
 

■本件に関するお問合せ先 

    松本大学 白戸研究室  TEL 0263-48-7200(代表)    

平成３０年２月７日 

報道関係各位 

松本大学 高大連携事業 

「高校生・大学生バレンタインスイーツ～バレンタイン

まで待てない」取材のお願い 
 

余寒の候、貴社いよいよご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お世話になって

おります。 

さて、松本大学では高大連携事業として、長野県商業教育研究会および株式会社井上のご

協力のもと、第 5 回「バレンタィン・スィーツ～バレンタインまで待てない～」をチョコレ

ートフェスタ会場にて 2月 10日・11日に山形村のアイシティ 21にて開催いたします。 

 本年度は特に毎月松本大学にて開講している『マーケティング塾』（長野県商業教育研究会主催）

の学習成果を活かし、地域の課題を踏まえた商品開発や地域の魅力を活かしたブランディングや

マーケティングなどにこだわって企画開発した商品が揃いました。長野市中条の活性化を目的と

した特産西山大豆を生かした長野商業高校、市田柿や下伊那牛など南信の特産を活かした飯田

OIDE 長姫高校、地元の甘酒屋と連携して商品を開発した辰野高校、地酒やえごまなどの地元食

材を活用した諏訪実業高校、生徒が生産したにんじんや卵を使った南安曇農業高校など地域と連

携して開発した商品が並ぶ予定です。本学からも南安曇農業高校と共同で取り組む安曇野産の夏

イチゴを活用した商品開発としてコンフィチュールが出品されます。 

つきましては、ご多忙のところ誠に恐縮ですが、報道関係各社様を通して、地域の皆様に

広くご紹介いただきたく、取材方よろしくお願いいたします。 

 

なお取材についてはアイシティ 21ＳＣ管理室催事の担当者の野村様（直通PHS 0263-97-4557）

までご連絡をお願い致します。 

敬具  

 

記 

 

日 時：平成３０年２月１０日(土)・１１日（日） １０：００～夕刻まで 

場 所：アイシティ２１ １階モール中央イベント広場 

内 容：高校生・大学生が地域の企業等と開発したスィーツの販売 

    全 24アイテム および関連商品 

参加者：県内高校生（諏訪実業高校・丸子修学館高校・穂高商業高校 辰野高校・ 

南安曇農業高校・飯田長姫ＯＩＤＥ高校・長野商業高校）・松本大学学生・教員 



 

■本件に関するお問合せ先 

    松本大学 白戸研究室  TEL 0263-48-7200(代表)    

（松商短期大学部金子ゼミ・デパートさみっと支援会ゆにまる） 

 

 

日 程： 

 

 

10日 

8:00  中央イベントモール集合   

8:30 朝礼 

9:50 開始セレモニー 

10:00 開店 

 昼前後に 2回に分けて商品のプレゼンを実施予定 

17:00終了（天候やお客様の出足で判断し 18：00まで延長あり） 

 

 

11日 

9:00 中央イベントモール集合  

9:50 朝礼 

10:00 開店 

 昼前後に 2回に分けて商品のプレゼンを実施予定 

16:00頃  終了 

 片付け後 終わりの会を実施 

 

以上 

  



 

■本件に関するお問合せ先 

    松本大学 白戸研究室  TEL 0263-48-7200(代表)    

 

高校生・大学生によるバレンタィン・スィーツ販売会 

～バレンタインまで待てない～ 

企画書 

１ 経緯 

「バレンタィン・スィーツ～バレンタインまで待てない～」は、2013 年度より商業を学ぶ高校

生がマーケティングなどを学ぶマーケッティング塾と、その学習成果を活かして自ら企画開発し

た商品を販売する「デパートゆにっと」（合同販売会）による「デパートサミット」の取り組みを

踏まえ、「デパートゆにっと」のアンテナショップとして長野県商業教育研究会が主催し、2014 年

2 月に井上百貨店アイシティ 21 にて開催されました。これは、商業の学びを深めるとともに、産

業界や地域と連携して次代を担う若者を育てる試みとして県内でも高く評価されています。2015

年度からは、大学生も参加しより多くの若者のアイデアを発信するために松本大学が主催して実

施しています。 

  

２ 目的 

・ 高校生・大学生が学びを活かして開発したスィーツを販売しその成果を検証する 

・ 高校生・大学生が地域と連携して取り組むことで地域とのネットワークを構築する 

・ 参加する高校生・大学生がお互いに協力し切磋琢磨することで次代を担う若者のネットワ

ークを構築する 

 

３ 概要 

・ 日時 2018 年 2 月 10 日（土）・11 日（日） 

・ 場所 井上百貨店アイシティ 21 １F モール中央イベントひろば 

・ 参加校 (昨年実績) 

諏訪実業高校・丸子修学館高校・辰野高校・穂高商業高校 

松商学園高校・飯田ＯＩＤＥ長姫高校・長野商業/ 

松本大学・松本大学松商短期大学部 

 

４ 実施体制  

  主催：松本大学 共催：長野商業教育研究会・井上百貨店 
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 2018 Valentine Sweets

支援会ゆにまる

丸子修学館高等学
校

南安曇農業高等学
校

飯田ＯＩＤＥ長姫高等
学校

辰野高等学校

松本大学

諏訪実業高等学校

「誠実・自発」を校訓とし、実践力のある社
会人の排出を目指している学校です。全
日制には商業科、会計情報科、服飾科が
あり、定時制も設置しています。実践的な
学習に加え、高度な資格の取得にも積極
的に挑戦しています。詳しくは、本校ホー
ムページ「教務室通信」をご覧ください。

●商業科
●会計情報科　

〒392-0007　諏訪市清水3-3663-3
TEL 0266-52-0359　FAX 0266-57-2430
E-mail:sjt-hs@nagano-c.ed.jp
http://www.nagano-c.ed.jp/sjt-hs/

長野商業高等学校

高校生のデパートゆにっとの活動をサ
ポートするために作られた松本大学の学
生団体です。
高校時代にこの活動を経験した仲間を中
心に生まれました。今年は安曇野夏いち
ごを材料とした「コンフィチュール」を
南安曇農業高校といっしょに販売します。

■支援会ゆにまる／上記、松本大学
　住所連絡先と同じです。

穂高商業高等学校

地域に貢献できる人材の育成を目標に
掲げる本校は、創立１００周年を超える
伝統のある学校でもあります。資格取
得に止まらず、実践的な学習にも力を入
れています。豊かな自然と古き良き歴史
の郷に囲まれ、地域の有用性を常に実
感しながら日々勉学に励んでいます。詳
しくは本校ホームページ上【穂商通信】
をご覧ください！
※本校の校長が毎日更新中です。

●商業科　
〒399-8303　安曇野市穂高6839番地
TEL 0263-82-2162　FAX 0263-81-1066
E-mail:hotakach@nagano-c.ed.jp
http://www.nagano-c.ed.jp/hotakach/

辰野高校商業科では地域の力をお借
りして「辰高ブランドの商品開発」や
「地域での経営体験」などに取り組んで
います。商業科の生徒たちは、地域の
皆様に「実学」の場を提供していただい
ています。

●商業科
●普通科　

〒399-0428　上伊那郡辰野町大字伊那富3644-2
TEL (代)0266-41-0770  FAX 0266-44-1001
E-mail:tatsukou@nagano-c.ed.jp
http://www.nagano-c.ed.jp/tatsukou/

本校は、3学科9コースの農業の専門高
校です。愛称「南農」として、風光明媚な
安曇野の中で、日々額に汗をして国の
礎である農業を学んでいます。そして生
命に学び地域とともに生きる高校であ
ると確信しています。

●農業科
グリーンサイエンス科
生物工学科／環境クリエイト科

〒399-8205　安曇野市豊科4537
TEL 0263-72-2139  FAX 0263-71-1150
nanno70@nagano-c.ed.jp
http://www.nagano-c.ed.jp/nanno-hs/

私たちの学校はＯＩＤＥの精神を尊重して
います。Ｏは独創(Originality)、Ｉは想像
(Imagination)、Ｄは工夫(Device)、Ｅは
努力(Effort)を表します。
商業科では「仕事ができる人になろう」を
キャッチフレーズにしています。変化の激
しい現代社会で仕事ができる人になるこ
とを目標に、自ら考え行動する力を鍛える
「地域人教育」と資格取得の二つを学習の
柱としています。

●商業科

「自分でツクル 自分のミライ」がキャッ
チフレーズの総合学科高校です。多彩
な普通科目・専門科目の中から、自らの
進路や適性、興味・関心などに合わせて
自由に科目を選び、ひとりひとりが時間
割を作って学習するのが特長です。この
イベントには毎年参加させていただい
ています。定番商品！となるように頑
張っていきたいと思います！

〒395-0804　飯田市鼎名古熊２５３５－２
TEL 0265-22-7117　FAX 0265-53-4995
E-mail:oideosa@nagano-c.ed.jp
http://www.nagano-c.ed.jp/oideosa/

〒386-0405　上田市中丸子810-2
TEL 0268-42-2827　FAX 0268-41-1050
E-mail:marukohs@nagano-c.ed.jp
http://www.nagano-c.ed.jp/marukohs/

●総合学科
（6系列13分野）

長野商業高校は実学を尊び、礼儀を重
んじ、信用を築く気風により当地域はも
ちろん全国各地において、また各界各層
において目ざましい活躍をしている学
校です。今年度「第93回長商デパート大
売り出し」では13,000名のお客様で賑
わい地域に愛された実習活動であるこ
とを実感しました。今回のバレンタイン
スイーツでは、その地域の特産物を使っ
た食材を、本格的なスイーツとして定着
した商品にできるものに仕上げて皆様
に味わっていただきたいと思います。

〒380-0872　長野市妻科２４３
TEL 026-234-1265　FAX 026-234-0875
E-mail:chosho@nagano-c.ed.jp
http://www.nagano-c.ed.jp/chosho/

●商業科　

松商短期大学部 金子ゼミ

〒390-1295　松本市新村2095-1
TEL 0263-48-7200　FAX 0263-48-7290
E-mail:www@matsu.ac.jp　http://www.matsumoto-u.ac.jp

大学院［修士課程］
総合経営学部
人間健康学部
教育学部
松商短期大学部

●健康科学研究科
●総合経営学科　●観光ホスピタリティ学科
●健康栄養学科　●スポーツ健康学科
●学校教育学科
●商学科　●経営情報学科

「地域貢献」を基本
理念として、学生一人

ひとりを大切にした人間教
育を行っています。特に地域での

学びを通して、社会活躍することができ
る人財育成のための、独自の実践教育を
展開。こうした地域連携教育や教員の研究分野を生かして、地域コミュニティの中核的
存在としての大学の機能強化をはかり、高等学校とも連携しています。

松本大
学
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主催：松本大学　
共催：長野県商業教育研究会・株式会社 井上

問い合わせ先：アイシティ 
〒390-1394 長野県東筑摩郡山形村 7977  （0263）98-4521（代表）

AM10:00～

アイシティ21 1Fモール
中央イベント広場
（　　　  ）チョコレート
フェスタ会場にて

バレンタイン
スイーツ　

高校生・大学生が開発
企画した

　　　　　　　　　チョ
コレートスイーツが勢

揃い！

～バレンタインま
で待てない!～

バレンタイン
スイーツ　 2018

Valentine Sweets

　「バレンタインスイーツ～バレンタインまで待

てない！～」は、県内の商業を学ぶ高校生と地域に

根ざして学ぶ松本大学の大学生が、産業界や地域

と連携して企画・開発したバレンタインスイーツを

合同で販売する取り組みです。

　商業を学ぶ高校生がマーケティングなどを学ぶ

「マーケッティング塾」と、その学習成果を活かし

て自ら企画開発した商品を販売する「デパートゆ

にっと」（合同販売会）による「デパートサミット」

（主催：長野県商業教育研究会・共催：松本大学）

のアンテナショップとして2014年2月に初めて開

催されました。

　より多くの若者のアイデアを発信するために、

松本大学の大学生も参加して、松本大学が主催

し、株式会社井上と長野県商業教育研究会の共催

によって開催するものです。

地域の将来を担う
若者たちの取り組みです!!

2014年第１回商品発表会の様子

2/10●・11●土 日



諏訪実業高等学校

支援会ゆにまる 松本大学

長野商業高等学校

コイゴコロ

協力:フレール洋菓子店

高校２年生のふみちゃんはバレンタイン
にりょうくんへ想いを伝えようとクッ
キーを作ります。心温まるふみちゃんの
物語とともに、あなたの背中を押すクッ
キーです。

希望小売価格 1セット 300円

ふみちゃんのひとくち恋心え  か  ご

協力:甲子堂

昨年度ご好評いただきました”笑護ま
ん”を少し改良しました。笑顔の花を咲
かせて、笑顔を守る饅頭です。大切な人
の笑顔を守ります。

希望小売価格 1セット 390円

笑花護まん

協力:かまくらや

南安曇農業高等学校の生徒が生産した
そばと卵から作ったプリン

希望小売価格 1個 400円

そば茶プリン

協力:サントゥールムラカミ

「二人で楽しむバレンタイン」がテーマ
の特別なクッキーです。恋人や気に
なっている方と一緒にハートのクッ
キーを楽しみませんか。

希望小売価格 1袋 500円

恋するクッキー

協力:オオホリ製菓

地元のものを使ったタルトです。普通のタル
トより食べ応えがあります。大好きな人に、
プレゼントとしていかがでしょうか。

希望小売価格 1個 380円

red precious stones

協力:ミールケア まつりや

長野市、旧中条村西山地区でとれた西山大豆を食材として使用したスイーツ。
おからのガトーショコラの土台のうえに【チョコっとビーンズ】は豆腐のチョコレートババロア
を【チョコっとキャラ豆】は豆腐のキャラメルババロアをのせた２層のケーキ。
どちらもトップにのせられたいり大豆の香ばしさが、ケーキの甘味を引き立ててくれています。

希望小売価格 各1個 350円

チョコっとビーンズ チョコっとキャラ豆

協力:アプリコット逸品会

"しあわせの極み"で好評いただい
ている生キャラメル。今回はアー
モンドチョコ、いちご、ドライフ
ルーツキウイ、市田柿の4種類を
セットでお楽しみください。

希望小売価格 1袋 390円

生キャラメルミックス

協力:オオホリ製菓

見た目は洋菓子ですが、中身は大福という
ギャップをテーマにしました。和菓子なので、
おじいちゃんとおばあちゃんにはピッタリ。
普段いえない気持ちを伝えてみませんか。

希望小売価格 1個 380円

good fortune cake

協力:坂崎養蜂場

高校生から20代前半の女性に、ちょっ
とでも想いを伝えるきっかけにという
コンセプトで、かわいい容器とおしゃれ
な飾りでご用意しました。

希望小売価格 1瓶 350円
恋みつ（アカシア）

希望小売価格 1瓶 310円
恋みつ（百花）

希望小売価格 1個 450円
協力:サントゥールムラカミ

「少し背伸びをした初恋」をテーマにし
ました。私の初恋はほろ苦い味でした
…あなたの初恋はどんな味でしたか？

初恋、始めました。

協力:パティスリー ICHi ・ 株式会社　井上

希望小売価格 1瓶 2,160円

協力:和洋菓子さわむら

チョコレートやクッキーが入ったガチャです★
何が出るかはお楽しみ！？シークレットもあります！ 
お友達やご家族へのばらまき用に！

希望小売価格 ガチャ1回 300円

わくわく義理チョコガチャ

穂高商業高等学校との共同開発商品です。
南安曇農業高等学校で、塩尻市洗馬産の人参
「アロマレッド」をフルーツソースに加工し、ロール
ケーキにギュギュっと詰め込みました。

協力:オオホリ製菓

希望小売価格 1個 250円

キャロール

協力:ドルチェカリーナ

大人の方に大切な人と至福の時間を味わっ
てもらいたい！！そして、地元に隠された食材
をもっと活かしたいと考え、あまり知られて
いない地元の食材とチョコを合わせました。

希望小売価格 ３種類入り 999円

至福の一時

協力:米玉堂食品株式会社

信州産のブルベリーと小麦粉を使
用した、クッキーです。地元辰野町
「米玉堂食品株式会社様」と辰野
高校コラボ商品です。ブルーベリー
の爽やかな風味が人気です。

希望小売価格 1袋 210円

チョコっとサクッと
ブルベリークッキー

希望小売価格 1個 600円
協力:ドルチェカリーナ

「甘酒の癖が強い!」「飲めるけど、沢山は飲めない！」、とい
う方にも甘酒の良さを知ってほしい。そんな思いからシ
フォンケーキにしてみました。甘酒シフォンに
甘酒ソースをかけて、今までにない
甘酒の楽しみ方をご堪能ください。

Sweet  Angel

辰野高等学校

協力:HOTApastry

甘酸っぱいベリーのムースと、市田ヨーグルトの
ムースが相性抜群のスイーツです！

希望小売価格 1個   当日発表

ベリーとヨーグルトのムースmini

協力:HOTApastry

市田牛乳のプリンに喬木村産のイチゴを乗せた、
下伊那の魅力がぎゅうぎゅう詰まった一品です！

希望小売価格 1個   当日発表

下伊那牛×牛プリンmini

今注目されれいる安曇野の夏いちごと地元のハチミツを使用した、
砂糖を使わない高級コンフィチュールです。
はちみつとイチゴのコラボが新鮮な食感を呼び起こします。
コンフィチュールを楽しむことで、癒しのひと時を味わってみませんか。
大切な人へのギフトとしてもお使い下さい。

Les ４ grammes（レ カトル グラム）
（南安曇農業高等学校共同開発）

協力:サントゥールムラカミ

サクサクのタルトと濃厚な生チョコ
がくりだす大満足のハーモニー

希望小売価格 1個 350円

ショコラーデ トルテ

協力:サントゥールムラカミ

見た目も味もハッピー！お子さまも安心
して召し上がれる豆乳のムースです

希望小売価格 1個 350円

プリティムース

■松商短期大学部
　金子ゼミ

協力:サントゥールムラカミ

温めると甘さがひきたつフォンダン
ショコラ。あま～いひとときを大切
な人と 希望小売価格 1個 400円

ティ・アーモ

穂高商業高等学校

協力:和洋菓子さわむら

希望小売価格 1袋 800円

ミルクチョコレートがちょこっとかかったチュイール
です♪東御市産の胡桃とチョコレートのハーモニー
をお楽しみください♪

ちょこっとチュイール

丸子修学館高等学
校

松本大
学

南安曇農業高等学
校

飯田ＯＩＤＥ長姫
高等学校バレンタインスイーツ

高校生・大学生が開発
企画したチョコレート 

　　　　　　バレンタ
インスイーツが松本で

競演！

～バレンタインま
で待てない!～バレンタインスイーツ

 2018
Valentine Sweets


