラフィック・アート部門 1,122件

ゲーム企画部門 446件

【ゲームソフト】 【ゲームグラフィック・アート】 【ゲーム企画】

ゲスト審査員によるトークショーの実施

例年、著名なクリエイターがゲスト審査員として審査に参加しています。
昨年度はイラストレーター・YouTuberのさいとうなおき氏をお招きし、
ライブドローイングを含むスペシャルトークショーも実施していただきました。



『GFF AWARD 2022』最終審査イベントは
2022/10/2（日）24：00までアーカイブ視聴可能です！

内容： ①最終審査プレゼンテーション/表彰式（６点）

②さいとうなおき氏×サイバーコネクトツー 松山 洋

スペシャルトークショー「神絵師誕生のきっかけに迫る」

③視聴者向けプレゼント抽選会

※ 昨年度は、2022/3/26（土）16：00～18：00に、
YouTubeにて、最終審査イベントの様子を編集したものを無料配信しました。

【GFF AWARD 2022】最終審査イベントアーカイブのご案内

こちらからご覧いただけます。
※QRコードをクリック、もしくはカメラで読み込むことでYouTubeのアーカイブページにジャンプします

※アーカイブの視聴期間は終了しました。視聴をご希望される方は個別にご相談ください。（10月4日追記）

https://youtu.be/KQwmWH0Q1WA


【GFF AWARD 2023】スポンサープラン

各種スポンサープランのご案内

内容/ランク

ゴールド シルバー ブロンズ 機材協賛
（8月4日追記）

製品協賛
（8月4日追記）

100万円（税込）
2社

50万円（税込）
4社

10万円（税込）
限定数なし

審査・イベントに
おける 機材提供

1社

PR施策等に
おける製品提供

限定数なし

①イベントチラシ・ポスター
ロゴ掲載

〇（大） 〇（中） 〇（中） 〇（小） -

②イベント特設サイト
ロゴ掲載

〇（大） 〇（中） 〇（小） 〇（小） 〇（小）

③イベント特設サイト
広告バナー掲載

〇（大） - - - -

④応募者へのメルマガ配信 〇（2～3回） 〇（2～3回） - - -

⑤イベント会場 バックパネ
ル

ロゴ掲載
〇 - - - -

⑥イベントでの
CM放映

〇（MAX60秒）
ロゴのみ掲載

（30秒）
ロゴのみ掲載

（10秒）
〇（30秒） -

⑦企業賞の設置
ゲームソフト部門：1社

グラフィック・アート部門：1社
- - - -

内容/詳細 部数 価格

①学校向け作品募集要項
表紙ロゴ掲載

B2ポスター：500部/446校へ送付
A4募集要項：1000部/446校へ送付

3万円（税込）
※５社まで

②学校向け作品募集要項
A4広告掲載

1000部/446校へ送付
表３広告：15万円（税込）※1社まで
表４広告：20万円（税込）※1社まで

＜作品募集要項 広告枠＞申込締め切り：7月22日（金）23：59迄

＜最終審査イベント 協賛＞申込締め切り：11月30日（水）23：59迄 ※受付期間が延長となりました（10月4日追記）

※②に関しては、現行製作費は含まれておりません。完全入稿データでお願いいたします。※学校への配布に加え、WEB上でDL可能です。

※本プランの受付期間は終了しました（8月4日追記）



【GFF AWARD 2023】スポンサープラン

各種スポンサープランのご案内

内容/ランク

ゴールド（※1） シルバー ブロンズ
機材協賛

（8月4日追記）
特別協力会員

（※2）

80万円（税込）
2社

40万円（税込）
4社

10万円（税込）
限定数なし

審査・イベントに
おける 機材提供

1社

一口
10万円（税込）

①イベントチラシ・ポスター
ロゴ掲載

〇（大） 〇（中） 〇（中） 〇（小） -

②イベント特設サイト
ロゴ掲載

〇（大） 〇（中） 〇（小） 〇（小） 〇（小）
（特別協力会員として）

③イベント特設サイト
広告バナー掲載

〇（大） - - - -

④応募者へのメルマガ配信 〇（2～3回） 〇（2～3回） - - 〇（1回）
（3口以上：2～3回）

⑤イベント会場 バックパネル
ロゴ掲載

〇 - - - -

⑥イベントでの
CM放映

〇（MAX60秒）
ロゴのみ掲載

（30秒）
ロゴのみ掲載

（10秒）
〇（30秒） ロゴのみ掲載

（※3）

⑦企業賞の設置
ゲームソフト部門：1社

グラフィック・アート部門：1社
- - - -

＜作品募集要項 広告枠＞申込締め切り：7月22日（金）23：59迄

＜最終審査イベント 協賛＞申込締め切り：11月30日（水）23：59迄 ※受付期間が延長となりました（10月4日追記）

※1 ゴールドスポンサープランについては、GFF会員・賛助会員以外の企業/団体を優先させていただく場合がございます。

※1 学校関係の団体様につきましては、審査の公平性の観点からゴールドスポンサープランにはお申込みいただけません。ご了承ください。

※2 GFF会員・賛助会員向けの限定プランとなります。何口でもお申込みいただけます。

※3 ご協力の有無に関わらず、GFF会員・賛助会員はロゴを掲載させていただきますが、

特別協力会員の掲載場所を優先させていただく場合がございます。

GFF会員・賛助会員向け
※本プランの受付期間は終了しました（8月4日追記）



作品募集要項 広告枠について

①募集要項表紙 ロゴ掲載
※右画像赤枠部分に掲載予定

②募集要項内 A4広告掲載
※表3、表4それぞれ1社ずつの募集となります
※完全入稿データでの提出をお願いいたします

＜スケジュール＞
申込締め切り：7月22日（金）
ロゴ・広告素材提出締め切り：8月5日（金）

【GFF AWARD 2023】スポンサープラン

※こちらはイメージです
今年は広告下部にロゴ掲載箇所を設ける予定です。
制作物に関してはすべて事前確認可能です。

※本プランの受付期間は終了しました（8月4日追記）



最終審査イベント 協賛について

①イベントチラシ/ポスター ロゴ掲載
ポスター：500部
チラシ ：5,000部

②イベント特設サイト ロゴ掲載
参考：昨年コンテスト特設サイト（https://fukuoka-gffaward2022.com/）

【GFF AWARD 2023】スポンサープラン

ゴールド
スポンサー

ゴールド
スポンサー

シルバー
スポンサー

シルバー
スポンサー

シルバー
スポンサー

シルバー
スポンサー

ブロンズ
スポンサー

ブロンズ
スポンサー

ブロンズ
スポンサー

ブロンズ
スポンサー

ブロンズ
スポンサー

ブロンズ
スポンサー

スポンサー

①イベントチラシ/ポスター ロゴ掲載箇所イメージ ②特設サイト ロゴ掲載箇所イメージ

※詳細な素材のフォーマットなどについては、
後日詳細をお送りいたします。
制作物に関してはすべて事前確認可能です。

https://fukuoka-gffaward2022.com/


最終審査イベント 協賛について

③イベント特設サイト 広告バナー掲載

④応募者へのメルマガ配信（11月～3月頃）
定期的に募集させていただき、事務局経由で配信いたします

★約2000名のゲーム業界を志す学生にリーチすることができる見込みです。
※ゲームソフト部門は例年チーム参加者が多いため、応募総数1883件に対して、応募者は2000名超となっています。

応募総数は増加傾向ですので、今年度も同程度の学生からの応募を見込んでいます。

⑤イベント会場 バックパネル ロゴ掲載

⑥イベントでのCM放映
参考：昨年イベント CM放映部分（https://youtu.be/KQwmWH0Q1WA?t=4403）

【GFF AWARD 2023】スポンサープラン

ゴールドスポンサー 広告バナー

ゴールドスポンサー 広告バナー

③特設サイト 広告バナー掲載箇所イメージ ⑤バックパネル ロゴ掲載イメージ

※詳細な素材のフォーマットなどについては、
後日詳細をお送りいたします。
制作物に関してはすべて事前確認可能です。

ゴールド

スポンサー
①

ゴールド

スポンサー
①

ゴールド

スポンサー
②

ゴールド

スポンサー
②

ゴールド

スポンサー
①

ゴールド

スポンサー
①

ゴールド

スポンサー
②

ゴールド

スポンサー
②

https://youtu.be/KQwmWH0Q1WA?t=4403


最終審査イベント 協賛について

⑦企業賞の設置
ゲームソフト部門/グラフィック・アート部門のいずれかに、企業賞を設置していただけます。

・副賞（自社製品/商品等）のご提供をお願い致します

・企業賞名は公序良俗に反しない範囲でご自由に設定いただけます
例）サイバーコネクトツー賞 など

・最終審査の会場にて、受賞作品をご決定いただきます
※最終審査会は3月上旬の土曜日、昼～夕方を予定しております

★参加学生/視聴者へのPRにつなげていただけます。
※これまでは事前に受賞者を発表しておりましたが、今年から、アート・グラフィック部門、企画部門については

当日発表とする運びとなりましたので、リアルタイムでの視聴も増加する見込みです。

【GFF AWARD 2023】スポンサープラン
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※参考：昨年実施例



お問い合わせ・お申込みについて

・お申込みのご希望やプランに関するお問い合わせは

下記「協賛お問い合わせフォーム」よりお問い合わせください。

・お申込みに関しては下記「協賛お申込みフォーム」よりお申込みください。

・受付終了後、申込多数により申込が規定枠を超えた場合は

「福岡ゲーム産業振興機構」内にて協議しましたのち、お返事させていただきます。

・WEBサイトのバナー場所についてはご希望に添えない場合がございます。ご了承くださいませ。

・スポンサー数には限りがあるためご希望に添えない場合がございます。

・価格は税込みです。

・お支払期限の目安は11/30（水）とさせていただいておりますが、

調整可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

※10/1（土）以降にお申込みいただいた方は、お支払期限を調整させていただきます。（10月4日追記）

お問い合わせ・お申込みフォーム
お申込みのご希望や進行に関するお問い合わせは、下記フォームよりご連絡ください。
ぜひ、ご検討くださいますよう、何卒お願い申し上げます。

【GFF AWARD 2023】お問い合わせ・お申込み

協賛お問い合わせフォーム（https://forms.office.com/r/92hQzjnctb）

協賛お申込みフォーム（https://forms.office.com/r/Z1kb2vZCCz）

https://forms.office.com/r/92hQzjnctb
https://forms.office.com/r/Z1kb2vZCCz

