
平成 26 年度 第 2 回全国高校生合同販売デパートゆにっと 実施報告書 
主催 長野県商業教育研究会     主管 デパートサミット実行委員会 

 

１ 開催期間 平成 26 年 8 月 18 日(月)から 8 月 20 日(水) 

  10 時から 18 時 最終日は 16 時 

２ 場  所 ながの東急百貨店シェルシェ５Ｆ 催事場 

３ 参 加 校 長野県  須坂商業高校 長野商業高校 松代高校 上田千曲高校 

    丸子修学館高校 小諸商業高校 諏訪実業高校 辰野高校 

     赤穂高校 飯田 OIDE 長姫高校 阿南高校 穂高商業高校 

    松商学園高校 木曽青峰高校         以上 14 校 

  長野県外 北海道留萌千望高校 岩手県立水沢商業高校  

    新潟県立新発田商業高校 利根沼田組合立利根商業高校 

    富山県立富山商業高校 富山県立高岡商業高校 

    東京都立第一商業高校 静岡県立熱海高校 富士市立高校 

    大阪市立鶴見商業高校 鳥取県立鳥取商業高校  

    広島県立福山商業高校      以上 12 校 

４ イベント等 8 月 17 日(日)  17：00 から 19：30  デパートゆにっと交流会   

    場所 ホテルメトロポリタン   参加校 24 校  

  8 月 18 日(月) オープニングセレモニー 

  ～ 20 日(水) パネル展  

    各校商品紹介プレゼンテーション（のべ約 90 回） 

    20 日(水) 松川町立松川中学校との交流会 

５ 協賛企業 リーフレット参照 

６ 売  上 約 2,350,000 円（税込み） 

７ 報  道 信越放送／長野放送／テレビ信州／長野朝日放送／ＮＨＫ／信濃毎日新聞／日本

  経済新聞／毎日新聞／中日新聞／長野市民新聞 

８ 職員感想 ・良い企画に参加させていただき生徒のビジネスの実践力、コミュニケーション

能力、問題解決能力の育成、マーケティング分野における学習の成果確認や今後

の課題の発見に役立ったと思います。（高岡商業） 

 ・｢デパートサミット｣として、商業の学びを系統的、総合的に組織立てて学習で

きる取り組みとして、大変貴重な内容であると思います.（鶴見商業） 

 ・交流会やプレゼンテーションなどの司会を生徒が行い非常に良かったです。生

徒が言われて実行するのではなく、自分たちで考え、楽しそうに行っているとい

う姿勢に好感が持てました。（新発田商業） 

 ・長野県商業教育でのマーケティング塾をはじめとする取り組みの流れの上での

｢デパートゆにっと｣であると痛感しています。第 2 回目という事で、長野商業等

の生徒さんの自主的な対応が印象的でした。（第一商業） 

９ まとめ 第 2 回目である今年の取り組みの大きな特徴は、 

        ・県外先進校との合同販売による実践力の向上および相互交流をはかること 

 ・パネル展、プレゼンテーションなどを通じて広く商業教育を発信すること 

 ・生徒たちの自主的活動を各所に取り入れ、主体性を高める取り組みとすること 

 ・マーケティング塾での学びを限りなくデパートゆにっとにリンクしていくこと 

        ・工業科（インテリア）の参加により、専門高校相互のつながりを模索すること 

 などがあげられる。特に商業を学ぶ多くの生徒たち同士の交流を深め、またプレ

ゼンテーションなどによる発信は、コミュニケーションや実践力を高める取り組

みとして予想以上に効果を上げたのではないかと考える。 課題も多く残されて

いるが、多方面よりご支援をいただき第 2 回目は成功裏に幕を閉じた。来年の 3

回目に向けて、より学びを深め地域に還元できる取り組みを模索していきたい。 

抜粋 



商業の新たな連携学習への挑戦

長野県商業教育研究会

デパートサミット実行委員会

阿部栄智

高校生の感性を編んで販売します

1
2015年10月27日 元気づくり支援金の活用事例発表会



くますぎ（須坂商業）
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長商デパートと開発商品

（長野商業）
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スマイル小商店街・スマイルカフェ

（小諸商業）
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キッズビジネスタウンすわ

（諏訪実業）
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商品開発（辰野）
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リヤカー販売（飯田ＯＩＤＥ長姫）
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求められているもの

・ホンモノ志向の教科｢商業｣の取り組み

・ビジネスのスキルとマインドを養成できる学習環境・ビジネスのスキルとマインドを養成できる学習環境

・各校が持つノウハウのネットワークを活かした共有化

・地域と連携した学習活動

・キャリア教育の推進
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デパートサミットデパートサミットデパートサミットデパートサミットデパートサミットデパートサミットデパートサミットデパートサミット
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デパートサミット（長野県商業教育研究会）

理論・知識・技術 商品開発支援

新たな

産学連携

松本大学様 企業様 地域応援団様



地域地域地域地域のののの流通業流通業流通業流通業をををを担担担担うううう人材人材人材人材

育育育育てるてるてるてる育育育育てるてるてるてるををををををををキーワードにキーワードにキーワードにキーワードにキーワードにキーワードにキーワードにキーワードに

地域経済地域経済地域経済地域経済をををを担担担担うううう人材人材人材人材

全国高校生合同販売全国高校生合同販売全国高校生合同販売全国高校生合同販売

「「「「デパートデパートデパートデパートゆゆゆゆにっとにっとにっとにっと」」」」マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング塾塾塾塾

学学学学びのびのびのびの場場場場
検証検証検証検証のののの場場場場
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学学学学ぶぶぶぶ学学学学ぶぶぶぶ→→→→→→→→育育育育てるてるてるてる育育育育てるてるてるてる→→→→→→→→検証検証検証検証するするするする検証検証検証検証するするするする

デパートデパートデパートデパートゆゆゆゆにっとにっとにっとにっと

テレビテレビテレビテレビ

広告広告広告広告

折折折折りりりり込込込込

みみみみ広告広告広告広告

雑誌雑誌雑誌雑誌

企画企画企画企画

デパートデパートデパートデパートゆゆゆゆにっとにっとにっとにっと

地域応地域応地域応地域応

援団援団援団援団

マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング塾塾塾塾

学学学学ぶぶぶぶ

育育育育てるてるてるてる

検証検証検証検証するするするする

企業応企業応企業応企業応

援団援団援団援団
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７つのスタンス

・顧客満足度の高いホンモノ志向のデパートを目指す

・高校や大学、産業界の連携による協調学習を行う

・イベントで終わらない継続的な学習指導をする・イベントで終わらない継続的な学習指導をする

・生徒による組織的な事業体を組み立てる

・失敗が起こり得る環境に直面して切磋琢磨する

・都市部にある集客力のある会場で販売する

・地元特産品や高校生開発商品を扱う
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マーケティングマーケティングマーケティングマーケティング塾塾塾塾
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・マーケティング分野の学習を深める

・合同販売で学習内容の検証をする

・生徒同士が切磋琢磨し学び合う

マーケティング塾とは

・生徒同士が切磋琢磨し学び合う

・教員の授業改善のための研修の場とする
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松本大学教授

松本大学松商短期大学部教授

ながの東急百貨店担当者

講師

ながの東急百貨店担当者

マーケティング特別研究委員

その他
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第１回 12月23日 目標とその意義

第２回 ２月11日 観光・町づくり

第３回 ３月25日 市場調査と消費者行動

第４回 ４月25日 事例から学ぶﾌﾞﾗﾝﾄﾞ戦略

第５回 ５月30日 ｺﾝｾﾌﾟﾄからの行動と表現

平成26年度～日程と内容

第５回 ５月30日 ｺﾝｾﾌﾟﾄからの行動と表現

第６回 ６月13日 販売員マナー

第７回 ７月18日 開発商品ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ

第８回 ８月10日 ＰＯＰと金銭授受

８月17日～18日デパートゆにっと

第９回 ９月11日 マーケティング塾修了式
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第１回マーケティング塾の様子
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開講式
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アイスブレーキング
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松本大学白戸教授の講義風景
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グループワーク（ＫＪ法による商品開発）
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全国高校生合同販売全国高校生合同販売全国高校生合同販売全国高校生合同販売

「「「「デパートデパートデパートデパートゆゆゆゆにっとにっとにっとにっと」」」」
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平成２７年度合同販売

日時日時日時日時 平成平成平成平成2222７７７７年年年年8888月月月月1111７７７７日日日日（（（（火火火火）～）～）～）～18181818日日日日（（（（水水水水））））

場所場所場所場所 ながのながのながのながの東急百貨店東急百貨店東急百貨店東急百貨店
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新規商品開発

既存開発商品プラス１

全国高校生開発商品のセレクト

デパートゆにっとの売場構成

全国高校生開発商品のセレクト

イベント企画

テナント出店
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�塾生企画・編集のアイディア商品

松代高校 長芋だんご

新規商品開発

飯田ＯＩＤＥ長姫高校

小さな玉手箱
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�県内高校既存開発商品プラス１

例 長野商業｢洋風八味」

松商学園「ロイヤルそば茶アイス」

既存開発商品プラス１

辰野「チョコっとリンゴクッキー」

塩尻志学館「ワインカステラ」 他

開発商品をそのまま、またはパッケージやラベルの考案、

コーヒーやレシピ集などとのセット販売、詰め合わせギフト等

プラス１ の付加価値をつける
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全国高校生開発商品のセレクト

全国の生徒が授業やクラブなどで

�開発した商品をセレクトして販売
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地域地域地域地域のののの素材素材素材素材をををを活用活用活用活用したしたしたした

スイーツスイーツスイーツスイーツ対決対決対決対決！！！！

イベント企画

AAAA高校高校高校高校
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地域地域地域地域

特産物特産物特産物特産物

BBBB高校高校高校高校

地域地域地域地域

特産物特産物特産物特産物



出店販売実績のある商業高校や、開発商品を

積極的に販売している学校に出店を要請します

例 富山商業 TOMI SHOP （富ショップ）

テナント出店

例 富山商業 TOMI SHOP （富ショップ）

金沢商業 金商ライフサポート株式会社

など
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◇塾 生 県内の商業を学ぶ高校生
◇塾講師 大学教授・⺠間企業外部講師

県内商業科教員
◇内 容 マーケティングの実践

〜イノベーションのための編集⽅法〜

編集編集１１ 塾生の開発商品
編集編集２２ 既存開発商品プラス１
編集編集３３ 既存商品の編集
編集編集４４ 全国高校生開発商品のセレクト
編集編集５５ イベント企画

デパートサミット（長野県商業教育研究会）

新たな

産学連携

〜イノベーションのための編集⽅法〜 編集編集５５ イベント企画
編集編集６６ テナント出店

松本大学様 企業様 地域応援団様

理論・知識・技術 商品開発支援



ご清聴ありがとうございました
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