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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、「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

01. 八百屋の野菜＆フルーツのジェラート

02. お茶と、暮らしと

03. レジデンシャルツイン

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 11件

令和元年度認定商品 8件

令和2年度認定商品 7件

令和3年度認定商品 4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

おりじなる・すまいる                          

株式会社岩崎恭三商店

中島屋グランドホテル

CONTENTS

令和4年度認定商品 3件 P4～6

Ｐ7

Ｐ8～9

Ｐ10～12

Ｐ13～14

Ｐ15～16

Ｐ17

Ｐ18

Ｐ19
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おりじなる・すまいる 検索 お茶と、暮らしと 検索

おりじなる・すまいる
静岡市葵区平和1-12-2
店長／安本 美帆
電話／080-6161-7222
取扱店舗／店舗
URL／https://www.instagram.com/original.smile.
　   　2022/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D

スタッフのみなさん

01 ★

主に静岡の規格外食材を使い、フードロスに貢献している点や、可能な
限り無添加・無着色で製造しており、誰でも楽しめる点が評価できる。

審査委員からヒトコト

　素材の味を最大限生かした八百屋のジェラートです。

　県内生産の食材やその土地の名産品を使用し、細かな品種の違いにこだわりながら、旬の食材を

そのまましぼります。その食材に合うソースを決めて、職人と打合せをして作っています。

　スーパーで販売される果実は、熟していないものが多いです。こちらのジェラートは、市場に出ている

食材を使用していますが、スーパーに卸すことのできなかった規格外の食材を使用しているため、最も

おいしい時期の食材を堪能することができます。

　子どもから大人まで、安心して食べられるよう、着色料や添加物はなるべく使わず、食材そのものの香

りや歯ごたえが楽しめるジェラートです。

　店舗では持ち帰り、イートイン、お土産用スモールカップを販売しています。

　場所は静岡浅間通り商店街の５番街です。

八百屋の野菜＆フルーツのジェラート

株式会社岩崎恭三商店 
静岡市葵区平和一丁目3-54
代表取締役社長／岩崎 麻須美
電話／054-271-2798
取扱店舗／web、各種イベント
URL／https://ochatokurashito.com/

代表 岩崎 麻須美さん

02 ★

お茶と、暮らしと

従来のお茶商品とは異なるコンセプトで、お茶に詳しくない人でも親
しみやすい商品である。

審査委員からヒトコト

　静岡県産の茶葉を使用したお茶やほうじ茶のティーバッグや、バスクチーズケーキ、クッキーなどの

洋菓子です。

　風味豊かなチーズと濃厚な抹茶を同時に楽しめるバスクチーズケーキや、香ばしいお茶の味がする

お茶の葉の無添加クッキー、一袋で２杯は楽しめるティーバッグなどが人気で、ギフトにも最適です。

　「お茶と、暮らしと」は「お茶屋さん」ではありません。

　暮らしを提案するお店であり、その中にお茶があります。

　暮らしと言っても人それぞれ。更に言えば、１人の人の、１日の中でも目まぐるしく変わっていきます。

　「お茶と、暮らしと」はあなたに寄り添い、暮らしをご提案していきます。

　お客様には、地元の友達のような感覚で気軽に何でも聞いていただきたいです。

　オンラインショップやイベントなどにて、販売しています。実店舗は工場なので分かりにくいかと思います

が、お気軽にお声かけいただけたら幸いです。
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静岡の伝統工芸品を多く備えた客室で、県内外の人が楽しむことができる
点が評価できる。

審査委員からヒトコト

03 ★

レジデンシャルツイン

　「レジデンシャルツイン」は、中島屋グランドホテルに令和４年８月にオープンした新客室です。

　「静岡の贅沢時間に住む」をコンセプトに、「快適な長期滞在」と「静岡文化を愉しむ」の２つを

実現させました。

　44平米の広 と々した客室は創業106年の歴史を持つ中島屋らしさと新しい時代の洗練された

イメージを合わせ持つべく「クラシックモダン」をデザインテーマに、落ち着いた空間となっています。

バス・トイレ別、ミニシンクや電子レンジと明るく清潔な洗面を備えた客室で、ワーケーションをはじめとし

た長期滞在もゆったり過ごしていただけます。また、静岡茶だけでなく丸子産紅茶「紅富貴」もセット

しており、何日でもストレスなく快適に、静岡の真ん中でホテルステイを楽しんでいただけます。

　居室空間で静岡らしさを感じていただきたいとの思いから、静岡の伝統工芸品を採用しました。

天井に映る影が印象的な駿河竹千筋細工の技法を用いて作られた「HOKORE」というペンダント

ライトや、スタッフが駿府の工房匠宿で一つ一つ心を込めて手作りした駿河竹千筋細工の一輪挿

しや、コースターなどをご用意してあります。

　連泊や観光旅行をはじめ、地元の方の記念日利用に「次回も利用したい」と思っていただける客

室です。

しずおか女子きらっ☆
プロジェクトとは

　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。

スタッフのみなさん

中島屋グランドホテル
静岡市葵区紺屋町3-10
代表取締役社長／鈴木 健太郎
電話／054-253-1151
取扱店舗／web、店舗
URL／https://www.sn-hotels.com/

中島屋グランドホテル 検索

平成28年度認定商品 3件

KANZASHI
三代目板金屋

（株式会社山崎製作所）

01

03 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

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

これまでの認定商品

しずおか女子きらっ☆
プロジェクト動画配信中！！

6 7



静岡の伝統工芸品を多く備えた客室で、県内外の人が楽しむことができる
点が評価できる。

審査委員からヒトコト

03 ★

レジデンシャルツイン

　「レジデンシャルツイン」は、中島屋グランドホテルに令和４年８月にオープンした新客室です。

　「静岡の贅沢時間に住む」をコンセプトに、「快適な長期滞在」と「静岡文化を愉しむ」の２つを

実現させました。

　44平米の広 と々した客室は創業106年の歴史を持つ中島屋らしさと新しい時代の洗練された

イメージを合わせ持つべく「クラシックモダン」をデザインテーマに、落ち着いた空間となっています。

バス・トイレ別、ミニシンクや電子レンジと明るく清潔な洗面を備えた客室で、ワーケーションをはじめとし

た長期滞在もゆったり過ごしていただけます。また、静岡茶だけでなく丸子産紅茶「紅富貴」もセット

しており、何日でもストレスなく快適に、静岡の真ん中でホテルステイを楽しんでいただけます。

　居室空間で静岡らしさを感じていただきたいとの思いから、静岡の伝統工芸品を採用しました。

天井に映る影が印象的な駿河竹千筋細工の技法を用いて作られた「HOKORE」というペンダント

ライトや、スタッフが駿府の工房匠宿で一つ一つ心を込めて手作りした駿河竹千筋細工の一輪挿

しや、コースターなどをご用意してあります。

　連泊や観光旅行をはじめ、地元の方の記念日利用に「次回も利用したい」と思っていただける客

室です。

しずおか女子きらっ☆
プロジェクトとは

　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。

スタッフのみなさん

中島屋グランドホテル
静岡市葵区紺屋町3-10
代表取締役社長／鈴木 健太郎
電話／054-253-1151
取扱店舗／web、店舗
URL／https://www.sn-hotels.com/

中島屋グランドホテル 検索

平成28年度認定商品 3件

KANZASHI
三代目板金屋

（株式会社山崎製作所）

01

03 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

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

これまでの認定商品

しずおか女子きらっ☆
プロジェクト動画配信中！！

6 7



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 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

平成29年度認定商品 7件

両河内産抹茶 白拍子
清照由苑

07

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 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

04 ポチャージュ
丸福製茶株式会社

HARUMI
アロマキャンドル、
バスソルト
株式会社CREA FARM

03

これまでの認定商品 これまでの認定商品
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街deカルチャー
「街カル」
街カル実行委員会

08

これまでの認定商品

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

平成30年度認定商品 11件

04 身体にやさしい  
けいこのおやき
チクタク 
open the kitchen

ごほうび羊かん
有限会社望月茶飴本舗

05 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

06

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

07

これまでの認定商品
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これまでの認定商品

mitete（みてて）
株式会社エーエフシー

09 夢どら
株式会社三坂屋

10

11 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

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

令和元年度認定商品 8件

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

03 仁心（nico）の傘
株式会社藤田屋

04

12 13
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これまでの認定商品 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

８茶くらべ
静岡茶ガールプロジェクト

はっちゃ

07

萩錦 土地の詩
萩錦酒造株式会社

うた

06濃縮チャイシロップ
梅ヶ島くらぶ

05

FUJIOBI®
（タンブラー・マット）
有限会社やましち

08

1514
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これまでの認定商品

化粧石鹸 Okika
LeiBloom

01

令和3年度認定商品 4件

人生のレコード～ゆりかご～
Vario’s合同会社

02

妊活サポートローン
「あ・ゆ・み」
静岡県労働金庫

03 04

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 抹茶書®
松蘭
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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

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、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

　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

商業労政課 産業振興課

産業政策課

SDGsを通じて地域課題を
解決し、持続可能なまちを

実現するためには、個々の取組を結び付
け、連携することによるビジネス機会の創出
が、大きな原動力となります。静岡市では、２
以上の異なる企業・団体に
よるグループを表彰し、企
業・団体間の連携した取組
を推進しています。

SDGｓ連携アワード

企画課

働き方改革やワーク・ライフ・バラ
ンスの実現に向けて、積極的に
取り組む事業所を紹介します！

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！

ダイバーシティ経営企業応援サイト
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・人権政策課
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。

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
2022

静岡市はSDGsを推進しています。


