
 

 

             

（令和２年６月 11日発表） 

 女性のアイデアにより生まれた商品・サービスを発掘！ 

第５回「しずおか女子きらっ☆ブランド認定」商品募集中 
 

 

別紙資料 有  
募集記事の掲載をぜひお願いします！ 
◆ アピールポイント 

〇静岡市では、女性が開発に貢献した商品等を募集しています。 

〇令和２年４月現在、33 件の商品・サービスが「しずおか女子き

らっ☆ブランド」に認定されており、「商品の売上が増えた」「社

内女性のモチベーションが上がった」といった声が寄せられてい

ます。 

◆ 認 定 特 典 

① 市長からの認定証交付 

（認定証交付式：令和３年 1月頃予定） 

② しずおか女子きらっ☆プロジェクト ロゴマークの使用 

③ 市ホームページや広報紙、商品紹介冊子等による PR  

◆ 募 集 内 容 

＜こんな商品を募集しています＞ 

・女性のアイデアにより、新たな商品が生まれた 

・女性のアイデアにより、既存の商品が更に優れ、便利になった 

・企画、開発段階で女性がリーダーシップを発揮した 

 

 商品は女性向けのものに限りません。 

 モノ、サービスの両方を対象としています。 

◆ 申込方法等 

〇静岡市男女共同参画課へ申請書類を直接または郵送で提出 

（詳細はホームページ又は担当にお問合せください。）     

募集案内ホームページのQRコード⇒ 

〇令和２年 10月に認定審査委員会を開催予定です。 

◆ 募 集 締 切 令和２年８月 28日（金）午後 5時 15分まで（必着） 

◆ そ の 他 

〇静岡市では、国の男女共同参画週間に合わせ、過去の認定商品等

のパネル展示を実施します。 

 令和２年６月 23日（火）～令和２年６月 29日（月） 

 静岡市役所静岡庁舎 １F フロアスペース 

【問合せ】 

男女共同参画課 (静岡庁舎 15階) 

電話 ０５４－２２１－１３４９ 

報道資料 



しずおか
女子きら

っ☆

ブランド
認定商品

第 回5

募集中で
す‼

　静岡市では、 働く女性たちのさらなる活躍を応援するため、 市内企業等の女性が企画 ・ 開発した、 先駆性が高く優れた商品やサービスを

「しずおか女子きらっ☆ブランド」 に認定しています。 「女性が活躍している静岡市」 をＰＲする好事例として、 積極的に情報発信していきます。

募集要項

３つの認定特典

その1

市長からの認定証交付

その２
しずおか女子きらっ☆プロジェクト

ロゴマークの使用

その３
認定商品紹介冊子などによるＰＲ

応募締切 ：令和２年８月２８日 （金） 必着

申込方法 ：郵送または直接持ち込み

認定方法 ：審査委員会を令和２年１０月下旬に

実施予定

※申込書類 ・ 応募要件などは静岡市ＨＰを

　ご覧ください。

（17:１５迄）

（プレゼンあり）

令和元年度は 商品を認定しました10

かみのせっけん

あら ・ いーな

蒲原屋謹製

「和ナッツ」

全粒粉とふすまの

ヘルシーベーグル

手作り布おもちゃキット

「ゆっこせんせいのおもちゃ箱」
仁心 （nico） の傘

濃縮チャイシロップ 萩錦　土地の詩
はさめるオーガニック

布ナプキンシリーズ
８茶くらべ

ＦＵＪＩＯＢＩシリーズ

（タンブラー ・ マット）

お申し込み ・ お問い合わせはこちら

静岡市市民局男女共同参画課
〒420-8602 静岡市葵区追手町５-１

（静岡市役所静岡庁舎新館１５階）

TEL/054-221-１３４９　FAX/054-２21-１７８２
ＭＡＩＬ/sankaku@city.shizuoka.lg.jp

静岡市は、 誰一人取り残さない世界水準の都市を目指し、

世界共通の目標 SDGs （持続可能な開発目標） を推進しています。

しずおか女子きら　ブランド認定

しずおか女子きらっ☆
ブランド認定事業の
ホームページはこちら

しずおか女子きらっ☆ブランド

静岡市女性活躍ブランド認定事業

認定商品紹介冊子

2019



R2.04 　静岡市男女共同参画課作成

認定年度 商品 企業等名称

1 平成28年度 KANZASHI 三代目板金屋（株式会社山崎製作所）

2 平成28年度 女性限定の宿泊プラン「RA・SHI・KU（らしく）」 ホテルクエスト清水（株式会社竹屋旅館）

3 平成28年度 ベビー用スリング「キュット ミー！」 北極しろくま堂有限会社

4 平成29年度 足と靴のトラブルに対応したオーダーメイドパンプス「シンデレラ」シリーズ
株式会社ヤマナミ
マイ・シューズ・ストーリー

5 平成29年度
思い出の帯や着物の
オーダーメイドリメイクバッグ

静岡よみかえる工房

6 平成29年度 HARUMIアロマキャンドル、HARUMIバスソルト 株式会社CREA FARM

7 平成29年度 ポチャージュ 丸福製茶株式会社

8 平成29年度 みんなが美味しい介護食ウェルビーSweets 株式会社ウェルビーフードシステム

9 平成29年度 ようこそ静岡お茶ランチコース、ようこそ静岡お茶ディナーコース ルモンドふじがや（ルモンド有限会社）

10 平成29年度 両河内産抹茶　白拍子（しらびょうし） 清照由苑

11 平成30年度
「居抜き110番」
（情報提供マッチングサービス）

株式会社ジーコンコーポレーション

12 平成30年度 興津あんぱん・興津っこ・興津っこ初恋
マックスバリュ東海株式会社
マックスバリュ清水興津店

13 平成30年度
カウンセリングが形になる！
メモリアルフラワー

Season of Flower MINA

14 平成30年度
カフェを併設した屋内型公園
「ｍoｎ chou chou」（モンシュシュ）

ｍoｎ chou chou

15 平成30年度
身体にやさしい
けいこのおやき

チクタク open the kitchen

16 平成30年度 ごほうび羊かん 有限会社望月茶飴本舗

17 平成30年度 清水のお茶「濃旨」 清水農業協同組合

18 平成30年度 生花のおむつケーキ
J'aime la fleur 花や
（しあわせの花が咲く株式会社）

19 平成30年度
創るのは、あなたのブランド
オーダーワンピース　style. i

style. i

20 平成30年度 街deカルチャー「街カル」 街カル実行委員会

21 平成30年度 mitete（みてて） 株式会社エーエフシー

22 平成30年度 夢どら 株式会社三坂屋

23 平成30年度
ローズandゼラニウムのフローラルウォーター化粧水手づくりキット・スイート
アーモンドオイルのバームクリーム手づくりキット

株式会社ケアリングジャパン

24 令和元年度
かみのせっけん
あら・いーな

はぴり

25 令和元年度 蒲原屋謹製「和ナッツ」 蒲原屋

26 令和元年度 全粒粉とふすまのヘルシーベーグル こないろ

27 令和元年度
手づくり布おもちゃキット
「ゆっこせんせいのおもちゃ箱」

一般社団法人　布育普及協会

28 令和元年度 仁心（nico）の傘 株式会社　藤田屋

29 令和元年度 濃縮チャイシロップ 梅ヶ島くらぶ

30 令和元年度 萩錦　土地の詩（うた） 萩錦酒造株式会社

31 令和元年度 はさめるオーガニック布ナプキンシリーズ Micoria

32 令和元年度 8茶（はっちゃ）くらべ 株式会社静岡博報堂

33 令和元年度 FUJIOBIシリーズ（タンブラー・マット） 有限会社やましち

しずおか女子きらっ☆ブランド　認定商品一覧（令和２年４月現在）



R2.06　静岡市男女共同参画課作成

事業内容 日程 会場

1 男女共同参画週間　PR展示（過去の認定商品等のパネル展示） ６月23日（火）～６月29日（月） 静岡市役所静岡庁舎新館　１F　フロアスペース

2 男女共同参画週間　横断幕の設置  ６月18日（木）～６月29日（月） 静岡市役所静岡庁舎新館　青葉通り側

3
信友直子さん講演会
「ぼけますので、よろしくお願いします。」

７月23日（祝）　13:30～15:30 静岡市女性会館（アイセル21）

4 あなたが選ぶ男女共同参画（ジェンダー）川柳
入選作品展示・一般投票：６月15日（月）～６月30日（火）
優秀作品展示：７月１日（水）～7月7日（火）

静岡市女性会館（アイセル21）　２F　ギャラリー

5 2020男女共同参画おすすめBOOK ６月１日（月）～６月30日（火） 静岡市女性会館（アイセル21）　１F　図書コーナー

国の男女共同参画週間（令和２年６月23日～令和２年６月29日）に関連する静岡市の実施事業


