
■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)   

平成３０年１月２９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、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百貨店と

共催し、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 2 月 10 日・11 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・スィ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」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・スィーツ～バレンタインまで待てない～」に向けて、2 月 3 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：平成 30年 2月 3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・辰野高校・飯田長姫ＯＩＤＥ高校・穂高

商業高校・丸子修学館高校・長野商業高校・南安曇農業高校）・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

当日配布予定のリーフレットの校正稿を添付します。

以上
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バレンタインスイーツ 商品発表会次第

2018 年 2 月 3 日   

アイシティ 21１F 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

飯田長姫ＯＩＤＥ高校

丸子修学館高校

穂高商業高校

南安曇農業高校

辰野高校

ゆにまる

金子ゼミ

３ 質疑応答（個別）

４ 閉会  



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

協力:宮坂醸造株式会社、
（株）クランポン

地酒（諏訪市宮坂醸造特撰真
澄）をしみ込ませたカステラを
ビターなチョコレートとマイル
ドなホワイトチョコレートで
コーティングしました。セット
でお楽しみください。

希望小売価格 1セット 600円

癒しの瞬間 
Valentine’s Ver

とき

協力:甲子堂

茅野の"えごま"を生地に混ぜ込んでつぶ
あんとこしあんを包み込んだお饅頭で
す。あんこの甘さとえごまの香りは相性
抜群です。

希望小売価格 1セット 390円

えごまん

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個 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

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
百花はちみつ

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

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:Patisserie Chocolatier SAWAMURA

市田柿の果肉を生地に混ぜたソフトクッキー。
優しい口あたりがポイント！おやつにもおすすめ
です。 希望小売価格 1袋 180円

かきくっきー

協力:Patisserie Chocolatier SAWAMURA

市田のブランド干し柿「市田柿」をふんだんに使用
したタルト。市田柿のふんわりとした甘味をお楽し
みいただけます。 希望小売価格 1個 390円

市田柿×タルト

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）
（白戸ゼミ共同開発）

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 300円

ショコラーデ トルテ

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 300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個 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


