
報道関係各位 

2018 年 1 月 15 日 

栃木県 

 

1 月 15 日は「いちご王国・栃木の日」 

いちごの生産量 50 年連続日本一の栃木県が、「いちご王国」プロモーションを開始。 

 

栃木県は、いちごの生産量が５０年連続日本一となる今年、「いちご王国プロモーション」を行います。

1 月 15 日を「いちご王国・栃木の日」として、栃木県庁議会棟での「いちご王国・栃木の日」記念セレ

モニーや、栃木県庁舎の１５階（いちご階）へのいちごフォトスペースの設置、さらに 1 月 27 日（土）、

2 月 3 日（土）、2 月 10 日（土）には「いちご王国・栃木」太陽のスマイルマルシェも開催、また栃木県

内を中心に 800 以上のお店での協賛事業も実施します。 

 

■「いちご王国」のプロモーションコンセプト 

「いちご王国」は、そこで暮らす人々、そこへ訪れる人々すべてが、いちごを味わい、楽しむことでつ

ながりあい、幸せを感じ、幸せから生まれる笑顔を源とする王国。これからの未来も発展を続け、一人

ひとりの「笑顔つながる」王国をめざします。 

 

■「いちご王国・栃木の日」記念セレモニーについて 

日時：2018 年 1 月 15 日（月）13：30～14：30  場所：栃木県庁議会棟 

１月１５日を「いちご王国・栃木の日」として、「いちご王国・栃木の日」記念セレモニーを開催、生産

量日本一 100 年連続に向かって栃木県民みんなが応援していくための新たな誓いの宣言や、小学校バン

ドフェスティバル金賞受賞の金管バンドの演奏、栃木ブレックスの選手も登場。 

 

■栃木県庁の 15 階（いちご階）のいちご階フォトスペースについて 

1 月 15 日～3 月末まで、栃木県庁 15 階（いちご階）に「いちご王国」専用フォトスペースを設けます。

またエレベーター1 機に「いちご王国」の装飾も行います。 

 

■「いちご王国」太陽のスマイルマルシェについて 

日時：2018 年 1 月 27 日（土）10：00～16：00 場所：佐野プレミアム・アウトレット 

   2018 年 2 月 3 日（土） 10：00～16：00 場所：宇都宮市バンバ市民広場 

   2018 年 2 月 10 日（土）10：00～16：00 場所：那須ガーデンアウトレット 

「いちごキャラーズ集合」「いちご検定」「利きいちご」「いちご体験（育て方レクチャー）」のステージ

イベント、笑顔診断ができる「スマイルサイネージ」や「いちごゲームコーナー」「いちごセット配布」

「いちご販売」のブース設けます。さらに宇都宮市バンバ市民広場ではいちご関連のスイーツ類も販売。

イベント開催にあわせて、JR 東日本団体臨時列車「いちご王国とちぎ号」ツアーと団体バスツアーも実

施します。また関連イベントとして 2 月 10 日（土）11 日（日）にはとちぎ花センターでの「花と苺の

フェスティバル」、2 月 11 日（土）「いちごフェスタ in 道の駅にのみや」も開催。 



 

■「いちご王国」プロモーション協賛事業について 

「いちご王国」プロモーションの一環として、栃木県はいちごをテーマとした企業・団体等の自主的な

取組（協賛事業）を募集、平成 30 年 1 月 5 日現在 約 800 件の協賛事業参加状況となりました 

 協賛事業は、県 HP、SNS を活用した PR や、「いちご王国」ロゴマーク、ポスター等の使用による統

一的な PR 等を行います。 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

栃木県農政部 経済流通課 

 担当：川上 貴義 

 電話番号：028-623-2299 

 Ｅメール： kawakamit03@pref.tochigi.lg.jp  



【別紙 1】 

■いちご王国ロゴマーク 

 

 

 

■「いちご王国」プロモーション特設サイトについて 

「いちご王国・栃木」の魅力やイベント情報、協賛事業の内容などを紹介しています。 

URL：http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/ichigooukoku/ 



【別紙２】栃木県がいちご王国である理由 

１．1 年中いちごが楽しめます（四季折々、味も形もいろいろな 4 種のいちご） 

 

大粒できれいな色と形。

すっきり甘く、ジューシ

ーなおいしさ。自分への

ごほうびや、大切な人へ

の贈りものにぴったり

な “ハレの日 ”いちごで

す。 

味が濃く、果汁たっぷり

な味わいが身上。甘みと

酸味のバランスがとれ

た果肉は、冬の関東平野

に降り注ぐ、太陽の恵み

そのものです。 

栃木県内の観光いちご

園でのみ食べることが

できる幻のいちご。皮が

やわらかく、大粒で中ま

で赤く、ジューシーで甘

みが強いいちごです。 

夏場に収穫できるいち

ごで、酸味が強く、夏の

ジェラートなどスイー

ツに最適。縦に切ると中

心が赤いハート型にな

るのが特徴です。 

栽培時期 11 月〜6 月 栽培時期 10 月〜6 月 栽培時期 12 月〜5 月 栽培時期 7 月〜10 月 

 

２．生産量 50 年連続日本一 

平成 28 年産いちごの生産量（農林水産統計） 

 

 

平成 29 年産いちごの販売実績（全農とちぎ、全農ふくれん） 

栃木県産 福岡県産 

20,571 トン 11,299 トン 

 

平成 29 年 8 月 29 日公表の農林水産統

計（速報値）によると、平成 28 年産（平

成 27 年 10 月～平成 28 年 9 月）の栃木

県産いちごは、生産量 25,100 トンで 49

年連続日本一。 

農業団体が発表している平成29年産い

ちごの販売実績によると、販売量 2 位

の福岡県を大きく引き離していること

から、栃木県産いちごの生産量は、50

年連続日本一となることが確実な状

況。 



【別紙３】「いちご王国・栃木の日」記念セレモニーの概要 

■日程と開催場所 

 1 月 15 日（月）13：30～14：30 栃木県庁議会棟 

 

■開会前イベント 

 いちごと花のファッションショー（宇都宮短期大学付属高等学校） 

 

■セレモニー 

・「いちご王国・栃木県」の歴史紹介（生産量 50 年連続日本一となった統計データの紹介） 

・いちご王国国王（栃木県知事 福田富一）による「いちご王国・栃木の日」の宣言 

・「いちご王国」の更なる発展に向けた国民の宣言 

・「いちご王国」シンボルフラッグの授与（国王から国民へ） 

 

■イベント 

・小学校バンドフェスティバル金賞受賞の栃木県高根沢町立阿久津小学校金管バンド部による演奏 

・栃木ブレックス橋本晃佑選手によるいちごバスケシュート、スマイルサイネージによる笑顔撮影 

・いちごでコーディネイトしてきた方へのいちごプレゼント（先着 100 名） 

 

 

国王の宣言 



 

国王の宣言 

 

シンボルフラッグの授与 

 

  

阿久津小学校金管バンド部 栃木ブレックス橋本選手のシュート 



【別紙４】栃木県庁 15 階（いちご階）フォトスペースについて 

 

 

 

エレベーター扉（装飾 1 機の 1F 及び 15F） エレベーター内部写真（装飾は 1 機） 

  

15F フォトスペース 15F 南面窓の装飾 



【別紙５】「いちご王国」太陽のスマイルマルシェの概要 

■日程と開催場所 

 1 月 27 日（土）佐野プレミアム・アウトレット（栃木県佐野市越名町 2058） 

 2 月 3 日（土）宇都宮市バンバ市民広場（栃木県宇都宮市馬場通り１丁目１） 

 2 月 10 日（土）那須ガーデンアウトレット（栃木県那須塩原市塩野崎 184−7） 

 開催時間はいずれも 10：00～16：00 

 関連イベント 

  2 月 10 日・11 日（土日）花と苺のフェスティバル（とちぎ花センター） 

  2 月 11 日（日）いちごフェスタ in 道の駅にのみや 

 

■ステージイベント 

１．いちごキャラーズ集合（いちごをモチーフにした県内各地のキャラクターズが集合） 

２．目利きいちご（目で見ていちごの種類を当てるゲーム） 

３．目指せいちご博士「いちご検定」（いちごに関するクイズに挑戦） 

４．いちご体験（いちご植え替え講座：育て方レクチャーといちごの苗のプレゼント） 

 

■テントブース 

１．いちごセットの配布（いちご食べ比べセットの配布） 

２．いちごや関連商品の販売（いちごの販売、さらに宇都宮市バンバ市民広場会場では、いちごを使っ

たデザートなども販売） 

３．顔出しパネル、スマイルサイネージ撮影（専用のスマイルサイネージで「笑顔」を撮影した人には

各会場先着 400 名様にいちご王国マグネットを進呈） 

４．いちごゲームコーナー（オリジナルのいちごカレンダーゲーム、いちごキッズスペース） 

 

■宇都宮市バンバ市民広場会場の出店者について（販売商品は予定です） 

①パティスリーメルシー：栃木の苺プリン、レモンケーキ、とちおとめロール、イチゴのショートケー

キ 

②欧風洋菓子グリンデルベルグ：ほろほろとちおとめ、栃乙女ラスク、苺ﾊﾞｳﾑｸｰﾍﾝ 

③御菓子司枡金：生どら焼きとちおとめ 2 倍、とちおとめいちごジャム、いちご街道、うつのみゃいち

ご、とちおとめいちご大福（1 個入、3 個入） 

④ Gelato & Caffe 伊澤いちご園：いちごのチョコディップ、ジェラートのチョコディップ 

⑤ABC クッキングスタジオ：体験レッスン参加無料チケット配布、エコバックとレシピブック無料配布 

⑥タウン情報 monmiya：タウン情報もんみや、ムック本 THE DISH 販売 

⑦マリアル：無料コーナー（射的か輪投げ）、有料ワークショップコーナー（いちごオリジナルタンブラ

ー、仮装アイテムづくり）、フォトブース 

⑧フルーツダイニングパレット 8010：スカイベリー苺サンド、とちおとめ苺サンド 

⑩真岡いちご飯協議会（文珍楼）：真岡いちご飯バーガー、いちごのお赤飯、いちごのおしるこ 

 



■団体臨時列車「いちご王国とちぎ号」と団体バスツアーについて 

新宿駅からイベント会場近郊駅の小山、宇都宮、那須塩原に向けた団体臨時列車「いちご王国とちぎ号」

をイベント開催日程に併せて運行します。イベント参加に加えていちご狩り体験も。 

「旅行・企画実施 株式会社びゅうトラベルサービス」 

予約受付は店舗または電話で行っております。 

≪びゅう旅行商品の予約専用ダイヤル≫ 

  TEL０５７０－０４－８９２８ 

  ≪携帯・PHS・IP電話・ひかり電話・公衆電話からは≫ 

  TEL０３－３８４３－２００１ 

  営業時間：平日９：００～２１：００ 土休日１０：００～１８：００ 

 

また首都圏からの団体バスツアーも企画・販売します。 

 「旅行・企画実施 クラブツーリズム株式会社」 

①1/27(土)出発・佐野プレミアムアウトレット 

コース番号：JR134 

https://tour.club-t.com/tour/detail?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&p_from=800000&p_company_cd=100

2000&link_id=sCnS&p_course_no2=JR134&p_baitai=990&x=65&y=9 

 

②2/3(土)出発・宇都宮市バンバ市民広場 

コース番号 JR135 

https://tour.club-t.com/tour/detail?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&p_from=800000&p_company_cd=100

2000&link_id=sCnS&p_course_no2=JR135&p_baitai=990&x=0&y=0 

 

③2/10(土)出発・那須ガーデンアウトレット 

コース番号 JR136 

https://tour.club-t.com/tour/detail?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&p_from=800000&p_company_cd=100

2000&link_id=sCnS&p_course_no2=JR136&p_baitai=990&x=67&y=8 

 

https://tour.club-t.com/tour/detail?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&p_from=800000&p_company_cd=1002000&link_id=sCnS&p_course_no2=JR134&p_baitai=990&x=65&y=9
https://tour.club-t.com/tour/detail?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&p_from=800000&p_company_cd=1002000&link_id=sCnS&p_course_no2=JR134&p_baitai=990&x=65&y=9
https://tour.club-t.com/tour/detail?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&p_from=800000&p_company_cd=1002000&link_id=sCnS&p_course_no2=JR135&p_baitai=990&x=0&y=0
https://tour.club-t.com/tour/detail?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&p_from=800000&p_company_cd=1002000&link_id=sCnS&p_course_no2=JR135&p_baitai=990&x=0&y=0
https://tour.club-t.com/tour/detail?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&p_from=800000&p_company_cd=1002000&link_id=sCnS&p_course_no2=JR136&p_baitai=990&x=67&y=8
https://tour.club-t.com/tour/detail?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&p_from=800000&p_company_cd=1002000&link_id=sCnS&p_course_no2=JR136&p_baitai=990&x=67&y=8

