
（令和４年６月８日発表） 

女性のアイデアを応援します！ 

～第７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（募集チラシ、認定商品一覧） 

ぜひ募集の周知をお願いします！ 

◆ アピールポイント

〇静岡市では、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に協力しています。 

〇今年で７年目となる当事業では、令和４年４月現在41件の商品・サー

ビスを認定しています。 

〇認定商品の中には、ふるさと納税の返礼品として登録されている

「KANZASHI」や「夢どら」があり、販路拡大につながるなどの成果

も出ています。 

〇ソフト事業（サービス）が認定されている事例もあります。 

◆ 認 定 特 典

① 静岡市ホームページや SNS を活用した PR、広報紙「静岡気分」、商

品紹介冊子への掲載などPRに協力します。 

② 静岡市の認定証を交付します。 

③ 「しずおか女子きらっ☆プロジェクト」のロゴマークを HP や商品紹

介などで使用できます。 

◆ 認定者の声

〇認定を知り、応援してくれる方が増えた。 

〇冊子をお見せすることで、お客様（個人）や会社の信頼度が上がること

が実感できた。 

〇社内全体のモチベーションがあがった。 

◆ 募集概要等

〇申請書に写真等の必要書類を添えて、令和４年８月26日（金）までに

郵送または直接の場合は、静岡市男女共同参画・人権政策課

（〒420-8602 静岡市葵区追手町５番１号）に提出して

ください。    事業概要・募集案内HPのQRコード⇒ 

〇インターネットからのお申し込みも可能です。 

              申込QRコード⇒ 

〇令和４年10月に認定審査委員会を開催予定です。 

【問合せ】男女共同参画・人権政策課 (静岡庁舎 15 階) 

     担当 阪東、杉山 

電話 ０５４－２２１－１３４９

報道資料 





認定年度 商品 商品概要 企業等名称

1 KANZASHI
ステンレスの質感を生かした、洗練されたデザインのかんざし。
加工が難しいとされる耐久性の高い高品質ステンレスを、板金屋ならでは
の技術により繊細なデザインを実現。

三代目板金屋（株式会社山崎製作所）

2
女性限定の宿泊プラン「RA・SHI・KU
（らしく）」

女性のホテルライフについてブレインストーミングを重ね、女性の理想を実
現した宿泊プラン。

ホテルクエスト清水（株式会社竹屋旅館）

3 ベビー用スリング「キュット ミー！」
日本の親子が国内で使用することを想定した製品の企画と設計を施し、通
気性・速乾性に優れたスリングのためのオリジナル布を企画、製織し、使
用した、赤ちゃん用の抱っこひも。

北極しろくま堂有限会社

4
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

足の型取りのみにとどまる一般的なオーダーメイドシューズに対し、解剖学
的知識とフィッティング技術、そして姿勢や歩き方の運動指導を行うなど、
独自のサービスで「足と靴のお悩み」に多方面からアプローチした靴。

株式会社ヤマナミ
マイ・シューズ・ストーリー

5
思い出の帯や着物のオーダーメイドリ
メイクバッグ

タンスに眠ったままの使わない帯や着物をリメイクして作ったバッグ。
静岡よみかえる工房のデザイン力と縫製技術で、洋服にもマッチするバッ
グによみがえらせる。

静岡よみかえる工房

6
HARUMIアロマキャンドル、
HARUMIバスソルト

みかんの「はるみ」の、従来使用されてこなかった果皮から抽出した精油を
使って作られたアロマキャンドル・バスソルト。
「はるみ」の新たな付加価値を見出し、癒しやリュクス体験を提供する商品
へと変身させた。

株式会社CREA FARM

7 ポチャージュ
老舗お茶屋だからこそできる、香り高いお茶のポタージュ。
お茶にもパンにも合う「新感覚の和のスープ」。

丸福製茶株式会社

8
みんなが美味しい介護食ウェルビー
Sweets

福祉施設や病院等の給食業務委託運営を行うウェルビーフードシステム。
ペースト食に代わる高齢者の誤嚥防止商品として、機能的に、安全におい
しく食べられる献立を考えている。

株式会社ウェルビーフードシステム

9
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

お茶を料理の材料として使うだけでなく、ワインを料理に合わせるように、
お茶を料理に合わせて提供するコース。
「ワインリスト」に並ぶ、「お茶リスト」も用意し、お茶コース以外のお客様に
も、気軽に静岡茶をご注文いただける。

ルモンドふじがや（ルモンド有限会社）

10 両河内産抹茶　白拍子（しらびょうし）
茶葉の収穫から加工まで、全て丁寧な手作業で作った抹茶。
鮮やかな緑と、まろやかできりっとした味わい、クリーミーできめ細やかな
泡立ち、いつまでも口の中に残る優しい甘さと香りが特徴。

清照由苑

11
「居抜き110番」
（情報提供マッチングサービス）

「居抜き」店舗に特化した情報マッチングサービス「居抜き110番」は、営業
中の店舗の閉店予定情報をもとに、新規店舗の開業者につなげる取組
み。

株式会社ジーコンコーポレーション

12 興津あんぱん・興津っこ・興津っこ初恋

地域密着経営の具現化を目指し「フレックス委員会」という地域をよく知る
パート社員が中心となって店舗運営を考える組織が、興津の食文化として
の興津あんぱんを、どのようにお客様に伝承できるかという観点から企画
したあんぱん。

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
カウンセリングが形になる！
メモリアルフラワー

ずっと手元に残したいと思う思い出の品を、プリザーブドフラワーでアレン
ジし、メモリアルフラワーになる。

Season of Flower MINA

14 身体にやさしいけいこのおやき
もちもちとした食感の生地に、具がいっぱいつまったおやき。
生地は卵や乳製品、油脂を使っていないため、アレルギーを持つお子様も
安心して食べることが可能。

チクタク open the kitchen

15 ごほうび羊かん
片手間で食べられる包装形態、長期保存が可能、エネルギーを取れる豆
が主原料という、補給アイテムとして素材にこだわった新しいイメージのひ
とくち羊かん。

有限会社望月茶飴本舗

16 清水のお茶「濃旨」
お茶の持つ本来の旨みを際立たせる「芽重型栽培」で作られた清水茶に、
桜葉の香りが特徴の清水を代表するブランド茶「幸せのお茶　まちこ」と、さ
らに贅沢に抹茶を加えた清水産100％のお茶。

清水農業協同組合

17 生花のおむつケーキ
季節の生花をあしらったアレンジメントと最高級のおむつで作る「頑張った
ママへのプレゼント」。

J'aime la fleur 花や
（しあわせの花が咲く株式会社）

18
創るのは、あなたのブランド
オーダーワンピース　style. i

「自分の好きな生地で寸法ぴったりのかわいい服が着たい。もちろんリー
ズナブルに」そんなワガママから生まれたワンピース。
豊富な色柄の生地を選び、基本のスタイルにお客様の要望をプラスするだ
けで、オンリーワンブランドが創られる。

style. i

19 街deカルチャー「街カル」

講座とお店のサービスが同時に受けられるのが特徴の、静岡市街のお店
でカルチャー講座が体験できるサービス。
女性のカルチャー講師を中心とした市民グループ「街カル実行委員会」が
講座開催可能なお店を開拓し、講座をプロデュース。

街カル実行委員会

20 mitete（みてて）
miteteシリーズは、結婚・出産・子育ての世代に向けた商品。
「女性100人の声から生まれた葉酸サプリ」「女性100人の声から生まれた
マタニティクリーム」「夫婦100組の声から生まれたぐマカ」がある。

株式会社エーエフシー

21 夢どら
和菓子をもっと身近に食べてもらいたいという思いから生まれた、ケーキ感
覚で楽しめるどら焼き。
安倍奥の朝採り卵やはちみつを使用し、コクのある味わいの生地。

株式会社三坂屋

22

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

「キッチンでも簡単にオーガニックスキンケアが作れる」をテーマに、お肌に
贅沢なオーガニックレシピを提案するスキンケアブランドHAMOC（ハモック）
の手作りキット。

株式会社ケアリングジャパン

しずおか女子きらっ☆ブランド　認定商品一覧(令和４年４月現在）

平成28年度

平成29年度

平成30年度



23
かみのせっけん
あら・いーな

携帯できる使いきりの日本製紙石鹸。
化粧ポーチに入れてもかさばらず、たった１枚で手の汚れをしっかり落とす
ことができる。

はぴり

24 蒲原屋謹製「和ナッツ」
和素材＋ナッツというこれまでになかった組み合わせを、塩・砂糖などの調
味料や油を一切加えずに仕上げた和風ミックスナッツ。

蒲原屋

25
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」

保育士経験を生かして企画デザインされた、子どもの成長・発達・興味を促
す布おもちゃ約40種類の手作りキット。

一般社団法人　布育普及協会

26 仁心（nico）の傘
伝統工芸品の布や織物を利用した国産の日傘。
一点一点手作りのため、好みの生地や持ち込み生地での制作などオー
ダーメイドも可能。

株式会社　藤田屋

27 濃縮チャイシロップ
自然栽培の茶葉と有機スパイスをブレンドしたインドの薬膳茶「チャイ」の
香り豊かな味を手軽に楽しめる「濃縮シロップ」。

梅ヶ島くらぶ

28 萩錦　土地の詩（うた）
安倍川の伏流水と自社製造の麹を使用した静岡市内で丁寧に作られた数
量限定の日本酒。

萩錦酒造株式会社

29 8茶（はっちゃ）くらべ 静岡茶の希少品種８種を飲み比べられるテトラ型ティーバッグセット。 株式会社静岡博報堂

30 FUJIOBIシリーズ（タンブラー・マット）
着物の帯を再利用したタンブラーと、ムスリムのお祈りやヨガにも利用でき
るマット。

有限会社やましち

31 いいかげんノート

「使い手」「売り手」「作り手」それぞれが「良い加減」になるよう設計された
ノート。
シンプルな表紙デザインや手書き風の罫線など、「良い加減」で「いい加
減」。

ナガハシ印刷株式会社

32 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。

株式会社トンボヤ

33
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

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。
ブロッコリーシードオイル・ツバキオイル・オレンジスイートエッセンスオイル
の３種類が含まれており、すべてオーガニック。

株式会社ケアリングジャパン

34
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」

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。

石上国語教室　学習サロンドリームポート

35 静岡茶鍋
静岡産本茶山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。

静岡茶ガールプロジェクト（事務局：株式会社静岡博報堂）

36 たなごころ葵ちゃん
静岡産ひのきを使用し、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。

GAIA   SMILES

37 ビジュフラリウムマスクアクセサリー

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。
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。

re-flower/リフラワー（有限会社フラワーサーカス）

38 化粧石鹸　Okika
茶の実油と海洋深層水を配合し、製造した化粧石鹸。
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す。

LeiBloom

39 人生のレコード～ゆりかご～
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。
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
していたが、作曲に加えて映像制作に取り組むようになった。

Vari's合同会社

40 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。
「あ・ゆ・み」は“愛・夢・未来”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”という強い思いがこもっている。

静岡県労働金庫

41 抹茶書 

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。
「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生まれた。

松蘭

令和２年度

令和３年度

令和元年度


