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しずおか女子きらっ☆プロジェクト

　静岡市では、若い女性の首都圏等への流出が深刻な問題となっています。そこ

で、市では若い女性がこのまちに住み続けられるよう、女性が活躍できる魅力あるまち

づくりを目指しています。その実現のためには、子育て支援や雇用の確保に加え、

活躍したい女性を支援するとともに、男女ともに働き方を見直し、ワーク・ライフ・

バランスを実現することが必要不可欠です。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、若い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」と題して様 な々事業に取り組んでいます。

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たものになった

★女性がリーダーシップを発揮し、新たな商品が生まれた（または既存の商品が更に

優れたものになった）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。

しずおか女子きらっ☆ブランドって？

　静岡市では、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していきたいと考えています。

　また、就職を控えた女子学生に対し、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。

※この事業は、しずおか女子きらっ☆プロジェクトの一環として実施しています。

★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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05. 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

06. お茶ソフトかりんとう

07. 思い出の帯や着物の

    オーダーメイドリメイクバッグ

08. Cat（キャッと）！サブレ

    ～A letter from a cat～

09. 中学英語で大丈夫！！

    英語deおもてなしトレーニング

10. ２wayマタニティワンピース

11. HARUMIアロマキャンドル、バスソルト

12. ポチャージュ

13. みんなが美味しい介護食

    ウェルビーSweets

14. 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

15. 両河内産抹茶 白拍子

マイ・シューズ・ストーリー（株式会社ヤマナミ）

井川農林産物加工センター アルプスの里

静岡よみかえる工房

すずとらCafe（株式会社ベルエキップ・プラス）

Global Jam株式会社

tori

株式会社CREA FARM

丸福製茶株式会社

株式会社ウェルビーフードシステム

ルモンドふじがや（ルモンド有限会社）

清照由苑

01. サラダをおいしく食べるお塩

02. KANZASHI

03. 女性限定の宿泊プラン「RA・SHI・KU」

04. ベビー用スリング「キュット ミー！」

ニチフリ食品株式会社

三代目板金屋（株式会社山崎製作所）

ホテルクエスト清水（株式会社竹屋旅館）

北極しろくま堂有限会社

CONTENTS

平成28年度認定商品 4件 

平成29年度認定商品 11件
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ニチフリ食品株式会社

静岡市清水区蒲原5190- 2

取締役社長／塩坂 浩一郎

電話／054-388-2211

取扱店舗等／DAISO ほか

ニチフリ

開発部主任 江川芳美さん

検索

01 ★

サラダをおいしく食べるお塩

　ドレッシングの代わりに、サラダにふりかけて使用

する味付け塩です。ごまだれ風味・イタリアン風味・

レモン風味・梅しそ風味の4種類各3袋の詰合せと

なっています。常温保存可能の小分け使い切り

タイプ。から揚げやフライ、パスタ、おかゆ等、サラダ

以外のお料理でも楽しめます。

　ニチフリ食品株式会社では、開発部5人のうち

3人が女性社員で、日頃から商品開発全般におい

て活躍しています。

　「サラダをおいしく食べるお塩」は、開発部主任・

江川芳美さんが中心となって企画・開発した商品

です。「誰にでも好まれる本物の味」をコンセプトに、

定番のふりかけをはじめ、新しい食文化を提案する

製品づくりに挑戦しています。「美味しいことが健康

づくりに繋がるという当たり前の喜びを食卓に届け

たい。私たちはいつもお客様に笑顔を届けられる

商品作りを目指しています。」
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三代目板金屋（株式会社山崎製作所）

静岡市清水区長崎241

代表取締役／山崎 かおり

電話／054-345-2186

取扱店舗等／株式会社山崎製作所、日本橋三越 ほか

三代目板金屋

山崎製作所のみなさん

検索

02 ★

ＫＡＮＺＡＳＨＩ

　ステンレスの質感を生かした、洗練されたデザ

インのかんざしです。

　伝統的な板金職人の技術を現代的な解釈

で製品として生み出す「三代目板金屋」。

　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

デザインを実現しました。

　山崎製作所は、山崎かおりさんが代表を務める

ほか、企画営業部・山崎瑠璃さん（デザイナー）、

内田絵利子さんら、女性メンバーが活躍して

います。

　「父から山崎製作所を受け継いだ時は、車や

機械の部品製作等、下請け業務が殆どでした。 

　しかし、ステンレスの持つ輝きや美しさ、強さなど

を生かした商品ができるのではないかと考え、オリジ

ナルブランド『三代目板金屋』をたちあげました。」

　KANZASHIのほか、ペンダントライトやテーブ

ル等、女性のアイデアによる様 な々オリジナル商品

が生まれています。
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ホテルクエスト清水（株式会社竹屋旅館）

静岡市清水区真砂町3-27

代表取締役社長／竹内 佑騎　

電話／054-366-7101

ホテルクエスト清水 スタッフのみなさん

ホテルクエスト清水 検索

03 ★

女性限定の宿泊プラン

「ＲＡ・ＳＨＩ・ＫＵ（らしく）」

　清水駅前のホテルクエスト清水では、もともと男性の

ビジネスマンの利用が多く、宿泊プランも男性向けの

ものばかりでした。しかし近年の女性活躍推進の流れ

を受け、女性の出張によるホテル利用が増加。宿泊部

主任の髙原智子さんを中心に様々な部署の女性

スタッフによるプロジェクトチームを結成し、女性向け

プランの企画開発がスタートしました。

　「女性向けの宿泊プランでワクワクした時間を過ご

していただきたい！」「自分がホテルに泊まるとしたら、

こんなサービスがあったら嬉しい！」「１日のうち、最もリ

ラックスできる時間はいつ？」等、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、女性の理想の宿泊

プラン、「RA・SHI・KU（ら・し・く）」が考案されました。

　寝る前にカロリーを気にせず食べられるホテル特製の

砂糖不使用ヘルシーアイスクリーム「Ｂ＆Ｈ Method」

のほか、充実のレディースアメニティや、朝食にはメディ

シェフ特製の「桜海老のビスク」を特別提供など、嬉し

い特典がいっぱいです。



　ベビー用スリング「キュット　ミー！」は、赤ちゃん用

抱っこひもです。代表・園田正世さんがアメリカ製スリン

グに出会い個人輸入したところから始まり、「より良い

商品を届けたい」との思いから、日本人向けのスリング

を作ることを決心。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の布を企画、製織

しています。

　ベビー用スリング初のグッドデザイン賞・キッズデザ

イン賞受賞。これまでに十数万人のママから支持され

ています。

　「日常的に抱いたり、おぶわれたりすることは、人生の

最初の2～3年くらいしかありません。その蜜月を幸せに

満ちたものにしていただくためにお役にたちたい。ベビー

ウェアリング（抱いたりおぶったりすること）は、子育てに

は欠かせない行為であり、特に絆づくりなどの情動

発達には重要な意味を持ちます。その期間を少しでも

気持ちよく、幸せだと感じながら過ごしていただくような

商品を提供することが当社の目標です。」
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北極しろくま堂有限会社

静岡市葵区宮ケ崎91

代表取締役／園田 正世

電話／054-653-4700

取扱店舗／北極しろくま堂（直営店舗）、全国百貨店、シンガポール（代理店）ほか

代表 園田正世さん

北極しろくま堂 検索

04 ★

ベビー 用スリング「キュット ミー！」
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マイ・シューズ・ストーリー（株式会社ヤマナミ）

静岡市駿河区下島324ヒラガビル1Ｆ

代表取締役社長／森 啓

電話／054-238-3166

取扱店舗／ヤマナミ（直営店限定）

マイ・シューズ・ストーリー
代表 森千秋さん

マイ・シューズ・ストーリー 検索

05 ★

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」は、平成28年、スポーツ用品を取り扱う株式

会社ヤマナミ内の、オーダーメイドシューズ部門としてオープンしました。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ています。マイ・

シューズ・ストーリーの責任者でフットカウンセラーの森千秋さんは、現在、新潟医療福祉大学院後期

博士課程で、靴人間工学を専攻し、履物と歩行の関係について研究中。｠

　「大学院での学びを生かし、今後は、自分以外にも女性の足と靴の悩みを改善できる女性靴職

人を育成し、健康長寿県である静岡で、美と健康を科学で支える靴選びメソッドを世界に発信して

いきたいです。」
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井川農林産物加工センター アルプスの里

静岡市葵区井川2765-１

代表取締役／遠藤 弘子

電話／054-260-2573

取扱店舗／アルプスの里 ほか

井川中学校 滝浪さんと
アルプスの里のみなさん

06 ★

お 茶ソフトかりんとう

　この商品は、井川中学校の女子学生・滝浪遥奈さんが、

中学校の総合学習の時間に取り組んだ企画、「井川のため

に今私たちができること」から誕生しました。

 「多くの皆さんに井川を訪れてほしい。でも、井川にはお土産

物が少ない。」そう考えた滝浪さんは、井川のお茶を使った

様 な々商品を多数考案し、「アルプスの里」の皆さんとともに

試作を重ね、約 一 年かけて「お茶ソフトかりんとう」が商品化

されました。

　茶葉の美しい緑色を出すため、地元・井川で取れる一 番

茶のみを使用し、「お年寄りや小さな子どもも食べやすいように」

と、通常よりも柔らかい歯ごたえになっています。

　「ふるさとに夢と誇り」。井川中学校では、この言葉をスロー

ガンに、地域一体となって子どもたちを育てています。

　井川中学校のみなさん、地元婦人会のみなさん、お茶生産者の

みなさん、その他多くの地域の方 が々開発に協力した商品です。
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静岡よみかえる工房

静岡市葵区瀬名五丁目12-23

代表／深澤 淳子

電話／090-7679-5307

取扱店舗／静岡よみかえる工房 ほか

代表 深澤淳子さん

静岡よみかえる 検索

07 ★

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バッグにリメイク。

　深澤淳子さん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ます。｠

　約10年前から、古着の生地等を使ってリメイクバッグや

小物類を制作し、年数回のイベントなどで展示販売を行って

きた深澤さん。着物や帯を持ち込む方 の々オーダーにも対応

するサービスを開始したところ、受注が増え始めたことから、

平成28年6月に工房を開業。和の魅力を静岡から世界に

発信できるようにと、「静岡よみかえる工房」と名付けました。｠

　「昔の着物や帯は色や柄が美しく、生地も良質なものが

多く使われています。日本の伝統文化、着物を着る機会が

少なくなっている今、家族が愛用していた着物や帯を気軽

に持てるバッグにリメイクし、そばに置いて使って欲しいと

思っています。タンスにしまったままの着物や帯に光が当たる

ように。若い世代の方が日本文化を見直すきっかけになれ

ばうれしいです。オーダーは、ご予算ご要望等、綿密に打ち

合せ致します。まずはお気軽にご相談下さい。」
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すずとらCafe（株式会社ベルエキップ・プラス）

静岡市葵区伝馬町10-1ヴィラ伝馬町2階

代表取締役／小川 陽子

電話／054-251-0200

取扱店舗／すずとらCafe ほか

左：代表 小川陽子さん

08 ★

C a t（キャッと）！サブレ
～A let ter  f rom a cat～

すずとら 検索

　葵区伝馬町の「すずとらCafe」と、興津の菓子工

房を経営している小川陽子さん。従業員9人全員が

女性で、商品の企画・製造・販売に至るまで、全て

小川さんと従業員の皆さんで行っています。

　すずとらCafeの人気商品としてはチーズケーキが

有名ですが、「静岡を代表するスイーツを開発したい！」

と新たに考案されたのがこの「Cat（キャッと）！サブレ」。

　パッケージデザインはエアメール風になっており、猫

の国からレターが届いたら…という物語になっています。

　お店の看板猫「すずとらちゃん」をモチーフに、猫の

口周りを模した形で、口元にあてればあっという間に猫

に変身！食べても美味しい遊べるサブレです。

　サブレは2層になっており、表面を静岡茶、裏面には

隠し味として駿河湾海洋深層水の上質な塩など、静

岡らしさがあふれる素材を使用しています。箱を開けた

瞬間、「Cat（キャッと）！」心をくすぐるサブレ。思わず

SNSにあげたくなる商品です。

　「静岡の活性のためには女性の活躍が不可欠

です。今後も従業員一同、力を合わせた商品開発に

チャレンジしていきたいです。」
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Global Jam株式会社

静岡市清水区相生町6-17 静岡市清水産業・情報プラザ709

代表取締役／鈴木 貴子

電話／090-2130-8414

代表 鈴木貴子さん

Global Jam 検索

09 ★

中学英語で大丈夫！！

英語deおもてなしトレーニング

　外国人観光客に対するサービスを行いたい小売店・飲食店や、海外に販路開拓するため海外

の見本市に出展予定の企業、海外のバイヤーと交渉する予定がある企業等を対象に、海外経験

が豊富な鈴木貴子さんが、英語による接客トレーニングおよび販売・販促用の翻訳を行います。

　受講者一人ひとりに対し、より良い接客・商品案内の仕方をアドバイス。　

　スタッフが自信をもって英語で接客し、短時間で来店客の好み・ニーズを把握し、自社商品を提

案することにより、迅速に外国人接客対応をすることが可能となります。毎回内容をステップアップ。

　外国人のお客様にお話しする際のポイントや季節に合わせた会話等、実践的な内容も

レクチャーします。

　静岡が大好きな鈴木さん。「しずおかの魅力を世界に発信していきたい。そして、静岡から世界に

羽ばたきたいという皆さんの力になりたい！そんな気持ちで取り組んでいます。」
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10 ★

tori

静岡市葵区上足洗二丁目11-23-3

代表／大岩 仁美

電話／054-298-6515

取扱店舗／ネットショップtori ほか

代表 大岩仁美さん

tor i  プレママ 検索

２w a yマタニティワンピース

　「プレママの勝負服」をコンセプトにした、働く女性向けのマタニティワンピース。

　プレママとは、妊娠中の、もうすぐママになる女性のこと。女性の社会的地位の

上昇や、子育て世代の経済的理由、働く女性の意識や職場の労働状況の

変化等、様 な々理由から「働くプレママ」が増加しています。そんな背景から、

「オフィスにも合うマタニティ服」を開発しました。

 「ママになると、経済的にも時間的にも子ども優先になって、以前のように

自由に使えるお金が限られてきます。また、体型の変化や授乳の煩わしさ

から、着られる服も限られてきます。そしていざドレスアップしたいときに着られ

る服がない。でもわざわざそのために新しい服は買えない。そんな時、この

一着さえあれば困らないよ、というものを目指しました。」

  ベルト孔を上下2つ設けることで、

マタニティとしてだけでなく、出産後も

着用できる2way式となっています。

　女性の社会復帰を応援するワン

ピース。

　｢頑張っている女性が、いつまでも

自分らしくきれいでいられるように、自分

を好きでいられるように。きれいでいた

いという気持ちをあきらめないで」と

いうメッセージが込められています。
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株式会社CREA FARM

静岡市葵区追手町1-13 アゴラ静岡ビル6F

代表取締役／西村 やす子

電話／054-266-6853

取扱店舗／オリーブオイル専門店CREATABLE、CREA FARMネットショップ、

              JA清水アンテナショップきらり、全日空ネット販売サイト　

代表 西村やす子さん　
CREA FARM 検索

11 ★

H A R U M Iアロマキャンドル、バスソルト

　株式会社CREA FARM（クレアファーム）は、農園事業、

農林水産業の６次産業化支援事業、食ビジネスのコンサル

ティング、オリーブオイル専門店「CREA TABLE」を運営する

地域活性ベンチャー企業です。首都圏の消費者をターゲット

とし、県内の農産物や海産物を使って、付加価値の高いオリ

ジナル商品を数多く開発。「新しい価値を創り、次世代に

つなぐ」を企業理念に掲げ、地方創生に取り組んでいます。

　代表・西村やす子さんをはじめ、開発者や営業、店舗ス

タッフのほとんどが女性です。社内では、仕事の話はもちろん、

美容情報、美味しいお店等、話題も豊富。その中から様 な々

オリジナル商品のアイデアが出てきます。「HARUMIアロマ

キャンドル、バスソルト」もそのひとつ。

　みかんの「はるみ」は清水生まれです。春を予見させる味

と香りから「春見（はるみ）」と命名され、静岡だけでなく日本

中で愛されるみかんの一つとして知られています。

　この商品の大きな特徴は、従来使用されてこなかった「は

るみ」の果皮から抽出した精油を使って作られたということ。

　「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ました。

　JAしみずおよび同管内みかん生産者との共同プロジェク

ト商品です。
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12 ★

２列目中央 代表 伊藤麻実さん　

ポチャージュ

　昭和30年創業、製茶加工卸売を手掛ける丸福製茶。

　平成17年より伊藤麻実さんが代表を務めています。従業

員17人のうち、8人が女性です。｠

　茶葉の消費量が年々減少している現状を踏まえ、特に

若い世代の煎茶離れが激しいことから、単なる飲料ではなく、

茶葉の味の違いやバリエーションを楽しめる食品を開発し、

普段の食生活に取り入れていただくことで少しでも煎茶に興

味を持っていただけたらという思いが「ポチャージュ」の開発

のきっかけとなりました。30代～40代の新しいもの好きな女性を

ターゲットに、女性開発チームが企画開発に取り組みました。

　忙しい朝に飲んでいただくことを想定し、味は体を目覚めさせ

る香り高いアロマとお茶の渋みを意識し、また女性の目を引き、

手に取ってもらえるようなかわいらしいパッケージに仕上げました。

　静岡茶×じゃがいも、ほうじ茶×きのこ、抹茶×とうもろこしの3種。

　ギフト用セットと、家庭用パックを用意しました。サンドイッチに

もおにぎりにもマッチする、新しい和のポタージュです。

　「現代の生活に合った『お茶の時間』を提案するため、新

商品開発にも積極的に取り組んで行きます。」

丸福製茶株式会社

静岡市葵区若松町25

代表取締役／伊藤 麻実

電話／054-271-2011

取扱店舗／丸福製茶公式サイト、静岡駅キヨスク、

　　　　　新東名高速道路静岡SA、小田急百貨店、

　　　　　東急ハンズ、富士川楽座 ほか

丸福製茶 検索
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株式会社ウェルビーフードシステム

静岡市清水区川原町18-28

代表取締役社長／古谷 博義

電話／054-353-6868

取扱／※県内介護施設等へ提供

栄養科のみなさん

ウェルビーフード 検索

13 ★

みんなが美味しい介護食

ウェルビーSweets

左：常食、右：ウェルビーソフト食

　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。

　栄養科8名はすべて女性で構成されており、日々 の受託施設の食事の献立を考えています。

　「食べる力は生きる力」、「食の力で人 を々幸せに」と日々 感性を磨きながら、新商品開発に努めています。

　高齢者の誤嚥防止の食事として、一般的にはペースト食が主流となっていますが、形が分からない

ペースト食では、見ただけでは何の食材かわからず、また、食べてみないと味が分からない、食欲が

湧かないといった欠点があります。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、ウェルビーソフト食。適度な粘度があり、形成しやすく、べたつかず、のどごし

が良く、密度が均一にできています。

　平成23年、「ウェルビーソフト食」で経済産業大臣賞を受賞。

　平成28年、新たに「ウェルビーSweets」を開発しました。彩りよく、見た目も常食に近づけ、高齢者

の食欲を高めるスイーツ（桜餅、モンブラン、あんみつ）です。
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14 ★

右：代表 白鳥智香子さん

ルモンドふじがや（ルモンド有限会社）

静岡市葵区昭和町6-1

代表／白鳥 智香子

電話／054-251-0066

取扱店舗／ルモンドふじがや

ルモンドふじがや 検索

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

　江川町通りと昭和町通りの交差点付近にある

老舗レストラン「ルモンドふじがや」。

　地元・駿河湾の食材や静岡県産野菜、静岡県

産牛など、積極的な地産池消に取り組んでいます。

　「静岡市のレストランとして、美味しく静岡茶を

淹れたい」と、代表・白鳥智香子さんが日本茶イン

ストラクター資格を取得したことがきっかけとなり、

メニューの一つとして静岡県内産の様 な々お茶を

使ったコース料理「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」がスタートしま

した。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

提供します。｠

　また、「ワインリスト」に並ぶ、「お茶リスト」も用意。

　お茶コース以外のお客様にも、気軽に静岡茶を

ご注文いただけます。

　ワインソムリエと日本茶インストラクターの資格を併せ

持つ代表・白鳥智香子さんは、2007年に日本茶インス

トラクター協会主催「第2回日本茶インストラクションコ

ンクール」において、「静岡茶とお料理のマリアージュ」

という内容で全国2位にあたる優秀賞を受賞しています。



清照由苑 検索
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清照由苑

静岡市清水区中河内4209

代表取締役／鈴木 照美

電話／054-395-2136

取扱店舗／清照由苑、ＨＰ、静岡伊勢丹 ほか

代表 鈴木照美さん　

15 ★

両 河 内 産 抹 茶  白拍 子

　良質のお茶ができることで知られる清水両河内

地区で製茶業を営む「清照由苑（せいしょうゆえん）」。

　製茶に携わっていた鈴木清功さんの他界により、

妻・照美さんと長女・まゆさんが、茶業を受け継ぐこと

となりました。「女性だけで大きな機械を動かすことは

難しい。機械に頼らずに作ることのできるお茶はない

か」と考え、新たに抹茶製造に取り組むことに。お茶

どころとしてとても有名な静岡ですが、お点前用の

お抹茶の生産はほとんどありません。2人で勉強し、

製茶の知識を深め、文献で抹茶を作るための栽培

法なども研究しました。茶葉の収穫から加工まで、通

常機械で行われる作業を、全て丁寧な手作業で

行っています。鮮やかな緑と、クリーミーできめ細かな

泡立ち、いつまでも口の中に残るまろやかな優しい

甘さと香りの「抹茶白拍子」。

　農林水産省の実施する「農業女子プロジェクト」にも参加し、若手農業女子として注目され活躍

していたまゆさんでしたが、平成28年秋、病気により他界されました。

　「夫が他界した時は、娘と二人でお茶に取り組むことで悲しみから立ち直ることができました。また、

昨年まゆが他界した時は、ちょうど白拍子の多くのご注文をいただき、娘が残してくれたお抹茶をしっか

りと届けたいという一心でした。深い悲しみの中で、私をしっかりと立ち直らせてくれたのは、お茶だった

のです。これからも、夫と娘の思いと共に、両河内のお茶の素晴らしさを多くの皆様にお伝えしていき

たいと思っています。」

しら　 びょう　し
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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




