
新作ソフトクリームを売り出そう

夏限定！

若者による新商品開発

地域活性化スクールプロジェクト×合同会社カモケンラボ 合同企画

～開催結果レポート～



×

ソフトクリームの商品開発を行うだけではなく、地域の特産品を使
用したストーリーの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、自分たちの暮らす地域資源の再発見につなげる目的があります。

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実施しました。

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

企画の目的

交渉

chikatsu_project

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、
期間限定で販売されました。

新商品（ソフトクリーム）開発企画



≪関係協力団体≫
●加茂高等学校

●喫茶つみきさん

●た゜ららさん

●みりんスイーツさん

●浜焼栗゛さん

≪参加チーム紹介≫

①もんきーず（加茂高等学校１年生）

② makers（加茂高等学校２年生）

③ラボ部（大学生、社会人混合チーム）

④ noice（美濃加茂市若手職員）

●若尾製菓さん

●日の丸製菓さん

●ラステン洞戸さん

●ブルーベリー

ファクトリーさん

●野口養蜂さん

●いぶカフェさん

●川合製菓さん

●かみのほゆずさん

●藤井製菓さん



第1回商品開発ワークショップ

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

１
参加する４チームがソフトクリームの開発に取り

組みます。第１回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

13：00～ まちベンチ美濃太田ラボにて見学

13：35～ 挨拶・企画説明

13：55～ 自己紹介

14：25～ ワークショップ①オリジナル弁当づくり

15：20～ ワークショップ②チラシづくり

16：00～ ゲストによるフィードバック

16：15～ 試作に向けたトッピング材料のリサーチ

16：40～ 振り返り

16：55～ 連絡事項

…………………………………………………………………………………………………….
ワークショップの様子

各グループでオリジナル弁当開発とチラシづくりの体験ワークショップ
を行いました。

ターゲット層、PR方法、価格設定などを意識しながらアイデア出しを行
い、グループごとに発表しました。

また、ゲスト（市内飲食店経営者）の3名にお越しいただき、今後のソフ
トクリーム開発にも活かせるような専門的なアドバイスなどをいただきま
した。

ワーク終了後は、次回から始まるソフトクリームの試作に入るために、
使用するトッピングについてチームごとに話し合いました。

令和３年５月３０日（日）



第2回商品開発ワークショップ

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

２
各チームがソフトクリームに合うトッピング材

料を持ち寄り、オリジナルソフトクリームの試作
を行いました。

試作と相談を交互に行い、可茂圏域の食材をど
う使うのか、どんなトッピングにするのか、各グ
ループがソフトクリームの案を固めていきました。

タイムスケジュール

13：00 あいさつ・ワークの説明

13：30 試食＆相談タイム

16：30 振り返り（途中経過発表）

16：50 第３回までの宿題＆連絡事項

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点か
ら、２チームずつ活動場所を分け、地元食材及
び身近な調味料を使用してオリジナルソフトク
リームの試作を行いました。

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

トッピングを考える上でのルール
・２分以内に提供できること

・包丁を使わないこと※簡単なカットなと軽微な加工はOK

・かける、のせるだけでトッピングできること（加工しない）

・生ものを使わなこと（衛生管理が難しい）※ジャムなどの加工された商品は可

・トッピング材料は可茂圏域のものを使うこと

令和３年６月１３日（日）

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

ワークショップの様子

様々な材料を持ち寄り、ソフトクリームに合うトッピングを試行錯誤しま
した。なかなか思い通りの味にはならず苦戦するチームもありましたが、話
し合いながら楽しく活動していました！



第3回商品開発ワークショップ

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

３
前回のワークショップでの相談を基に、

最後の試作を行い、各グループが地域食材
を２つ以上使用したオリジナルソフトク
リームを完成させました。

タイムスケジュール

13：00 あいさつ・ワーク説明

13：15 PR・販促チラシについての説明

13：40 ①試作→オリジナルソフトクリーム完成！

②レシピづくり・原価計算

③PR用チラシの作成

14：30 休憩

14：40 PR用の写真撮影

14：45 振り返り・連絡事項

※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、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第2部を実施しました。

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

味の組み合わせに苦労するチームもありましたが、ついに全チームがオリ
ジナルソフトクリームを完成させました！

完成後は、作り方の手順などを確認しながらレシピを作成し、ソフトク
リームにかかるコストを計算しました。また、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。

令和３年６月２７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
これまでのワークショップ全３回で開発

したオリジナル夏ソフトの完成発表会と交
流会を行いました。

タイムスケジュール

13：00 あいさつ・発表説明

13：10 発表リハーサル

13：30 開会・趣旨説明・ゲスト紹介

13：40 完成プレゼン発表会

15：00 交流会

14：45 連絡事項

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

今回の企画に参加した理由や感想のほか、トッピングの説明やこだわったポ
イントなど、自分たちで作り上げた商品への思いが伝わる発表をしていただき
ました。その後の交流会では、チーム混合で商品開発の感想や今後の販売への
意気込みなどを共有しました。

また、今回は３名のゲスト（市内飲食店経営者）にお越しいただき、商品に
対するコメントや販売ＰＲの仕方などのアドバイスをいただきました。

令和３年７月１１日（日）

ワークショップの様子



MENU

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

※ソフトクリームのトッピングの材料は、各チームが食品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。



MENU

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

※ソフトクリームのトッピングの材料は、各チームが食品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。



各チームが作成したチラシ

※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やスマートフォンを活用し、オリジナルのチラシができあが
りました。

① もんきーず ② makers

④ noice③ ラボ部



販売体験

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

５
各チームが作った４種類のオリジナルソフトク

リームが７月２２日から８月３１日の間、期間限定
でまちベンチ美濃太田ラボにて販売されました。

参加者には、実際に販売体験にも参加してもらい
ました！

令和３年７月２２日（木）～８月３１日（火）

販売体験の様子

makersのフレフレソフトには、川辺町にあるブルーベリーファ
クトリーさんのブルーベリーがトッピングされています。

makersは実際にブルーベリーファクトリーさんで収穫体験をさ
せてもらいました！



結果発表＆交流会

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

６
今回は、各チームが考えたオリジナルソフトク

リームの結果発表会を開催しました。

審査の結果、１位となったチームに、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。

その後、参加者同士の交流を図るため、交流ゲー
ムと感想交流会を実施しました。

タイムスケジュール
■10：00～ あいさつ・ゲスト紹介

■10：05～ 振り返り

■10：25～ 交流ゲーム

■10：55～ 感想交流会

■11：25～ アンケート

■11：35～ あいさつ

■11：35～ 記念撮影
………………………………………………………………

結果発表会では、これまでの活動の様子を写真
で振り返りました。また、運営に関わってくだ
さった方々から、ビデオメッセージなどで感想を
お話いただきました。

結果発表では、4チームのソフトクリームの得点
が発表され、優勝したチームに「ソフトクリーム
365個分無料チケット」を贈呈しました。また特別
賞として、特に活動で頑張っていた方を表彰し、
記念品を贈呈しました。

その後、参加者同士の交流を図るため、交流
ゲームと感想交流会を実施しました。交流ゲーム
では、ゲストや地域活性化スクールスタッフも一
緒に「共通点探しゲーム」を行い、交流を図りま
した。感想交流会では、チーム外の方と商品開発
企画・販売体験を通じて気づいたこと・学んだこ
とについて、意見交換しました。

令和３年１０月３日（日）

当日の様子



お客様投票

①見た目部門1位

②工夫点部門1位

③地域性部門1位

RANKING

作りやすさ1位

（スタッフ票）

・・

・・

販売個数1位 ・・・

広報1位

審査員票1位
（審査員３名）

makers

・・

もんきーず

makers

noice

もんきーず

都竹さん（喫茶つみき）：ラボ部

井口さん（た゜らら）：もんきーず

田辺さん（みりんｽｲｰﾂ）：ラボ部

・・・

・・・・・ もんきーず

・・



もんきーず「もんきーしろっぷ」

WINNER！！

夏ソフト企画 優勝チーム

もんきーずは、加茂高等学校１年生のチームです。

商品開発ワークショップでは、ソフトクリームに合うシ
ロップなどを何度も試していました。販売の際には、SNS
による広報だけでなく、店頭販売にもたくさん参加して、
一生懸命自分たちの作ったソフトクリームをPRする姿が印
象的でした！！



アンケート結果

企画を通じて新たに知ったこと・学んだことを教えてください。

・１つの商品でも販売までの道のりが長く、大変であると知った。

・「商品作る」と口では簡単に言えるが、実際に作るとなるとやることが多く
て大変なことばかりなんだと思った。

・商品開発には、多くの人が関わっていることを知った。

・地域の方々との交流は大切であり、自分のためになると思った。

・美濃加茂のおいしいものをいっぱい知れた。

・色々な企業と関わる機会があり、私たちの地域にたくさんの食材や商品があ
る事を知った。

・ヒト、モノ、コトを知る事で“自分に足りなかったこと”に気づいた。

・多くの人に食べてもらうには、地道に宣伝して、それを継続する事が大切で
あると学んだ。またポスターは、それを見てすぐに「何か」が分かるようにす
る事が大切であると学んだ。

・チームで協力して1つの商品を作ることの楽しさ、難しさを知った。

・企画開発では、自分の考えを突き通すのではなく、相手の気持ちに立ってお
客さんのニーズや季節感を意識した商品づくりをすることが大切であると思っ
た。

企画前と今で自分自身が変化したことを教えてください。

・色々な大人の方々との関わりを通して、人との関わり方や考え方が変わった。

・仲間に色々な意見を言えるようになったこと。たくさんの人に話しかけたり
交流を自分からできるようになった。

・初対面の人や面識のない人とでも自分の意見が言えるようになった。

・緊張して販売をしていたが、最後の方は笑顔で対応出来るようになった。

・美濃加茂市をもっと活気溢れる町にして、もっと多くの人に好きになっても
らいたいと思った。

・何でもやってみる冒険心が自分の中にできたと思う。

・企画を通して、色々な人と関わることが大切だと感じた。また美濃加茂のい
いところをいっぱい知り、美濃加茂が好きだなと思えた。

・たくさんの大人の人と関わったり、大勢の前で話したりして、色々なことに
積極的になれた気がする。

・初めて人に宣伝をしたり、プレゼン資料を作った。また接客も少しだけ出来
るようになって自分が少しだけ大人になれたような気がした！


