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静岡市はSDGsを推進しています。



しずおか女子きらっ☆ブランドって？

　静岡市では、女性活躍を推進する「しずおか女子きらっ☆プロジェクト」の一環とし

て、女性が開発に貢献した商品を募集・審査の上、その中から優れたものを「しずおか

女子きらっ☆ブランド」に認定し、女性活躍の好事例として積極的にＰＲ協力します。

　女性たちのモチベーションアップはもちろん、女性活躍が企業等の業績をアップ

させる「経営戦略のカギ」のひとつであることを皆様にご理解いただき、市内企業

等における女性の雇用・登用の促進や、更なる女性活躍の取組促進への気運

醸成につなげ、「女性が活躍している静岡市」、「女性が活躍できる静岡市」として

市内外に広くＰＲしていきます。

　また、就職を控えた女性学生に対し、女性が活躍できる企業等や、起業して活躍している女性たち

を見える形で情報発信し、女性の市内企業への就職を促進します。　

静岡市では

ＳＤＧｓの推進に積極的に取り組んでいます！

　平成27（2015）年９月の国連サミットで、全会一致

で採択された2030年までの国際目標「持続可能な

開発目標（ＳＤＧｓ）」を第３次静岡市総合計画に組

み込み、その目標である「世界に輝く静岡の実現」に

向けてまちづくりを推し進めています。ＳＤＧｓは「誰一

人取り残さない」を共通の理念としており、しずおか女子きらっ☆プロジェクトは、ＳＤＧｓの17ある目標の

うち、目標５「ジェンダー平等を実現しよう」、目標８「働きがいも　経済成長も」に関連しています。

次のような商品を認定します。

★女性のアイデアにより、新たに生まれた商品

★女性のアイデアにより、既存の商品が更に優れたものになった商品

★女性がリーダーシップを発揮し、新たに生まれた商品（または既存の商品が更に

　優れたものになった商品）等

企画・開発における女性の活躍の様子、商品の先駆性（新しさ）、他の商品と

比較して優れている点、商品のクオリティや、市場における評価等を選考の基準

とし、総合的に判断し選定します。

★市長からの認定証交付

★しずおか女子きらっ☆プロジェクトロゴマークの使用

★市HPや広報紙、商品紹介冊子等によるＰＲ 等

詳細は しずおか女子きら ブランド認定 検索

認定特典
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01. ありのママで♡おうちヨガマスター講座

02. いいかげんノート

03. 遠州織物オリジナル衣料

04. オーガニック素材で自分でつくる

    贅沢ヘッドスパキット

05. 学童保育と学びの場の一体型サロン

    「学習サロンドリームポート」

06. 静岡茶鍋

07. たなごころ葵ちゃん

08. ビジュフラリウムマスクアクセサリー

平成28年度認定商品 3件

平成29年度認定商品 7件

平成30年度認定商品 13件

令和元年度認定商品 10件

しずおか女子きらっ☆ブランドに認定されて…

静岡市企業表彰

整体＆ヨガサロンyuj                           

ナガハシ印刷株式会社

株式会社トンボヤ

株式会社ケアリングジャパン

石上国語教室　学習サロンドリームポート　

静岡茶ガールプロジェクト

GAIA♡SMILES　（ガイア スマイルズ）

re-flower/リフラワー（有限会社フラワーサーカス）
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整体＆ヨガサロン yuj

静岡市葵区昭和町5-6-203

代表／大森 典子

電話／070-4490-0427

取扱店舗／店舗

URL／https://www.sanzensango-yuj.com/

代表 大森典子さん

ヨガサロン　ユジュ 検索

01 ★

親子連れで参加できる連続10回のヨガ講座は他にはなく、ママ同

士の情報交換の時間も大切にしているところが評価できる。
審査委員からヒトコト

　産前産後の不調や体型の悩みを解消したいママ向けの講座です。

　ママが健康に笑顔で子育てできることが、子どもの健やかな成長につながり、社会全体としても大切

なことと考えたyuj代表の大森さん。ママたちに少しでも不安なく職場復帰してもらえるよう、体の不調や

生活リズムを整える全10回の講座を企画しました。

　講座の特徴は、ヨガのポーズや姿勢・食事についての指導に加え、育児の悩みや家族との向き合

い方についても考える時間を設けていることです。10回連続で同じメンバーが情報や意見を交換し合

うことで、お互いの理解や親密度も深まり、安心して自分の悩みを話せる関係づくりができます。

　生活の中にヨガを取り入れて、運動の機会を増やすことが、産後に陥りがちな運動不足の解消・筋

力・体力の回復を助けます。講座を通してそれぞれのママが育児や家事、そして仕事を両立し、ありの

ままの自分で生き生きと過ごしていけるようサポートをしています。

ありのママで♡おうちヨガマスター講座
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ナガハシ印刷株式会社

静岡市駿河区みずほ1-35-3

代表取締役／長橋 敬一郎

電話／054-257-0111

取扱店舗／四葉商会、文具館コバヤシ、ネットショップ等

URL／http://www.nagahasi.com/

ナガハシ印刷女子企画チームのみなさん
ナガハシ印刷 検索

02 ★

いいかげんノート

持ち歩きに便利な厚さで書き味もよく手書き風の罫線により、楽な

気持ちで「良い加減」に書ける。
審査委員からヒトコト

　「使い手」「売り手」「作り手」それぞれが「良い加減」

になるように設計されたノートです。

　商品を開発したのは、営業、制作、デザイナーなど多様

な職種が集まり結成した「ナガハシ印刷女子企画チーム」。

　効率化や合理化が進み、時に息苦しさを感じる世の中に

「（ちょうど）いいかげんに生きる」という価値観を、ナガハシ

印刷が持つ印刷技術やデザイン力で表現して、がんばって

いる人を応援したいという思いから誕生しました。

　表紙のデザインは、ユーザーが自分らしくカスタマイズし

やすいように白を基調にシンプルで「良い加減」に。もちろん、

白く透け感のある表紙はそのままでもオシャレに使えます。

そして、「いいかげんノート」一番のポイントは、手書き風の

罫線です。あわく、ゆるい罫線が、「罫線に沿ってきちんと

書かなくては！」というストレスを感じさせず、ユーザーは思う

ままに、自由にペンを走らせることができます。また、使用する

用紙は「書き心地」にこだわり多くの紙を試し、薄く、インク

が裏面に透けにくい紙を選定しています。

　淡い刷り色の製品であるため「作り手」の負担が減って

「いい加減」。今までにないコンセプトの製品で売り場に多様

性をもたらすことで「売り手」にも「いい加減」。「使い手」

の気持ちに寄り添い「いい加減」、いつでも手元において

ほしいこだわりのノートです。
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遠州織物の生地の良さが伝わるようスタッフがデザインした着心地

もよく、おしゃれな衣料。
審査委員からヒトコト

株式会社トンボヤ

静岡市葵区七間町1-6

代表取締役／久保 耕介

電話／054-253-4837

取扱店舗／店舗

Instagram アカウント／tomboya1924

スタッフのみなさん

トンボヤ　Instagram 検索

03 ★

遠州織物オリジナル衣料

　麻・綿・シルク・ウールなどの天然素材を使用した遠州織物による一点一点手作りの衣料です。

　ヨーロッパの著名ブランドの素材に使用され、パリやミラノコレクションといった世界トップレベルの

モード界で評価されるほど高い品質が認められている遠州織物。「地元のみなさんにももっと良さを

知ってほしい」という織元の声を聞きつけたトンボヤ女性スタッフの提案で、2019年の春からオリジナ

ルの商品づくりが始まりました。

　ワンピースにブラウス、ジャケット、ベスト、スカート。生地の選定から製品デザイン、縫製管理といった

工程を全て女性スタッフが行っているほか、縫製を女性の仕立て職人に依頼し、遠州織物の質感

や色合いなどの特徴を最大限に活かしながら、一点一点丁寧に仕上げています。

　遠州織物の特徴や商品のコーディネートを直接伝えるため、販売は店頭のみにこだわっています。

織元を一軒一軒訪ね歩いた経験を活かし、遠州織物の良さを日々 発信しています。
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04 ★

ヘアケアオイルを自分で作り、楽しめる他にはない新しいアイデア

商品である。
審査委員からヒトコト

オーガニック素材で自分でつくる
贅沢ヘッドスパキット

株式会社ケアリングジャパン

静岡市駿河区国吉田2-5-67

電話／054-208-6767

取扱店舗／オンラインストア、イベント 等

URL／https://www.hamoc.jp/

スタッフのみなさん

HAMOC 検索

　オーガニックのヘアケアオイルを自分で簡単に作ることができる手作りキットです。

　この商品は、ケアリングジャパンが手作り体験ワークショップを実施するなかで、「自分好みのヘ

アケアオイルが欲しくても、材料を揃えたり作り方を探したりするのが難しい」という参加者の声を参

考に、手作りに挑戦したくてもなかなかできない方々の後押しをしようと企画されました。

　セットの中には、ブロッコリーシードオイル、ツバキオイルと、オレンジスイートエッセンシャルオイルの

３種類が含まれており、すべてオーガニック。オレンジスイートは老若男女から好まれるフレッシュで

さわやかな香り。材料、道具、レシピが揃っており、プレゼントにも最適です。オイルの充填、ラ

ベル貼り、袋詰めなども女性スタッフが全て手作業で行っています。おうち時間に普段よりもワンラ

ンク上のヘアケアをしてみるのも素敵ですね。

　ＨＡＭＯＣのアイテムで心にも身体にも休息の時間を与えてみてはいかがでしょうか？
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05 ★

学童保育と学びの場の一体型サロン
「学習サロンドリームポート」

審査委員からヒトコト
学童と学習塾をドッキング。子どもだけでなく親の悩みを熱心に聞く

という点がユニーク。

石上国語教室 学習サロンドリームポート

静岡市清水区西大曲町9-1

代表／杉浦 ます美

電話／054-378-9099

取扱店舗／店舗

URL／https://www.kokugokyoushitsu.com/course/kids-salon/

代表 杉浦ます美さん

学習サロンドリームポート 検索

　「学習サロンドリームポート」は、学習塾、音楽や演劇関係の講師・団体、小学校教諭

経験者等との連携による、“学びの場”を併せ持った学童保育です。

　学習塾と連携することで、単なる預かり保育に留まらず、御家庭のニーズにあわせて学習指導

も受けられるようになっています。また、代表の杉浦さんが学生時代に吹奏楽や声楽を学んでき

た経験から、「小学生のうちから芸術や文化に触れて感性を磨き、表現力やグローバルな視

点を養ってほしい」と考え、学びのカリキュラムを企画。プロオーケストラの演奏会鑑賞や大道

芸ワールドカップ in 静岡での歌とダンスの体験などを学童保育に取り入れています。

　「学習サロンドリームポート」では、親御さんたちの子育ての悩みに寄り添い相談に応じてい

るところも大きな特徴の一つ。スタッフ自身の子育ての経験を活かし、親も子も気軽に悩みを打

ち明けられる環境を整えています。
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★06

静岡茶鍋

「お茶を食べる」という新しい提案。鍋つゆにお茶のきれいな緑色を

ちゃんと生かせているのはすごい。
審査委員からヒトコト

　静岡産本山茶の一番茶を使用した鍋の素と、希釈用のお茶が入った、お鍋の形をしたパッ

ケージが目を引く新しい静岡茶土産です。

　「もっと静岡茶を世の中に広めたい」という思いから始まったのが、お茶好き女性スタッフなどで構

成された「静岡茶ガールプロジェクト」。「静岡茶鍋」は、急須でお茶を飲む機会が減る中、お

茶を“飲んで楽しむ”だけではなく、“食べて楽しみたい”という彼女たちのアイデアから生まれました。

　静岡産本山茶や焼津の鰹節の出汁を合わせた鍋の素を水出し茶で希釈し、用意した野菜、

肉、魚などお好みの食材を入れて火を通したら出来上がり。鮮やかなお茶の色、香り、風味を

最後まで存分に楽しめます。

　原材料のお茶の生産・加工、鍋の素の加工、パッケージの印刷まで全て静岡の企業が携わり、

調理法や味の監修は静岡を中心に地元食材を使った和食等の飲食店を展開する「なすび

グループ」が協力するなど、静岡の茶業振興と地元商業の活性化にも貢献する商品です。

静岡茶ガールプロジェクト
（事務局　株式会社静岡博報堂）

静岡市葵区伝馬町8-6トップセンタービル11F

代表取締役社長／林田 尚翁

電話／054-652-2800

取扱店舗／小山園、ネットショップ、本山製茶店頭 等

URL／http://www.shizuoka.hakuhodo.co.jp/creation/chagirl/

静岡茶ガールプロジェクトのみなさん
静岡茶ガールプロジェクト 検索
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肌触り、香りがよいことや手にフィットする形を追求されるなど、使い

手の目線で商品が企画されている。
審査委員からヒトコト

07 ★

たなごころ葵ちゃん

GAIA♡SMILES　（ガイア スマイルズ）

静岡市葵区

代表／西岡 利枝

電話／090-5108-2865

取扱店舗／日本平ホテル select shop、 西岡塾本部、 メゾン アンジュール 等

URL／httpｓ://gaia8smiles.storeinfo.jp/

代表 西岡利枝さん

GAIA♡SMILES 静岡 検索

　静岡産ひのき材を使用し、ハート（心）にも見える葵の葉の形をした手のひらサイズのツボ押しグッズです。

　子育て支援の団体で様 な々企画やイベントをしていた代表の西岡さん。2018年に開いたツボ押し

体験講座で、子どもからお年寄りまで参加者が皆でツボ押しを体験して笑顔になる瞬間を目の当たり

にし、もっとたくさんの人に喜んでもらえるような物を作りたいとツボ押しグッズを企画されました。

　ツボ押しは、静岡にゆかりのある徳川家の「葵の紋」と、静岡に住む人の温かいハート（心）を

イメージして作られています。角がなく、優しい手触り、ひのきの美しい木目模様と香りが特徴です。

　「たなごころ葵ちゃん」の「たなごころ」は、「掌（てのひら）」という漢字が「たなごころ」とも読む

ことができ、「てのひら・心・葵の葉」の意味が全て込められた

ネーミングです。

　手のひらに「たなごころ葵ちゃん」を包み込んで指圧し、いつで

もどこでもセルフメンテナンスにお使いいただけます。
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08 ★

ビジュフラリウムマスクアクセサリー

生花を活用してマスク用アクセサリーを作るという花屋ならではの

アイデアが光る。
審査委員からヒトコト

re-flower/リフラワー（有限会社フラワーサーカス）

静岡市葵区鷹匠3-1-5

代表取締役／中村 佐和子

電話／054-340-3837

取扱店舗／店舗、ネットショップ

URL／http://re-flower.com/

スタッフのみなさん

リフラワー 検索

　本物の花を加工したプリザーブドフラワーや押し花を使用したマスクにつけるアクセサリーです。

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、日々 活躍されている医療・介護・保育従事者の皆さ

んを花の力で応援したいと考えたre-flowerの女性スタッフの皆さん。毎日のようにつけるマスクに着

目し、「マスクピアス」「マスクフック・バレッタ」を開発しました。

　「マスクピアス」は、ピンバッジで布マスクの好きな場所に取りつけることができ、小さなお花がマスク

のおしゃれなアクセントになります。

　また、「マスクフック・バレッタ」は、マスクの左右のゴムの間に取り付けることでゴムを後ろに引っ張っ

てくれるので、長時間マスクをしていて耳の後ろが痛くなるトラブルが軽減される、機能性とファッション

性の両方を兼ね備えた商品です。

　カラーバリエーション豊富でその日の気分やＴＰＯによって使い分けもできるマスクアクセサリーが、

暮らしの中に彩りを与えてくれます。
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これまでの認定商品

平成28年度認定商品 3件 

平成29年度認定商品 7件 

KANZASHI

三代目板金屋

（株式会社山崎製作所）

01
女性限定の宿泊プラン

「RA・SHI・KU」

ホテルクエスト清水
（株式会社竹屋旅館）

02
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

03

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

足と靴の健康を科学する
マイ・シューズ・ストーリー

01 02
HARUMI
アロマキャンドル、
バスソルト

株式会社CREA FARM

03
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

しずおか女子きらっ☆プロジェクトとは

しずおか女子きらっ☆プロジェクト動画配信中！！

　市民一人ひとりが主役となり充実した時を過ごせる静岡

市、女性が住み続けたいと思う静岡市を目指し、「しずおか

女子きらっ☆プロジェクト」と題してしずおか

女子きらっ☆ブランドをはじめ、様 な々事業に

取り組んでいます。
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ポチャージュ

丸福製茶株式会社
04

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

05

興津あんぱん・
興津っこ・興津っこ初恋

マックスバリュ
東海株式会社清水興津店

02

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）

06

居抜き110番（情報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 
01

両河内産抹茶 白拍子

清照由苑
07

これまでの認定商品

平成30年度認定商品 13件
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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

03

身体にやさしい  けいこのおやき

チクタク open the kitchen
05

ごほうび羊かん

有限会社望月茶飴本舗
06

カフェを併設した屋内型公園

「mon chou chou」（モンシュシュ）

モンシュシュ

※現在はサービスを
　休止しています。

04

これまでの認定商品

清水のお茶「濃旨」

清水農業協同組合
07

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

08
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これまでの認定商品

街deカルチャー
「街カル」

街カル実行委員会

10

mitete（みてて）

株式会社エーエフシー
11

夢どら

株式会社三坂屋
12

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

09

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

13
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かみのせっけん

あら・いーな

はぴり

01
蒲原屋謹製「和ナッツ」

蒲原屋
02

全粒粉とふすまのヘルシーベーグル

こないろ
03

仁心（nico）の傘

株式会社
藤田屋

05
濃縮チャイシロップ

梅ヶ島くらぶ

手作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

04

これまでの認定商品

令和元年度認定商品 10件

06

16



これまでの認定商品

萩錦 土地の詩

萩錦酒造
株式会社

うた

07

８茶くらべ

静岡茶ガールプロジェクト
09

はさめるオーガニック布ナプキンシリーズ

Micoria
08

はっちゃ

FUJIOBIシリーズ（タンブラー・マット）

有限会社やましち
10
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しずおか女子きらっ☆ブランドに認定されて…

● マスコミ、メディア等に紹介される機会が増えた。

● 新聞掲載等により、商品を広く県内の方に知っていただくことができた。

● 企業のイメージアップに繋がった。

● 商品の売り上げが増えた。

● 入社希望者が増えた。

● 募集を出さなくても入社希望の問い合わせが来るようになった。

● 活躍した女性社員のモチベーションが上がった。

● 主体的にかかわったメンバーが更に他のメンバーを巻き込むといった相乗効果が生まれた。

● 社内全体のモチベーションが上がった（主に女性）。

● 女性のお客様の（企業に対する）安心感が増した。

● 女性従業員の（企業に対する）安心感が増した。

● 皆様の期待を受けているという実感が従業員の成長に繋がった。

● 行政に認められたことによって女性従業員が自信をつけることができた。

メリットと感じたこと

● 女性の意見やアイデアをさらに積極的に採用するようになった。

● 多様な意見を取り入れる習慣が少しずつついてきた。

● 女性の採用増を検討している。

● 認定前よりも女性管理職増を検討している。

● 女性社員に研修等に参加してもらい、意識向上を目指している。

認定後、変わったこと
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静岡市には、良好な就業環境の構築に取り

組む企業や、独創的な高い技術力を有してい

る企業が数多くあります。その活動や技術力に

ついて、市民の皆さんに知っていただくために

企業表彰を行っています。

静岡市企業表彰
企業は地域社会の一員で

あり、地域を支える重要な

存在です。そこで、静岡市では、適正な労務

管理、コンプライアンスの推進、地域貢献

活動の充実など、企業の持続的な発展に

繋がる「ＣＳＲ（Corporate　

Social Responsibility：企業

の社会的責任）」活動に取り

組む企業を表彰しています。

静岡市には、新規又は独創

性の高い技術を活かして活

躍している中小企業が数多くあります。市民

の皆さんにそのような高度な技術を持った企

業を広く知っていただくとともに、表彰企業の

技術開発意欲の向上や更

なる事業活動の活性化につ

なげていくことなどを目的に企

業を表彰しています。

　平成26年度から実施し

ている「女性の活躍応援事

業所表彰」を、平成30年度から「多様な人

材の活躍応援事業所表彰」に改め、表彰

対象を拡大し、主に女性をはじめとした多様

な人材の活躍応援に積極

的に取り組んでいる事業所

を表彰しています。

CSR パートナーシップ
企業表彰

中小企業技術表彰
多様な人材の
活躍応援事業所表彰

商業労政課 産業振興課

産業政策課

両立支援や労働条件など

女性が気になる取組の

好事例を紹介します！

企業研究や就職活動に

役立つ市内の企業情報

が満載です！

ダイバーシティ企業応援サイト

しずおかいきいき

ワークスタイル通信

静岡市の若者就活応援サイト

しずまっち

表彰企業のほかにも静岡市内には魅力的な企業がいっぱいです！
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静岡市市民局男女共同参画課

電話：054 -221-1349

〒420-8602

静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階

Eメール：sankaku@city.shizuoka.lg.jp

この冊子は地域女性活躍推進交付金を活用して作成しています。


