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宇都宮校

Utsunomiya Hiraidemachi
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2023年4月～6月スケジュール

ご自由にお持ち帰りください

宇都宮平出町にある IFC大学校の空き教室。

入会金不要・１回完結レッスンで

どなたでもご参加いただけます。

人気店のシェフのデモンストレーション付きで

プロならではのコツが学べます。

県内の飲食店と人とを繋げる料理教室。

おいしい料理と美しい盛り付けで

皆さまに学ぶ楽しさと笑顔をお届けしていきます。

受講日の 2日前からキャンセル料
が発生いたしますのでご注意くだ
さい。当日キャンセルは直接お電
話下さい。

2日前：受講料の 50%
　

前日・当日：受講料の 100% 

WEBサイトのお申し込みフォーム
・電話・インスタ DM・ メール・
LINE にてお申し込み可能です。 
ご希望の受講日の 3日前まで受付し
ております。

定員：16名 　催行人数 4名
※4名以下は中止となる場合がございます。
※講師の都合により中止となる場合がござい
ます。ご了承ください。

会員登録していただくと会員価格に
て受講可能です。
さらに年間 4,000 円の割引特典付き
です。 会員登録は半永久的に継続さ
れますので、お得な会員登録をおす
すめいたします。

会員登録：9,350 円（税込）

会員価格：3,500 円～
一般価格：上記＋500 円
親子レッスン：3,000 円～

日程は季節ごとに３ヶ月周期で
調整しております。
発行月は３・６・９・１２月で
開催飲食店、フードオアシスオー
タニ・あぜみち駅東店・上戸祭店
等で配布しております。
開催状況や内容についてはインス
タグラムをご覧ください。

ペア割引：
一般価格より 10％割引
2人以上でのお申込みは受講料から 10%
割引となります。会員さま同士は割引除外
となります。

Please take one

初回割引：
一般価格より 500 円割引
初めて申込みの場合、会員価格でご参加い
ただけます。

各種割引併用不可。
初めてのご参加がペアの場合、
割引額が高いものでご案内させて
いただきます。
親子レッスンは割引対象外です。

18:30 - 21:30 
Mon - Fri ［平日］

10:00 - 13:00   
Weekend/Holiday［土日祝］

9:00 - 18:00   
Mon - Fri［平日］

［講師兼料理教室担当　
吉村法子］

Open ［授業時間］ [予約返信・お問い合わせ ] 

シェフズ株式会社   　　　 
FOOD STUDIO宇都宮校 
 〒321-0901 栃木県宇都宮市平出町 3579 番地

Address［住所］

※駐車場ございます。ご利用ください。

Special Thanks
［今月のお店］

System
［レッスンまでの流れ］

1. お申し込み

２. レッスン料の支払い方法
受講料はレッスンの３日前までにお振込みください。
足利銀行　岡本支店　普通口座　3066755　 
シェフズ株式会社　フードスタジオ宇都宮校
恐れ入りますが、振込手数料はお客様ご負担となります。

３. 受講の持ち物
エプロンとハンドタオルをご持参ください。
お子さまは上履きをご用意ください。
料理をお持ち帰りの場合、容器をご持参ください。

WEBサイトのお申し込みフォーム・電話・インスタ DM・ 
メール・FAX・LINE にてお申し込み可能です。

ご希望の受講日の 3日前まで予約・キャンセル受付しております。

 

ＩＦＣ大学校内製菓 2階実習室
ガラス張りの青いドーム型の建物です。

Kitchen［開催場所］

TEL  028-613-6651/090-5537-8626
E-MAIL  info@food-studio.co.jp

Instagram  foodstudio_utsunomiya
WEB   food-studio.co.jp/

LINE   ID：food-studio
欧風洋菓子・風流和菓子
岡埜［おかの］
〒320-0801 
宇都宮市池上町 4-3
TEL：028-633-3566
営業時間 ：9:00-18:30
定休日：日曜日　元日

［おでん懐石 花咲種一］
〒320-0804 
宇都宮市二荒町 4-8
TEL : 028-666-5206
定休日 : 日曜日
@hanasaki_taneichi

［かもし家］
〒320-0806 
宇都宮市中央 5-17-20
TEL：028-341-8278
定休日 : 日祝日•月曜昼
＠kamoshiya_utsunomiya

Atelier de Meteore
［アトリエドゥメテオール］
〒321-0903
宇都宮市下平出町 903-1
TEL：028-341-8278
営業時間 : 10:00 - 19:00
定休日 : 月曜日
＠meteo_re

PATISSERIE FLAGS
［パティスリーフラッグス］
〒321-0923 
宇都宮市下栗町 2931-4
TEL：028-634-2666
営業時間 : 10:00 - 19:00
定休日 : 不定休
@flags.1989

Boulangerie Beurrée
［ブランジュリーブーレ］
〒320-0061
宇都宮市宝木町 2-1138-3 
TEL : 028-624-0373
営業時間：9:00 - 18:30 
定休日：日祝日
＠boulangerie.beurree

Bamboo forest kitchen
［バンブーフォレストキッチン］
〒321-0903 
宇都宮市下平出町 1474-2
TEL :028-306-3144
定休日 : 月 . 火
@bamboo_forest_kitchen

［小籠包Garden 大地］
〒321-0904 
宇都宮市陽東 8-9-41
TEL：028-612-1515
定休日 : 月曜日 (祝日営業 )
＠shouronpou908

Panification U
［パニフィカシオンユー］
〒321-0164 
宇都宮市双葉 2-9-35
TEL :028-658-7120
営業時間 :
水～土 11:00-17:00
@panificationu_m

Anello［アネッロ］
〒329-1322
さくら市北草川 1-1-1
TEL：028-678-9747
定休日 : 月曜日 (祝日営業 )
＠anello.w

Rainbow Food Lab
[レインボーフードラボ ]
【レッスン開催場所】キョクト
ウとちぎ蔵の街楽習館（栃
木市市民交流センター）
栃木市入舟町 6－8（旧栃
木市役所の南側）
＠rainbow.food.lab

FOOD STUDIO
 Instagram



5月［May.］ 6月［Jun.］4月［Apr.］
4/7［金］/4/11［火］18:30-21:30
おうちで簡単カフェのおやつ

「いちごのシャルロットケーキ」
ココアのビスキュイ生地にホワイトチョコムース
いちごとリボンで可愛いホールケーキに。
FOOD STUDIO講師 吉村法子

会員価格/初回4,500円
（二回目以降）一般価格5,000円

4/9［日］13:00 - 16:00
「さくらのモンブラン」
桜あんを使った春らしいケーキ
アトリエ　ドゥ　メテオール　
オーナーパティシエ　菊池侑介先生

会員価格/初回4,800円
（二回目以降）一般価格5,300円

親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）

4/15［土］10:00 - 13:00
季節の和菓子【卯月】

「ピスタチオクリームの
どら焼き　6個」

定番のどら焼きにピスタチオの生クリームと
苺をはさんだ新しいどら焼きを作ります。

岡埜　代表　小野薫先生
会員価格・初回4,000円

（二回目以降）一般価格4,500円
※親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）

4/17［月］19:00 - 21:00栃木市開催！！
栃木市の大人気キッチンカーの
フードコーディネーターが教える

抜群においしく作れるカレーの作り方
～プロの味付けの法則～
「チキンカレーと
玉ねぎのアチャール」
レインボーフードラボ

所長　小野口健太（オノケン）先生
【開催場所】キョクトウとちぎ蔵の街楽習館

(栃木市市民交流センター)
（全員一律）4,500円

4/19［水］18:30 - 21:30
しあわせ広がるフラッグススイーツ

「プリンアラモードロール」
喫茶店のプリンアラモードが

まるごと入ったようなロールケーキを作ります。
パティスリー　フラッグス

オーナーパティシエ　田中文博先生
会員価格/初回4,800円

（二回目以降）一般価格5,300円

4/22［土］10:00 - 13:00
手打ちそばレッスン

「二八蕎麦・鶏南蛮」
4人分を作成してお持ち帰り
先生のおいしいそばの試食付き

全麺協東日本支部
宇都宮和楽会長　堀内信夫先生
会員価格・初回4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円

5/20［土］10:00 - 12:00
旬の野菜と発酵調味料レッスン

テーマ【人参】
毎月テーマの季節野菜を使って
羽釡ご飯、汁物、おかずを作ります。

発酵食品８品の副菜付き
【実習】人参ドレッシング/出汁醤油

キャロットケーキ
メニューはインスタグラムで発信します
野菜ソムリエ　発酵食品ソムリエ

蜂巣覚先生
会員価格・初回4,000円

（二回目以降）一般価格4,500円
※親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）

5/20［土］13:30 - 15:00
親子ケーキ教室【4歳～】

「クレームブリュレクレープ」
クレープとクレームブリュレを合わせたスイーツ
FOOD STUDIO講師　吉村法子
親子レッスン価格3,000円（全員一律）
兄弟姉妹でご参加される場合は
1セット+1,000円で追加可能

5/21［日］10:00 - 13:00
旬の魚をまるごと味わう夏の献立
【鯵の三枚おろしを学ぶ】

「鯵のお刺身・鯵の手こね寿司
・鯵の船場汁・翡翠茄子」

脂の乗った鯵を刺身、漬けにしてちらし寿司に。
骨も残らず根菜とあら汁に仕上げます。
かもし家　店主　髙橋宣洋先生

会員価格/初回 4,800円
（二回目以降）一般価格5,300円

5/27［土］10:00 - 13:00
手打ちそばレッスン

「二八蕎麦・茶そば(デモのみ)」
4人分を作成してお持ち帰り
先生のおいしいそばの試食付き

全麺協東日本支部
宇都宮和楽会長　堀内信夫先生
会員価格・初回4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円

5/28［日］10:00 - 13:00
【季節の献立】

「薬味たっぷり初かつおのたたき　
天ぷら（とり天・アスパラ）と茶そば」
ぽん酢とめんつゆ・半熟卵を作ります。

おでん懐石　花咲種一
店主　竹村一樹先生
会員価格/初回 4,800円

（二回目以降）一般価格5,300円

5/29 [月]18:30 -21:30
本格イタリア郷土料理を楽しむ

「・アスパラガスバッサーノ Anello風
（アスパラガスの温かい卵ソースがけ）
・生海苔のゼッポリーネ（ひと口揚げピザ）
・ホタルイカと春キャベツのスパゲッティ」

Anello（アネッロ）
オーナーシェフ　和氣弘典先生
会員価格/初回 4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円

6/15［木］18:30 - 21:30
「焼き餃子＆水餃子
汁なし担々麺」
小籠包Gaden大地　
代表　涌井大地先生
会員価格/初回 4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円

6/17［土］10:00 - 13:00
パティシエと作るやさしいお菓子
「カシスミロワール」
甘酸っぱいカシスのムースと

ツヤツヤのグラサージュを学びます。
IFC大学校　製菓衛生師科講師　

柿沼亨先生
会員価格/初回4,800円

（二回目以降）一般価格5,300円

6/20［火］19:00 - 21:00栃木市初開催！！！
栃木市の大人気キッチンカーの
フードコーディネーターが教える
さっと作れる本格ビストロつまみ
～プロの味付けの法則～

「おつまみポテサラ・キャロットラぺ
タコのカルパッチョ　ガリシア風」

レインボーフードラボ
所長　小野口健太（オノケン）先生

【開催場所】キョクトウとちぎ蔵の街楽習館
(栃木市市民交流センター)
（全員一律）4,500円

6/21［水］18:30 - 21:30
しあわせ広がるフラッグススイーツ
「ティラミスショートケーキ」
ティラミス仕立てのショートケーキ
パティスリー　フラッグス

オーナーパティシエ　田中文博先生
会員価格/初回4,800円

（二回目以降）一般価格5,300円

6/25［日］10:00 - 13:00
【季節の献立】

「鮎の炭火焼き～串打ち・化粧塩
きんぴらごぼう

酢取りみょうが（茗荷の甘酢漬け）
おにぎり（シラス・ごま・大葉）」

おでん懐石　花咲種一
店主　竹村一樹先生
会員価格/初回 4,800円

（二回目以降）一般価格5,300円

6/27［火］18:30-21:30
おうちで簡単カフェのおやつ

「ダークチェリーのシャルロットロール」
トヨ型でロールケーキ風に仕上げます。
FOOD STUDIO講師 吉村法子

会員価格/初回 4,500円
（二回目以降）一般価格5,000円

6/30［金］18:30-21:30
おうちで簡単手ごねパン
「手作りバンズの

アボカドチーズバーガーとレモネード」
FOOD STUDIO講師 吉村法子

会員価格/初回 4,500円
（二回目以降）一般価格5,000円

4/23［日］10:00 - 13:00
【季節の献立】

「鰆の竜田揚げ～根菜の五目あん
和え物～蕗とホタルイカの酢みそ

あさりの炊き込みご飯」
おでん懐石　花咲種一
店主　竹村一樹先生
会員価格/初回 4,800円

（二回目以降）一般価格5,300円

4/28［金］18:30-21:30
おうちで簡単手ごねパン
「手作りバンズの

アボカドチーズバーガーと
レモネード」

FOOD STUDIO講師 吉村法子
会員価格/初回 4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円

4/29［土］10:00 - 13:00
おうちで簡単手ごねパン
「手作りバンズの

アボカドチーズバーガーと
レモネード」

FOOD STUDIO講師 吉村法子
会員価格/初回 4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円
※親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）

4/30［日］10:00 - 12:00
旬の野菜と発酵調味料レッスン
テーマ【玉ねぎ】

毎月テーマの季節野菜を使って
羽釡ご飯、汁物、おかずを作ります。

発酵食品８品の副菜付き
【実習】玉ねぎ塩こうじ作り
メニューはインスタグラムで発信します
野菜ソムリエ　発酵食品ソムリエ　

蜂巣覚先生
会員価格・初回4,000円

（二回目以降）一般価格4,500円
※親子参加可

（４歳～中学生以下１人まで）

4/30［日］13:30 - 15:00
親子料理教室【4歳～】

「こいのぼりオムライス」
こいのぼりの形のオムライスに挑戦します。
FOOD STUDIO講師　吉村法子
親子レッスン価格3,000円（全員一律）
兄弟姉妹でご参加される場合は
1セット+1,000円で追加可

5/2［火］18:30-21:30
おうちで簡単カフェのおやつ

おうちアフタヌーンティー
「マカロン・スコーン・サンドイッチ」

FOOD STUDIO講師 吉村法子
会員価格/初回 4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円

5/7［日］13:00 - 16:00
「いちごと抹茶のショートケーキ」

抹茶のジェノワーズにいちごを挟んだ
断面もかわいいショートケーキを作ります。
アトリエ　ドゥ　メテオール　
オーナーパティシエ　菊池侑介先生

会員価格/初回4,800円
（二回目以降）一般価格5,300円

親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）

5/13［土］10:00 - 13:00
季節の和菓子【母の日】

「カーネーションの練り切り6個」
お子さんでも簡単に作れる練り切りを作ります。

練り切りの生地は講師持ち込みです。
岡埜　代表　小野薫先生
会員価格・初回3,500円

（二回目以降）一般価格4,000円
※親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）

5/13［土］14:00 - 17:00
おうちで簡単カフェのおやつ

おうちアフタヌーンティー
「マカロン・スコーン・サンドイッチ」

FOOD STUDIO講師 吉村法子
会員価格/初回 4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円
※親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）

5/14［日］13:30 - 17:30
リクエスト多数の人気店が再登場！

【内容はインスタグラムでお知らせします】
Panification Uパニフィカシオンユ―

氏家由二 先生
会員価格/初回 4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円

5/16［火］19:00 - 21:00栃木市初開催！！！
栃木市の大人気キッチンカーの
フードコーディネーターが教える

失敗しないカラメルソースとおいしいおやつ
「カラメルプリン＆スコーン」

レインボーフードラボ
所長　小野口健太（オノケン）先生

【開催場所】キョクトウとちぎ蔵の街楽習館
(栃木市市民交流センター)
（全員一律）4,500円

5/19［金］18:30-21:30
おうちで簡単カフェのおやつ

「バナナのチョコクリームロール」
FOOD STUDIO講師 吉村法子

会員価格/初回 4,500円
（二回目以降）一般価格5,000円

6/3［土］10:00 - 12:00
旬の野菜と発酵調味料レッスン

テーマ【トマト】
毎月テーマの季節野菜を使って
羽釡ご飯、汁物、おかずを作ります。

発酵食品８品の副菜付き
【実習】トマトカレー/夏野菜トッピング

玉ねぎ塩麹
メニューはインスタグラムで発信します
野菜ソムリエ　発酵食品ソムリエ

蜂巣覚先生

会員価格・初回4,000円
（二回目以降）一般価格4,500円

※親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）

6/3［土］13:30 - 15:00
親子パン教室【4歳～】
「チーズハットグ」
韓国屋台フードを作ります

FOOD STUDIO講師　吉村法子
親子レッスン価格3,000円（全員一律）
兄弟姉妹でご参加される場合は
1セット+1,000円で追加可能

6/4［日］13:00 - 16:00
チョコレートケーキの王様
「ザッハトルテ」
あんずジャムがアクセントの
チョコレートケーキを作ります。
アトリエ　ドゥ　メテオール　
オーナーパティシエ　菊池侑介先生

会員価格/初回4,800円
（二回目以降）一般価格5,300円

親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）

6/7 [水] 18:30 -21:30
初登場！絶品！アジア・エスニック料理
「ガパオライス・生春巻き
ココナッツソルベ」
Bamboo Forest Kitchen
（バンブーフォレストキッチン）
オーナー　永見彰宏先生
会員価格/初回 4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円

6/10［土］10:00 - 13:00
季節の和菓子【水無月】

「基本のあんこの炊き方
～抹茶白玉ぜんざい～」

和菓子職人に教わる基本の粒あんの炊き方
もちもちの白玉でぜんざいに仕上げます。

岡埜　代表　小野薫先生
会員価格・初回3,500円

（二回目以降）一般価格4,000円
親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）

6/11［日］10:00 - 13:00
【父の日】フォカッチャ生地

もちもち！具沢山フォカッチャ
卵やお野菜、ベーコン・ウインナーなど
具沢山のフォカッチャを作ります。
（生地は講師持ち込みです）
ブランジュリー　ブーレ

オーナーブーランジェ　沓澤啓先生
会員価格/初回 4,500円

（二回目以降）一般価格5,000円
親子参加可（４歳～中学生以下１人まで）


