
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

2021

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、「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の目標のうち、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.
 化粧石鹸　Okika

02.
 人生のレコード～ゆりかご～

03.
 妊活サポートローン「あ・ゆ・み」

04.
 抹茶書®

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 12件

令和元年度認定商品 9件

令和2年度認定商品 7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

LeiBloom                          

Vario's合同会社

静岡県労働金庫

松蘭
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LeiBloom

静岡市清水区草薙332-39

代表／野々垣 貴子

電話／080-5015-9710

取扱店舗／店舗、web

URL／https://www.leibloom.com/

代表 野々垣貴子さん

化粧石鹸　Okika 検索

01 ★

様々なオイルで試作をした上で、静岡の茶の実油を使用している点

が評価できる。
審査委員からヒトコト

　茶の実油と海洋深層水を配合し、製造した化粧石鹸です。

　化粧石鹸Okikaのメイン素材は、茶の実油です。茶農家では不要なごみとして廃棄していた茶の

実の栄養成分を廃棄するのはもったいないと思い、この茶の実油を石鹸に取り入れることができないか

と考えたLeiBloom代表の野々垣さん。試行錯誤の末、オリジナルの化粧石鹸が完成しました。

　コールドプロセス製法で、余計な熱を加えず、１～３か月かけてゆっくりと熟成させ作った石鹸は

ふわふわな泡で肌の汚れを優しく落とし、もっちりとした肌を保つことができます。酸化防止剤や添加物

などを加えていないので、肌に不必要な刺激を与えることなく、汚れを落とすことができます。

　大量生産はできませんが、その分、一つ一つ丁寧に製造することで、多くのお客様に喜んでいただ

いています。

化 粧 石 鹸 　 O k i k a
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Vario's合同会社

静岡市駿河区国吉田４-16-１ サニーハイツ落合104

代表社員／石 光(せき ひかり)

電話／050-5358-2720

取扱店舗／店舗

URL／https://varios111.com/

スタッフのみなさん

Vario 's合同会社 検索

02 ★

人 生のレコード～ゆりかご～

作曲から映像まで完全オリジナルであり、月日を経るごとに価値が

増していく商品である。
審査委員からヒトコト

　未来のお子様に向けてご家族の思いを届けるオリジナルの映像商品です。

　もともとは、生まれてくる赤ちゃんへのプレゼントとして、ご家族の思いを曲にしていましたが、「ご家

族が思いを語っている姿を映像にしたら、一生の宝物になるのではないか」と、Vario's 合同会社

の女性スタッフのみなさんが思い立ち、作曲に加えて映像制作に取り組むようになりました。

　まず、ご家族へのヒアリングでは、生まれてきた赤ちゃんを中心に、お父さんお母さん、おじいちゃ

んおばあちゃん、曾おじいちゃん曾おばあちゃんまで、出産後秘話や将来のメッセージなど、新しい

命への思いを語っていただきます。

　次にその思いを作曲家が５分ほどの楽曲として表現します。赤ちゃんのころから聞いている自分だけ

の特別な曲として、人生のいろんなシーンに寄り添って流れ続けます。さらにヒアリングの様子を撮影

し、お子様が何歳になっても、自分の原点に帰れる映像として、思い出として、月日を重ねるほどに

価値が増す映像作品として楽曲とともに提供します。

　生まれたときから、一人の人生に寄り添い、価値を増し、価値を与え続けていきます。
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企画から販売まで関わっている女性職員の「不妊治療をサポートしたい」

という強い思いを感じる。妊活のサポートが必要な人にぜひ届いてほしい。
審査委員からヒトコト

03 ★

妊 活サポートローン「あ・ゆ・み」

　子どもを望むご夫婦・パートナーが不妊治療を選択する際、負担となる関連諸費用をサポート

するためのカードローンです。

　5.5 組に 1 組のご夫婦・パートナーが、子どもがほしいと願い、実際に不妊の検査や治療を経

験している状況にある中、何かお手伝いできることはないかと考え、企画・開発されました。

　商品名の「あ・ゆ・み」は“愛（あい）・夢（ゆめ）・未来（みらい）”の頭文字に“ご夫婦お二人の「歩

み」を心からお手伝いしたい”という強い思いを込めて、女性職員の発案により決定したそうです。

　本人もしくは二親等以内の親族の不妊治療及び不育症治療に関する資金として男女問わず利

用できます。また、プライバシーに配慮したインターネット受付専用のカードローンであるため、来店

不要で 24 時間 365日申込みが可能です。

　不妊治療には多くの時間とお金がかかるケースもあります。「治療を行うことによる生活・仕事への不

安」が治療自体を先送りさせてしまうことがないように、お二人の選択肢の一つとして「あ・ゆ・み」

を活用してみませんか。

スタッフのみなさん

静岡県労働金庫

静岡市葵区黒金町５番地の１

理事長／古川 正明

電話／0120-609-123

取扱店舗／web

URL／https://shizuoka.rokin.or.jp/kariru/ninkatsu/

静岡県労働金庫 検索
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04 ★

海外の方向けにも体験書道があり、国内外に静岡のお茶をPRでき

る商品である。
審査委員からヒトコト

抹茶書®

松蘭

静岡市葵区

代表／大庭 松蘭

電話／050-5374-1946

取扱店舗／Web（https://shoran.net/logo-design/）

URL／https://shoran.net/

代表 大庭松蘭さん

抹茶書 松蘭 検索

　墨汁の代わりに日本の抹茶を使用し、視覚・

嗅覚で抹茶の色と香の変化を楽しむ書道です。

「書くこと」、「抹茶/茶文化」と本当の「日本」と

いう国を知る一つのキッカケになることを願って、こ

の抹茶書Ⓡは生まれました。

　天然の抹茶を100%使用しており、静岡県の

お茶産業を盛り上げたいという思いから、抹茶は

なるべく静岡県産を使用しています。

　墨と違って時が経つと、抹茶の色が徐 に々変

わっていきます。時が経ち、抹茶の色が徐 に々変

わり朽ちていく様子は、日本の四季の移り変わり

のようで、「懐かしさや はかなさや 美しさ」を感じ

ることができます。

　抹茶書に使う液は純粋な抹茶と水のみのた

め、万が一子供がこぼしてしまったり、口に入れて

しまったりしても、心配はなく誰でも安心して使用

することができます。

　大庭さんは、「抹茶書Ⓡ」で、日本ブランドを確

立し、お茶産地、書道文化を活性化することをめ

ざしています。
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これまでの認定商品

平成28年度認定商品 3件 

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

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

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。

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）

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
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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

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

02
HARUMI
アロマキャンドル、
バスソルト

株式会社CREA FARM

03

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
両河内産抹茶 白拍子

清照由苑
07

これまでの認定商品
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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
興津あんぱん・
興津っこ・興津っこ初恋

マックスバリュ
清水興津店

（マックスバリュ東海株式会社）

02

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

これまでの認定商品

平成30年度認定商品 12件

04
身体にやさしい  
けいこのおやき

チクタク 
open the kitchen
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これまでの認定商品

ごほうび羊かん

有限会社望月茶飴本舗
05

清水のお茶「濃旨」

清水農業協同組合
06

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

07 08
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
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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

09
mitete（みてて）

株式会社エーエフシー
10

夢どら

株式会社三坂屋
11 12

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

12



これまでの認定商品

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

03
全粒粉とふすまの
ヘルシーベーグル

こないろ

令和元年度認定商品 9件
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これまでの認定商品

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

濃縮チャイシロップ

梅ヶ島くらぶ
06

仁心（nico）の傘

株式会社藤田屋
05
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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

８茶くらべ

静岡茶ガールプロジェクト

はっちゃ

07 08

FUJIOBIシリーズ
（タンブラー・マット）

有限会社やましち

09
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これまでの認定商品

令和2年度認定商品 7件

いいかげんノート

ナガハシ印刷株式会社
01

遠州織物
オリジナル衣料

株式会社トンボヤ

02

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

03 04
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」

石上国語教室　
学習サロンドリームポート
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これまでの認定商品

静岡茶鍋

静岡茶ガールプロジェクト
（事務局　
株式会社静岡博報堂）

05
たなごころ葵ちゃん

GAIA♡SMILES
（ガイア スマイルズ）

06

ビジュフラリウム
マスクアクセサリー

Re-flower/リフラワー
（有限会社フラワーサーカス）

07
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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。
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