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………………………………………………………………………………………………

冬こそ食べたいソフトクリーム

×

若者が、単に冬の季節でも食べたくなるソフトクリームの商品開発を行うだけではなく、
販売のターゲット設定や加茂圏域内の特産品を材料に使用した、ストーリーあるソフトク
リームの商品開発を行っていくことで、実社会におけるマーケティングや販売ビジネスを体
験するとともに、自分たちのくらす地域資源の再発見につなげます。また、ソフトクリーム
をきっかけに、地域の大人や参加する若者同士のつながりの場を創出し、若者にとっての気
づきや学びのフィールドを提供していくことを目的としています。

ソフトクリームをきっかけに

『気づき×学び×つながり』

の創出

マーケティング

学び気づき

つながり

地域資源

販売ビジネス

地域社会

学校

大人

視野の広がり

この企画は、地域活性化スクールプロジェクトと合同会社カモケン
ラボとがコラボし、『まちベンチ美濃太田ラボ』で販売しているソフ
トクリームの新たな商品開発の機会を若者に提供していく企画です。
若者らによって新たに開発されたソフトクリームは、期間限定で販売
をし、販売個数の多かったソフトクリームを、新商品として『まちベ
ンチ美濃太田ラボ』で取り扱われることとなります。

企画の目的

交渉
chikatsu_project



…………………………………………………………………………………………………….

関係協力団体

●合同会社カモケンラボ・・・加藤さん、近藤さん、阿部さん、鈴村さん

渡邉さん、菊池さん

●加茂高校・・・・・・・・・山中教諭（コメンテーター）

●栄屋旅館・・・・・・・・・奥野さん（コメンテーター）

●喫茶つみき・・・・・・・・都竹さん（コメンテーター）

● (株)ケーブルテレビ・・・・梅田さん（コメンテーター）

●生涯学習課・・・・・・・・坂崎係長（コメンテーター）

参加者

納土拓（リーダー）

渡邉裕俊、朝日建太朗、各務実里

高木怜、石原侑樹、長谷川明日香

●加茂高生・・・・・・９人

●美濃加茂高生・・・・２人

●大学生・短大生・・・３人

●地域活性化スクールプロジェクト

…………………………………………………………………………………………………….

チーム紹介

● KEY 高校生・短大生・大学生混合チーム

●青いくるま 加茂高校チーム

●オムライスグラタン 加茂高校食品探究チーム

● chikatsu 地域活性化スクールプロジェクトチーム



第1回商品開発ワークショップ

…………………………………………………………………………………………………….

１
参加者を４チームに分け、グループごとソフトクリームの開発

に取り組みます。第１回商品開発ワークショップでは、交流も兼
ねたアイスブレイクを行いながら、商品企画についてノウハウを
学ぶワークを実施しました。消費者と販売者それぞれの立場に
なって、多角的な視点を学びました。

タイムスケジュール

12：45 ソフトクリーム試食

13：20 あいさつ・企画説明

13：35 自己紹介

13：45 ワークショップ「商品企画を体験してみよう」

15：10 休憩

15：20 冬ソフト トッピングのアイデア出し

16：30 アイデア発表（チームごと）

16：40 振返り・あいさつ・集合写真

…………………………………………………………………………………………………….

ワークショップの様子

各グループでオリジナル弁当の開発ワークショップを行いました。ターゲット層の確定や
PR方法、価格設定など、付箋を活用したアイデア出しを行い、グループごとに発表しました。

令和2年11月8日（日）



第2回商品開発ワークショップ

…………………………………………………………………………………………………….

２
第1回商品開発ワークショップで、各チームアイデア出しを行っ
た、ソフトクリームに合うトッピング材料を持ち寄り、ミルクソ
フトに合わせて試食しました。条件下で提供できるトッピング材
料を厳選していきました。

タイムスケジュール

13：00 あいさつ・前回の振返り

13：10 宿題確認（トッピング材料の確認）

13：20 試食に向けた準備

13：40 試食

14：25 アイデアの集約（案を1つに絞る）

14：40 振返り・アンケート

14：50 あいさつ・終了

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2部制に分けて
ワークショップを実施しました。

※15時から同じスケジュールで2部を実施しました。

…………………………………………………………………………………………………….

トッピングを考える上でのルール

①3分以内に提供できること

②包丁を使わないこと

③かける・のせるだけでトッピングができること

④生ものは使わないこと

※ジャムなどの加工されたものはOK

⑤ココットカップを使うこと

⑥販売価格は500円（税込）とし、トッピングの原価は100円以下にすること

⑦トッピング材料は加茂圏域のものを使うこと

令和2年11月22日（日）

…………………………………………………………………………………………………….

ワークショップの様子



第3回商品開発ワークショップ

…………………………………………………………………………………………………….

３
各チーム、ソフトクリームにかかる材料費のコスト計算を行い、

作り方の手順や提供までの時間を計り、オリジナルソフトクリー
ムを完成させました。また、商品名を考え、PR用の写真撮影を行
い、SNSなどでも掲載できるチラシ作成を行いました。

タイムスケジュール

13：00 あいさつ・前回の振返り

13：05 宿題確認

13：15 InstagramによるPRテクニックについての説明

13：40 オリジナルソフトクリーム試作

14：00 販促チラシについての説明

14：10 販促チラシ作成

14：45 振返り・アンケート

14：50 あいさつ・終了

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、2部制に分けて
ワークショップを実施しました。

※15時から同じスケジュールで2部を実施しました。

…………………………………………………………………………………………………….

ソフトクリームのトッピングの材料は、各グループで販売元に企画の説明を行い、許可取り
まで自分たちで行いました。販促チラシの作成では、商品を撮影するところからデザインの構
成まで、グループで話合い作成していきました。PCやタブレットを活用し、オリジナルのチラ
シができあがりました。（※『まちベンチ美濃太田ラボ』にて掲示）

令和2年12月6日（日）

ワークショップの様子



第4回商品開発ワークショップ

…………………………………………………………………………………………………….

４
完成したオリジナルソフトクリームのプレゼン発表を、オンラ

イン（ZOOM）で実施しました。地域の大人（コメンテーター）
を前にオンライン上で、商品名の発表や新ソフトのこだわりポイ
ントの発表、コンセプト説明を行いました。その後、ブレイクア
ウトルームを活用し、オンライン交流会を行いました。

タイムスケジュール

13：30 あいさつ・趣旨説明

13：40 プレゼン発表（各チーム7分）

14：20 コメンテーターからのコメント

14：30 オンライン交流会

14：45 販売についてのスケジュール確認

14：50 あいさつ・終了

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、オンラインで開催

しました。

…………………………………………………………………………………………………….

オンライン上でチームごとのプレゼン発表を行い、コメンテーターから感想や質問をいただ
きました。各チームとも、ストーリーのある個性豊かなソフトクリームが誕生しました。また、
オンライン交流会では、ZOOMのブレイクアウトルーム機能を活用し、高校生や大学生、社会
人を混ぜたオンライン上のグループを作成し、交流会を実施しました。

令和3年1月31日（日）

ワークショップの様子



冬こそ食べたいソフトクリーム

MENU

いちごいちごソフト

高校生チームが考案。加茂農林高校の実習で作られたいちごジャ
ムがメイン。抹茶パウダーをナッツに変更することも可能。いち
ご味の八百津せんべいですくってどうぞ。

いちごジャム（グリーンショップかものう）

八百津せんべい（美濃屋本店）

白川茶の抹茶パウダー（白川園本舗七宗御殿）

蜜柑ソフト

高校生と大学生混合チームが考案。爽やかなみかんのコンフィ
チュールがベースのミルクソフトによく合います。2種の八百津せ
んべいをハート形に重ねて提供。

みかんのコンフィチュール（ヤマキ農園）

八百津せんべい2種（美濃屋本店）

ブリュレバウム紅茶ソフト

高校生チームが考案。たんど～るのふわふわなバウムクーヘンの
側面に砂糖をまぶし、バーナーでカリッとさせてブリュレ状に加
工。和紅茶の香りも楽しめる一品。

バウムクーヘン（たんど～る）

和紅茶パウダー（茶広農園）

冬きゅんソフト

地域活性化スクールプロジェクトで考案。紅白のハートあられが
可愛い一品。しいたけパウダーと醤油がベースで「変わり種？」
と思いきや、ミルクソフトとマッチしてまろやかな味わい。

ハートあられ（初穂製菓）

しいたけパウダー（しいたけブラザーズ）

調味の素（味噌平醸造）

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….



結果発表＆交流会

…………………………………………………………………………………………………….

５
2月1日から2月28日の期間で、まちベンチ美濃太田ラボにて販売
した、４種類のオリジナルソフトクリームの販売個数の結果を発
表しました。１番販売個数の多かったチームへは、副賞として
「ソフトクリーム365個分無料チケット」がまちベンチ美濃太田ラ
ボから贈呈されました。また、出席者全員で交流会を行いました。

タイムスケジュール

10：00 あいさつ

10：05 これまでの取組みの振返り・感想

10：15 結果発表・副賞贈呈

10：25 感想交流会（グループワーク）

11：00 交流ゲーム（共通点探しゲーム）

11：20 アンケート

11：25 あいさつ

11：30 記念撮影

…………………………………………………………………………………………………….

結果発表会では、全4回の商品開発ワークショップの様子や、店頭での販売の様子、SNSを
活用したPRなど、これまでの活動を写真で振返りました。その後、4種類のソフトクリームそ
れぞれの販売個数が発表され、優勝のチームには「ソフトクリーム365個分無料チケット」が
贈呈されました。

感想交流会では、チーム同士の交流を兼ねて、各チームが開発したソフトクリームの誕生秘
話や、今だから聞ける疑問質問をグループワークで共有しました。さらに、参加した高校生や
大学生、コメンテーター、カモケンラボスタッフ全員で、「共通点探しゲーム」を行い、交流
を図りました。

令和3年3月17日（水）

当日の様子



いちごいちごソフト

WINNER
冬こそ食べたいソフトクリーム

総売上
個数 269 コ

2月1日～2月28日販売実績

総売上個数269個で、加茂高生5人（青
いくるま）が考案した「いちごいちごソ
フト」が優勝しました。副賞のソフトク
リーム365個分無料チケットが、美濃加
茂市商店街連合会会長の奥野さんから
チームメンバーらに贈呈されました。

2位 206個

3位 159個

4位 119個



作りやすさ1位

RANKING

Instagram投稿数1位

・・・・・

・・・

ブリュレバウム

紅茶ソフト

いちごいちご

ソフト

購入者の特徴

老若男女・バランス型

女性・甘党の人

男性・常連の人

話題作りが好きな人・目立ちたい人

・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・

・・・

蜜柑ソフト

いちごいちご

ソフト

ブリュレバウム

紅茶ソフト

冬きゅんソフト

合同会社カモケンラボ集計結果 参照



アンケート結果

冬こそ食べたいソフトクリームに参加して良かったですか？

・すごくよい経験になった。

・初めて商品開発をしたが、楽しかった。

・普段の生活では合わない人や話したことのない人と仲良くなれて良かった。

・楽しくおいしいソフトクリームを開発できてよかった。

・思い描いているものが形になっていくことが楽しかった。

・普段できないことを体験でき、また商品ができあがるまでの過程を知ることが

できて良かった。

自分なりに頑張ったことや、苦労したことは何でしたか？

・ソフトクリームに合いそうな地元食材を多く集め、人気が出る食材の組み合わ

せを考える事が難しかった。

・Instagramを活用したり、友人に声掛けしたりと宣伝を頑張った。

・店頭販売を行い、お客さんから意見を聞いたりと自ら動いて頑張った。

・食材の許可をもらうため、社長のところに依頼しに行くのにとても緊張した。

・プレゼン発表が緊張した。

・加茂圏域の特産品に何があるのか知らなかったので、調べることが大変だった。

・グループ内でたくさん出たアイデアを一つにまとめることが難しかった。

・食材にひと手間工夫を凝らすなど、お客さんに喜んでもらえるようなソフトク

リームは何なのかを頑張って考えた。

印象に残ったことは何でしたか？

・お客さんから直接美味しいと言ってもらえたこと。

・自分で何かを作り出す面白さを知ったこと。

・友達や家族が喜んでくれたこと。

・グループで意見を出し合うことがとても面白く、印象に残っている。

・最終的に納得のいくものができあがったこと。

・他のグループも含め、魅力的なソフトクリームができあがったこと。

・宣伝の効果がとても大きいこと。

・普段関わることがない人と関わることができたこと。

・自分が、様々な視点から物事を考えられるようになったこと。



気づいたことや学んだことは何でしたか？

・商品開発の難しさを知ることができた。

・将来このようなことを社会に出てやってみたいと思った。

・今回学んだことをこれからも活かしていきたい。

・初めての人でも、自分から話しかけることが大切だと改めて感じた。

・みんなでつくりあげることの大変さや楽しさを知った。

・ターゲットや値段など、さまざまなことを考えながら商品を作り上げていくこ

との難しさを学んだ。

・商品開発の楽しさや、今まで知らなかった美濃加茂の魅力に気づけた。

・普段の生活では、関わることのない大人の人と関わることができて良かった。

・1つの商品を作り上げるにも、たくさんの苦労があることを知った。

・加茂圏域の特産品を知るきっかけになった。

・みなで何かをつくりあげる時は、たくさんのアイデアや意見を出して、それに

ついてよく考える事が大切だと思った。

・美濃加茂市には自分が知らないだけで、美味しい食べ物がたくさんあるという

ことを知った。

・売上個数を伸ばすためのPRや宣伝の仕方を学ぶことができた。

・店頭販売に参加したことで、直接お客さんの声を聞くことができ、いろいろな

話ができたので楽しかった。



ＡＬＢＵＭ
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