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【問合せ】総合政策部 広報課 
          シティプロモーション係 

担当:松村・藤岡 
℡:0282-21-2172 

「#栃木市フルーツスイーツコンテスト」第２回（いちご・トマト） 

募集開始及び「#栃木市フルーツ検定」実施について 
 

●「#栃木市フルーツスイーツコンテスト」第２回（いちご・トマト）募集開始  

１ 趣 旨 

今年度、市では、栃木市産フルーツの魅力を広く市内外にＰＲし、フルーツ 

を活用した本市のブランド化、魅力的なお土産の開発、地産地消、交流人口の  

増加等を図るため、「#栃木市フルーツスイーツコンテスト」を開催している。 

 １１月１０日（水）から、栃木市産のいちご・トマトを使用したスイーツが  

対象の第２回募集を開始するため、市内でスイーツを提供するお店等から多数 

の応募をいただくために、広く周知を図るもの。 
 

２ 第２回募集内容 

募 集 期 間 １１月１０日（水）～１２月２０日（月）  

対象スイーツ 栃木市産のいちご・トマトを使用したスイーツ  

審 査 会 令和４年１月１７日（月） 午後２時３０分～ 

       会場：キョクトウとちぎ蔵の街楽習館  大交流室 

賞 金 グランプリ  ５０，０００円 １点  

準グランプリ １０，０００円 ５点程度   

お 披 露 目 会 令和４年２月１８日（金）午後３時～（会場未定） 

そ の 他・栃木市産のぶどう・梨・梅・ブルーベリーを使用したスイーツ  

が対象の第１回募集では、市内１３店から２１品の応募があり  

ました。（参考：別添） 

        ・お披露目会では、報道関係者や有識者による試食の他、本コン 

テストに併せて制作した PR チラシや動画を紹介する予定です。 
 

●「#栃木市フルーツ検定」実施 

１ 趣 旨 

市民等が栃木市産フルーツへの愛着や知識を深め、その魅力を広く発信して、 

コンテストの機運を醸成するため、「#栃木市フルーツ検定」を実施するもの。  

 
２ 実施内容 

  実 施 期 間 １１月１０日（水）～１２月１５日（水）  

  受 験 方 法 期間中に、市ホームページのプロモーションサイト（ Google 

フォーム）から解答いただくか、または問題用紙と解答用紙を 

ダウンロードして解答し、解答用紙を広報課まで提出いただく。 

   問 題 の 種 類 ①おとな編（３択４０問）②こども編（３択３０問）  

          ※おとな編は３０問以上、こども編は２０問以上正解で合格。  

   結 果 発 表 解答者には１２月下旬に広報課から点数と解説を送付します。  

  特 典 合格者には合格証を送付します。また、抽選で栃木市産いちご 

やスイーツ引換券、とち介の缶バッジを贈呈します。 

  そ の 他 こども編は、学校の授業等での活用も想定しています。  

 



夏のうずま川
（梅）

うずま川の流れを表現し、一見
シンプルな渦模様ですが、カッ
トするとカラフル。地元梅をシ
ロップ漬けしたゼリーのケーキ。

令和4年8月販売（予定）

精華堂パティ―

栃木市大平町西水代1812 

(0282)43-6602

シャインマスカットのあんチーズ
ケーキサンド（ぶどう）

シャインマスカットサンド
（ぶどう）

カリカリ梅ジェラート
（梅）

梨ッフル
（梨）

大粒で食べごたえのあるシャイ
ンマスカットを、和の素材の餡
子と濃厚なチーズケーキを一
緒にサンドしました。

大粒で食べごたえのあるシャイ
ンマスカットを、マスカルポーネ
とホイップでシンプルにサンドし
ました。

新鮮な真上の梅の実を酢と砂
糖で漬け込んだカリカリ梅のほ
どよい酸味がクセになる美味し
さです。

キャラメリゼした梨を自家製
ワッフル生地の中に、ジェラート
には皮ごと粉砕して入れ、梨の
風味や旨味を閉じ込めました。

令和4年8月～9月販売（予定） 令和4年8月～9月販売（予定） ～9月下旬まで販売 ～10月中旬まで販売

eat me sandwich eat me sandwich 道の駅にしかた Sauvage(ソヴァージュ)

栃木市河合町4-16 栃木市河合町4-16 栃木市西方町元369-1 栃木市万町14-2

(0282)51-3949 (0282)51-3949 (0282)92-0990 090-6144-0352

シャインマスカットのミルクレー
プ（ぶどう）

季節のフルーツサンド シャイン
マスカット（ぶどう）

シャインマスカット入 いろどり菓
（ぶどう）

ブルーベリーとホワイトチョコの
ガトーショコラ（ブルーベリー）

オリジナルクレープ生地にシャ
インマスカットを贅沢にサンド!!
シャインマスカット自家製ジャム
もサンドし、食べ応え十分。

断萌もさることながら、優しい甘
さのゴールデンキウイと酸味の
あるパイナップルと、とっても合
うフルーツサンド。

大粒のシャインマスカットを丸ご
と、葛生地にて包み込んだ商
品です。透明感プラス清涼感
のある逸品。

ブルーベリーの自然な甘み、ミ
ルキーなホワイトチョコの甘み、
ショコラケーキのなめらかな食
感が楽しめるスイーツ。

～10月上旬まで販売 令和4年7月～8月販売（予定） ～9月下旬まで販売 ～9月下旬まで販売

Sauvage(ソヴァージュ) 記憶に刻め 栃木店 かのこ庵 ヌーヴェル・ヴァーグ

栃木市万町14-2 栃木市箱森町2-29 栃木市薗部町1-1-25 栃木市平井町143-3 

090-6144-0352 （0282）28-8720 (0282)23-0111 (0282)25-0300

栃木市産のぶどう・梨・梅・ブルーベリーを使用した応募スイーツ

２１品を紹介します♪

※応募順に「スイーツ名（使用フルーツ）」「写真」「紹介文」「販売時

期」「店名」「住所」「電話番号」を記載しています。（今年度の販売

が終了したスイーツは、来年度の販売予定時期を記載しています）

※営業時間や定休日、その他の詳細については各店にお問合わせください。

#栃木市フルーツスイーツコンテスト

応募スイーツ一覧
とち介



ごろごろブルーベリーのパン
ケーキ（ブルーベリー）

ブルーベリーロール
（ブルーベリー）

ブルーベリーマフィン
（ブルーベリー）

巨峰のタルト（ぶどう）

フレッシュブルーベリーをたっ
ぷり入れて、ゆっくり焼いた甘さ
控えめな自家製厚焼きパン
ケーキです。

たっぷりの生クリームに自家製
ブルーベリーコンフィを入れた
クリームでブルーベリー感たっ
ぷりのロールケーキ。

フレッシュブルーベリーをふん
だんに使っています。表面には
サクサクのクッキーの生地をの
せています。

パリパリとした薄い生地は秋の
太平山の落葉をイメージ。バニ
ラのクリームと巨峰をのせたタ
ルト。

～10月下旬まで販売 ～10月下旬まで販売 ～10月下旬まで販売 ～9月17日まで販売

北蔵カフェひがの 北蔵カフェひがの 北蔵カフェひがの パティスリー・ブケ

栃木市倭町14-2 栃木市倭町14-2 栃木市倭町14-2 栃木市境町1-8　F1ビル102

(0282)24-6550 (0282)24-6550 (0282)24-6550 (0282)28-6581

ルミエール（ぶどう）
ガトーバスクミルティーユ

（ブルーベリー）
ぶどうフラッペ（ぶどう） 葡萄のタルト（ぶどう）

透明感のあるゼリーは、うずま
川をイメージ。白ワインのムー
スとシャインマスカットの大人味
のスイーツ。

上面の格子の模様は蔵をイ
メージ。フランス・バスク地方の
伝統的なお菓子にブルーベ
リーのジャムを入れました。

ぶどうの香りが広がるぶどうフ
ラッペ。果汁100％で、安心無
添加の自家製ぶどうシロップが
たっぷり。

地元大平の杉田ぶどう園さん
の希少で糖度が高くジュー
シーなぶどうの品種「ゴルビー」
を使用したタルトです。

令和4年8月販売（予定） 令和4年8月販売（予定） ～9月下旬まで販売 令和4年7月～8月販売(予定)

パティスリー・ブケ パティスリー・ブケ 盤峰園 パティスリー　ボヌール

栃木市境町1-8　F1ビル102 栃木市境町1-8　F1ビル102 栃木市大平町富田1837 栃木市岩舟町鷲巣360-4

(0282)28-6581 (0282)28-6581 (0282)43-2133 (0282)55-6004

ブルーベリーサンデー
（ブルーベリー）

ブルーベリージャムのパンナ
コッタ（ブルーベリー）

梨のシャーベット（梨） 自家製梅酒ガトーショコラ（梅）

いわふねフルーツパークで収
穫したブルーベリーをふんだん
に使用したサンデーです。

いわふねフルーツパークのブ
ルーベリーを使ったブルーベ
リージャムのパンナコッタです。

地元の井上梨園で栽培してい
る幸水で作った自然な甘さの
梨のシャーベットです。

ほんのり香る自家製梅酒と梅、
ビターチョコのほろ苦い感じが
楽しめる焼き菓子です。

～9月下旬まで販売
（なくなり次第終了）

要予約・要問合せ 要予約・要問合せ 要予約・要問合せ

いわふねフルーツパーク
レジーナ

柏寿司 柏寿司 柏寿司

栃木市岩舟町下津原158 栃木市大平町西野田655-8 栃木市大平町西野田655-8 栃木市大平町西野田655-8

(0282)55-5008 (0282)43-3744 (0282)43-3744 (0282)43-3744



令和３年11月10日（水）～12月15日（水）

上記期間中に、栃木市ホームページのプロモーションサイト(Googleフォーム)から問題
に解答いただくか、または問題用紙と解答用紙をダウンロードして解答し、解答用紙を
栃木市役所広報課まで提出してください。
・問題は『おとな編』40問と『こども編』30問の２種類あります。どちらの問題を
受験いただいても結構です。（年齢不問、両方受験も可）
・問題は全て3択問題です。
・解答用紙で提出される方は、（Googleフォームから解答した方は提出不要）
メール、郵送、市役所広報課の窓口に直接のいずれかの方法により
解答用紙を提出してください。(12/15必着)

※問題および受験に関する詳細は、栃木市ホームページプロモーション
サイトをご確認ください。

期間中に解答いただいた方には、12月下旬に点数と解説を送付いたします。
「おとな編」は40問中30問以上正解で合格、「こども編」は30問中20問以上正解
で合格となり、合格者には「合格証」を贈呈します。

合格者の中から抽選で次のものをプレゼントいたします。

『おとな編』 栃木市産いちご：5名様、 栃木市内スイーツ引換券(500円)：15名様
『こども編』 とち介の限定缶バッジ：20名様

なお、当選者の発表はプレゼントの発送をもって代えさせていただきます。

実施期間

受験方法

合格者特典

【対象フルーツ】栃木市産のいちご、トマト
【募集期間】令和3年

11月10日(水)～12月20日(月)

【審査会】令和4年1月17日(月）14:30～

グランプリ賞金 50,000円
準グランプリ賞金 10,000円

※詳細は栃木市ホームページプロモーション
サイトをご確認ください。

【主催】栃木市
【応募先・問合せ先】栃木市総合政策部広報課シティプロモーション係 TEL：0282－21－2172（平日のみ）

（〒328-8686 栃木市万町9－25 栃木市役所３階）

結果発表

応募して特産品をもらおう！

【対象フルーツ】栃木市産のいちご、トマト
梅,、ぶどう、梨、ブルーベリー

【募集期間】令和3年7月20日(火)～
令和4年1月31日(月)

＃栃木市フルーツ をタグ付けして投稿

※詳細は栃木市ホームページプロモーション
サイトをご確認ください。


