
 

■本件に関するお問合せ先 

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

２０２０年１月２２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」

商品発表会の取材のお願い 

 

新春の候、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、本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百貨店と共催

し、第 7 回「バレンタィン・スィーツ～バレンタインまで待てない～」を 2月 8日（土）・9日（日）

に山形村のアイシティ 21チョコレートフェスタ会場にて開催することになりました。 

「バレンタィン・スィーツ～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松

本大学生が、産業界や地域と連携して企画・開発したバレンタィン・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」のアンテナショップとして 2014 年 2 月に初めて開催され、株式会社井上百貨店

と長野県商業教育研究会の共催の下、松本大学が主催して実施してきました。 

今年度の「バレンタィン・スイーツ～バレンタインまで待てない～」に向けて、2月 1日に大学

及び各高校が企画した商品を発表する商品発表会を下記の要領で開催します。 

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。 

 

敬具  

記 

 

日 時：２０２０年２月１日(土) １３：００～ 

場 所：アイシティ２１ １階モール中央イベント広場 

内 容：商品企画発表会 

参加者： 県内高校生（諏訪実業高校・穂高商業高校・長野商業高校・松商学園高

校）・井上百貨店関係者・松本大学学生（松商短期大学部金子ゼミ・松

本大学支援会ゆにまる）・教員 

なお出品する商品の一部を別紙で紹介いたします 

以上 

  



 

■本件に関するお問合せ先 

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

 

 

 

バレンタインスイーツ 商品発表会次第 
２０２０年２月１日    

アイシティ 21 1F モール 

 

１ あいさつ・趣旨説明 

  

  

 

２ 商品発表会 

    司会 松本大学学生・高校生 

  

 長野商業高校 

 諏訪実業高校 

 穂高商業高校 

 松商学園高校 

松本大学短期大学部・金子ゼミ 

松本大学・ゆにまる  

  

  

 

３ 質疑応答（個別） 

 

 

４ 閉会   
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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～ 

 

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 ２０２０年２月８日（土）・９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 諏訪実業高校・穂高商業高校・長野商業高校・松商学園高校 

松本大学・松本大学松商短期大学部 

 

４ 発表会 

２月１日（土） 午後１時～２時 １F モール中央イベントひろばにて商品発表会 

 

５ 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 

 



高校名 商品名 税込価格(円） 協力者（製造者含む） 区分 商品説明

1 長野商業 恋みつ（百花） 200 アプリコット逸品会 常温
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。

2 長野商業 生キャラメルミックス 390 アプリコット逸品会 常温
"しあわせの極み"で好評いただいている生キャラメル。今回はりんご・みそ・アーモンドチョコ・ミルクティー・キウイ・
栗・ごまをご用意しました。セットでお楽しみください。

3 長野商業 栗のおくりもの 490 お菓子日和 冷蔵

昨年のモンブランの反省であった底の生地が固く食べづらいということを改善し、“スプーンで食べられるモンブラン”を
コンセプトに開発を進めてきました。
固くなりにくくするするために層を多くし、スポンジやクリームを増やすことでやわらかく食べやすいものにしました。
昨年と比べ、より食べやすくより栗の風味が感じられるものになったと思います。

4 長野商業 アップルコット 480 お菓子日和 冷蔵

今までに無い商品を作ってみたいということで、なかなか目にしないカップのレアチーズケーキを開発してみました。
長商で取れた杏を使用した杏ジャムと、煮詰めたりんごの甘酸っぱさがレアチーズケーキの甘さを引き立ててくれます。
底のタルト生地はフォークでも取りやすいように1度砕き、溶かしたバターで固めてあるので、手軽に食べられるチーズ
ケーキとなっています。

5 長野商業 ロウちゃんのカップケーキ 430 お菓子日和 冷蔵

企業さんの特長である可愛らしいモチーフのカップケーキの技術を活かして、長商のエンブレムにあるフクロウをあしらっ
たカップケーキを作っていただきました。ココア風味のスポンジと紅茶の風味豊かでなめらかな口どけのバタークリームが
絡み合うやさしい甘さのカップケーキになっています。

6 穂高商業 ＦＯＲ　ＭＥ　ＦＯＲ　ＹＯＵ 600 丸山菓子 冷蔵
おしゃれでかわいらしいチョコレートを３つ揃えました。抹茶、いちご、りんごのそれぞれの味で中からジュレが出てきま
す。触感の違いも楽しんでみてください。

7 穂高商業 はーとみつけた。 350 丸山菓子 冷蔵 いつもは見かけないようなおしゃれな色で仕上げました。中の層にも注目して食べてみてください。

8 穂高商業 ＡＯＨＡＲＵ 500 サントゥール村上 冷蔵 安曇野産のラズベリージャムを使って仕上げたちょっぴり甘酸っぱい青春時代を思わせるような一品です。

9 穂高商業 こいまる 500 サントゥール村上 常温 オリジナルの丸いﾌﾛランタン。恋人とシェアしながら食べてみてください。

10 諏訪実業 糸萱　セ・ボン 400（予定） くらすわ 冷蔵
諏訪地域の伝統野菜である糸萱かぼちゃを使ったムースです。糸萱かぼちゃのしっかりとした甘みと、紅茶の感じられる上
品なスイーツになっています。ムースの発祥地がフランスなので、商品名にフランス語を使いました。セ・ボンとは「おい
しい」という意味です。

11 諏訪実業
歴史感じる100年味噌パン

～フランスパン～
200 くらすわ 常温

諏訪の有名な味噌屋の１つ、丸高の「信濃路」を生地に練りこむことによって、モチモチとした食感。
朝や小腹がすいたときに最適な商品です。

12 諏訪実業
歴史感じる100年味噌パン

～クロワッサン～
200 くらすわ 常温 味噌の香りがほんのりするクロワッサン。外はサクサク中はしっとりとしています。4個入り

13 諏訪実業 諏訪のほほ笑み 200（予定） フレール洋菓子店 冷蔵
諏訪地域で育った「かりん」のシロップ漬けを使ったシュークリーム。諏訪地域では秋に収穫した「かりん」をシロップ漬
けして保存します。そんなかりんのシロップ漬けをスイーツに合わせてみました。

14 諏訪実業 諏訪湖のワカサギクッキー 未定 フレール洋菓子店 常温
今年の諏訪湖はワカサギが大漁です。「クッキー」にして食べやすくすることで、親しみを感じてもらい諏訪湖のワカサギ
の美味しさを知ってもらいたいです。ワカサギの収穫量は年度ごとに差があります。今年しか食べれない諏訪湖のワカサギ
をご堪能ください。

15 諏訪実業 大人の初雪 600 フレール洋菓子店 冷蔵
生チョコに地元のお酒「かりんわいん」を混ぜ込んだ大人の生チョコタルト。上には諏訪の推薦みやげである「氷もち」を
乗せて雪をイメージしました。
夫婦やカップルでおしゃべりしながら食べてほしい商品なので、2個入にしました。

16 諏訪実業
take a break　～ホットチョコでホッ

と一息～
1,000 アニバーサリーチロル 常温 ホットチョコレート3種類入り

17 諏訪実業 一粒の幸せ　～とろける大人な味わい～ 1,000～1,300 パティスリーＬａ　Ｌｕｎｅ 常温
6個入りのトリュフチョコレート。諏訪の特産物であるかりんとりんごを使用しており、仕事の休憩中や一息つきたい時に
食べてほしいと思い、開発しました。コーヒーや紅茶のお供にもぴったりです。

18 諏訪実業 信州ほっぺ 200～300 諏訪のおやつ処 常温 チョコレート大福

19 諏訪実業 松
マツ

の陽
ヒ

だまりパン 450 株式会社パン・アキモト 常温
兵庫県立松陽高校生開発商品。防災教育に様々な活動実績のある学校が「災害食のパンの缶詰」を開発されました。今回
は、松陽高校の生徒さんが一緒に販売活動に参加してくれます。

20 松商短大 ルビーチョコのスフレチーズ 580 キュイッソン・ド・オール 冷蔵
第４のチョコレートとして話題のルビーチョコレートをふんわりのせた濃厚スフレチーズ。キュイッソン・ド・オール
さんの自信作です。

21 松商短大 ばらとリンゴ 560 キュイッソン・ド・オール 冷蔵
ラブリーなバラの下にはたっぷりのリンゴ。わくわくがとまらないかわくておいしいスイーツを大切な人とお楽しみくださ
い。

22 松商短大 焼き菓子２ヶ入りセット３種 480 キュイッソン・ド・オール 常温 丁寧につくられた焼き菓子のセット。とまらないおいしさです。チョコレートが苦手な人にもおすすめ。

23 松本大学ゆにまる 上土物語 1,000
マサムラ
翁堂

東もん磯村
常温

松本上土界隈の老舗菓子店３店の銘菓を詰め合わせたオリジナルセットです。普段では単品でしか味わうことのできない老
舗のお菓子を、各店の協力を得てバレンタインスイーツ用に詰め合わせました。この機会にぜひ味わっていただき松本のお
菓子の魅力を満喫してください。
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