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情報収集と食文化を 
発信することを目的に

　同社は、独自の消費者調査により、おいしさ

という主観的な基準を、味覚以外の感覚と心

が決めるという知見を得て、その内容を顧客に

提案している。現役女子大生と共に考える商品

開発プロジェクト企画もその一環で、大妻女子

大学が開講する“大妻マネジメントアカデミー ” 

（＊1）に同社から企画提案を行い、2018 年9

月よりスタートした。大学側は、学生の現場体

験の一環として、商品開発のプロセスを学習、

大学で学んだ知識と自らのアイデアの実現化が

できる。ピュラトスにおいては、現役女子大生

の意見を取り入れた、消費者目線から時代の

ニーズに応える商品開発ができるというもの。

単なる原材料メーカーにとどまらず、消費者に

寄り添った情報の提供をユーザーと共に貢献

することを目指している。

『紅茶のパフェ ～ロイヤル レディ～』

『しあわせパフェ ～白玉4つぶ～』

　ピュラトスジャパン（ジャン＝ピエール ベルナルディノ社長）は 、産学連携企画として、大妻マネジメ
ントアカデミーの現役女子大生とともに6 ヵ月間にわたり、“ 消費者の目線で考えるチョコレートを使っ
た商品開発 ”を行ってきたが、そのうちの2品が 4月よりCVS のミニストップでの販売が決定した。

現役女子大生と共に考える
商品開発プロジェクト コラボ第2弾

現役女子大生が消費者目線で考えた、
チルドスイーツ商品開発プロジェクト商品
2品が4月よりミニストップで販売をスタート

ピュラトスジャパン主催

×

学生考案製品がミニストップにて
4月28日（火）より販売決定

大妻女子大学の「新商品プロデュース講座」の受講生

本体価格
240円（　　 ）

本体価格
240円（　　 ）

約60名の学生が商品知識を学び
ながら、アイデアをつくりあげる 
チルド・チョコレート商品の 
開発プロジェクト

　 同 講 座は、2019 年 5月より「 新 商品プロ

デュース講座 」として、約60 名の学生が参加

して開講した。授業では、若い女性ならでは

の感性と情報ネットワークを駆使し、自分たち

が本当に食べたいと思う「チルド・チョコレート

商品」のコンセプト開発を目指して、ピュラトス

ジャパンがサポートしながらテーマに沿った演

習を5回行った。そのプログラムを通じて、一

般的な商品開発のプロセスの一部を学びなが

ら、その楽しさだけでなく手応えのある仕事で

あることをピュラトスジャパンが紹介。どうした

ら女子大生目線でのおいしさの開発に繋げら

れるのかという方向性へと誘導していった。

　講座内容の一例としては、①演習Ⅰ＝「知る」
ことをテーマに、顧客にとっての新しい価値創
造についての説明など　②演習Ⅱ＝「考える」を
テーマに、チョコレートに関わる知識、またチョ
コレートの現状と将来と、カカオの未来を創る
施策などの“情報インプット”　③演習Ⅲ＝「試
す」をテーマに、コンセプト作成の手法、コン
セプト開発のコツなど、おいしさをデザインす
るために必要な属性（風味、甘さ、食感など）を
意識することなどの“コンセプト作成”　④演習
Ⅳ＝「創る」をテーマに、売れるための仕組み
を考え、さらに商品アイデアについてフォーマッ
トづくりの作成を行うなどの“コンセプト検証”
　⑤演習Ⅴ＝「伝える」をテーマに、審査員およ
び顧客に対して、商品化に向けたプレゼンテー
ションの実践をする“アウトプット”、という5回
の講座で進められた。

商品開発のプロに向けてのプレゼンテーション

　講座の最終日である10月23日、大妻女子

大学千代田キャンパスの大教室にて学生6グ

ループが企業審査員として参加したミニストッ

プ㈱、㈱ドンレミーの開発担当者に向け、プレ

ゼンテーションを行った。講座をプロデュース

したピュラトスジャパンマーケティング部の佐

藤千景氏は、「今、目の前に並んでいるスイー

ツは、皆さんがこの講座

で学び情報収集した要

素が形となったもの。本

日最 終回の講座では、

作品のアイデアを“アウ

トプット”することがテー

マなので、出来上がった

このスイーツの価値を、

プロの商品開発の方々に向けてプレゼンしてい

ただきたい」と説明した。

本当に食べたいと思う
チョコレート商品を具現化

ピュラトスジャパンの佐藤
千景氏

（＊1）大妻マネジメントアカデミー（OMA）とは
大妻女子大学の学生なら誰でも無料で受講で
きる「学部横断型マネジメントスクール」で、学
生個々の能力・才能を伸ばし、企業や社会に
送り出すことを使命としている。特に、日本の
大学随一の「女子営業人材養成プログラム」に
は定評があり、最近ではOMAを受講するため
に大妻女子大学を目指すという学生も多いとい
う。また同講座は社会人聴講生も受け入れてお
り、年間約600回の授業が開講される。
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各グループのプレゼン内容　（『』内のチョコレート原材料は、ピュラトスジャパンの製品）

プレゼン：アフタヌーンティーの由
来は、ストレスを抱えた女性のリフ
レッシュ法であることからティータ
イムに欠かせないのが紅茶と考え、
アフタヌーンティーをキーポイント
にして、ヴィクトリアケーキとミルク
ティーを用いた高級感のあるデザー
トを考えた。新社会人が日々仕事
への不安やストレスを抱えるだろう
将来の私たちをペルソナとし、紅茶

プレゼン：フランボワーズの甘酸っ
ぱさとナッツの濃厚なコクと香ばし
さとチョコレートの香りが広がる。
ムースの中に入れた角切りのブラウ
ニーが、驚きと食べ応え感を味わえ
る。高級感があり健康にも良いピ
スタチオを使うコンビニスイーツは
少ないため、ご褒美スイーツとして
の話題性も生まれる効果も考慮。
商品説明：下から、チョコレート

プレゼン：飲んだあとに何か食べ
たいなと思った時に選びたくなるス
イーツとして、“しょっぱい”と“甘
い”を掛け合わせたスイーツ＆おつ
まみ。シンプルなケーキだが一度
食べたらはまる中毒性がある味に
なった。この商品と共に、ほかの
商品の購入で合計700円以上にな
るように促せる商品。
商品説明：1層目はショコラムース、

プレゼン：授業やサークル、バイト
などで忙しい生活を送る私たちが
疲れたときに、コンビニで買うもの
が濃厚なチョコレートのスイーツで
ある。イギリスの研究所の調査で
も、疲れたときに心地良い味と香
りをもたらすチョコレートを渇望す
るとされることから、癒し効果とし
てのチョコレートスイーツを製作。
商品説明：下からナッツの香りのす

プレゼン：20代女性が幸せを感じ
るときは約50％が「食べていると
き」というある調査を元に、落ち
込んだ時などに気分転換のために
食べると“元気チャージ”になるス
イーツを開発。食べると明日少し
頑張れるという日々の小さな幸せ
を提供。
商品説明：幸せを呼ぶといわれる
四つ葉のクローバーに見立てて、

プレゼン：とことん可愛いを追求し
た、SNS映えするスイーツ。しかし
味はオトナっぽい上品さで、食べる
ごとに心が満たされる充実感を感
じる味わいに仕上げた。
商 品 説 明：下から、ねっとり＆
みっちり食感（『ブラウニー（ダイス
状）』）、中段にふわふわ食感（『ショ
コランテ・ガーデナー・ダーク
62％』のムース）、上段に主張しす

がそれを癒してくれることがコンセ
プト。
商品説明：下から、『ショコランテ・
ガーデナー・ダーク62％』のムース、
ヴィクトリアケーキ（＋シロップ）、
ミルクティームース、上にヴィクトリ
アケーキのカットとホイップクリー
ムをトッピング。販促は紅茶飲料と
セット売りすることでお得感と売上
アップを図れる。

ムース、ブラウニー、ピスタチオク
リームにフランボワーズソースとピ
スタチオのダイスをトッピング。

2層目は漬け込みミックスフルー
ツ、3層目は濃厚なレアチーズ、一
番上のトッピングは甘味の中にア
クセントとなる塩味をもたらすベー
コンビッツをのせた。お酒に合い
そうなものを選んで組み合わせた。
可愛いすぎない見た目にすること
で、男性にも気軽に買える工夫をし
た。

る『プラリネムース』と甘味と苦味
のバランスの良い香りの『ショコラン
テ・ガーデナー・ダーク62％』のムー
スの2層のチョコムースを基調にチョ
コチップを仕込み、食感に変化をつ
けた。上部に光沢のあるグラサー
ジュショコラを使い高級感を醸し出
した、チョコのみで勝負した商品。
カカオ・トレース認証の高品質でこ
だわりのチョコを使用。

中心に4つの白玉を配置。白玉の
下の1層目は爽やかオレンジジュレ
（果実入り）、2層目はマイルドな甘
さのチョコムース、3層目はサクサ
クのチョコクランチを敷くなど、さ
まざまな食感や味わいを楽しめる
素材を選んだ。プレゼンでは食べ
方の提案も行った。

ぎないような程度の量のラズベリー
のムースをのせた3層仕上げ。ピン
クの削りチョコとマシュマロをトッ
ピング。トッピングのイチゴのチョ
コを季節ごとに変えることで年間
を通して販売が可能。

作品名： 「Royal Lady（ロイヤル レディ）」
想定ターゲット：23歳出版社事務勤務の新社会人／コンセプト：
優雅なティータイムを送るイギリスの貴族女性をイメージした
新デザート／価格帯300円

作品名： 「至福のピスタチオ（ブラウニー入り）」
想定ターゲット：20代～ 30代のOL・男性／コンセプト：上品
な見た目以上の味、ピスタチオのカップデザート。価格以上の
味わいが楽しめる／価格帯250 ～ 300円

作品名： 「チョコっとおつまみ」
想定ターゲット：お酒を好む女性と男性／コンセプト：お酒と
一緒に楽しめて、宅飲みの手土産にも持っていけるような新感
覚コンビニスイーツ／価格帯298円

作品名： 「高級ショコラ」
コンセプト：日頃の生活に癒しを求める方へ。チョコレートの
癒し効果でプチ贅沢をしてみませんか？／価格帯350円

作品名： 「白玉（しあわせ）4つぶ」
想定ターゲット：20代女性／コンセプト：幸せをとどけるスイー
ツ／価格帯300円前後

作品名： 「Very Berry スモアちゃん」
想定ターゲット：10代後半～30代（女性）／コンセプト：頑張っ
たあなたへの「特別なご褒美」／価格帯300円

1班 4班 

2班 5班 

3班 6班 
ミニストップで販売

ミニストップで販売
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　プレゼンテーション終了後には、講座で試

食・公聴した企業担当者らがプロとしての総評

を行った。

ミニストップ㈱：（CVS・開発担当者）
　「コンビニで売れるものの要素として見た目

の良さが大きなポイントだが、どの作品もそれ

が良くできていて、すぐ売れると思われるもの

もあった。またネーミングについては、我々は

つい無難なものを付けてしまうが、今回の作

品は凝ったものが多く、つい手に取りたくなる

ようなアピールがあった」

　「今回皆さんのプレゼンは、開発の背景と

コンセプト、そして販促内容がしっかりしてい

ることに驚いた。私は今スイーツ開発を担当し

ているため非常

に参考になった。

女性はもちろんだ

が男性をターゲッ

トにしている商品

があり、そのコン

セプトポイントが

良いと思う」

CVSとスイーツ製造企業の開発者
が審査

㈱ドンレミー：（スイーツ製造・企画開発担当者）
　「今回の作品は、映えるものなど斬新な発想

が多く、今後の開発に生かしたいものが多かっ

た。実際に試食したが、具材の量などは多い

のではと思ったものでも食べてみるともっと食

べたいと思わせるものであったので、先入観に

とらわれない観点が素晴らしい」

　「インスタ映えを意識しながらも、飽きのこ

ない食感の工夫や味の組み合わせをしっかり

考えられているなど、細部にまで行き届いた発

想に驚かされた。今企画開発している立場に

あるので、勉強になった」

　「各班全て違うアイデアとして出揃ったことが

衝撃的だった。現場では原価をすぐに見てしま

うので、味や食感は次になりがちのため、皆さ

んのプレゼンを聞いて今一度原点に返って商

品企画をしたいと思った」

ピュラトスジャパン：（マーケティング部）
　「緊張感がひしひしと伝わるプレゼンだった

ため、その分強く伝わった。それぞれの作品

は、食感の変化や売り方への提言、味わいの

変化の付け方などに斬新さがあり感動を受け

た」

大妻女子大学キャリア教育センター教授
寺石ユリウス雅英氏：
　「プレゼンを公聴した

方々からお褒めの言葉

をいただいたが、まだ

問題のあるところも多い

と思う。しかし何といっ

てもこのような大学の

授業において、プロの

方々から指導を得てプ

レゼンを行えたこと、そしてスイーツを開発す

る専門家の方々に試食・評価をしていただける

ことは、非常に得難い体験なので今後いろい

ろな場面で生かしていただきたい。こうした講

座を来年も開講したいと考えている」

寺石ユリウス雅英氏

講座の最終回はプレゼンテー
ションの実演

企業担当者の
プレゼンテーション総評


