
氏名 技能検定職種
栗原　恒明

木檜　靖浩

2 有限会社　髙橋瓦工業 埼玉県 髙橋　辰佳 かわらぶき 【認定製品等かわらぶき屋根】
　瓦がずれないようにすり合わせ、固定等をするかわらぶき
作業

3 時田工業 千葉県 時田　勝 タイル張り 【認定製品等：タイル張り、エクステリア施工】
　個人住宅での内外装、壁、床タイル張り、エクステリア施工

伊奈　清一

伊奈　健至

5 有限会社　丸勝工業 東京都 勝呂　高也 タイル張り 【認定製品等：タイル張り施工】
　個人住宅や一般建築における内外装・壁・床タイル張り、
外構・玄関・門扉等のタイル張り施工

6 有限会社　美月堂 栃木県 吉川　崇夫 菓子製造 【認定製品等：和菓子（焼き菓子、餅菓子及び羊かん）】
　焼き菓子は宇都宮市出身の初代横綱「明石志賀之助」に
ちなんだ栗入りのどら焼き「明石太鼓」、餅菓子は塩豆を包
み込んだ「塩豆大福」等、羊かんは”紅あずま”を使用した
「芋ようかん」

安藤　朋子

久我　友紀

布川　久美子

8 吉野和裁 群馬県 吉野　敬子 和裁 【認定製品等：和服】
　採寸・裁断・縫製作業を行い仕上げた和服全般

田中　順子

小原　ちづる

10 星野家具製作 群馬県 星野　弘 家具製作 【認定製品等：子どもの箱いす「ento」】
　天然素材でできているため、子供の健康にも地球環境にも
優しく、ひっくり返したり向きを変えることで、子供が成長して
も使い続けることのできる椅子「ento（エント）」

藤元　晶扇

舘脇　健二

和田　浩司

家具製作11 晶扇コーポレーション

7

9

婦人子供服製造

和裁

【認定製品等：注文婦人服（婦人服、子供服、舞台衣装）】
　高級婦人服、子供服、ドレスなどの舞台衣装及びサイズ
オーダーができるオリジナルブランド「＆O（アンドオー）」の
服、服飾雑貨
　アイテムはジャケット、コート、ワンピース、ドレス、パンツ、
スカート、ベスト、ブラウス、シャツ、ストール等

【認定製品等：和服縫製】
　採寸・地のし・裁断・縫製作業を行い仕上げた着物（和服
全般、コート、子供服等）・帯を使ったリメイク（鞄、アクセサ
リー、小物等）

田中和裁 東京都
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1

有限会社　伊奈タイル 東京都4

かわらぶき

タイル張り

【認定製品等：かわらぶき屋根】
　いぶし瓦、陶器瓦、洋瓦、セメント瓦等を使用した一般住
宅、社寺仏閣等のかわらぶき工事及びリフォーム工事

【認定製品等：タイル張り施工】
　個人住宅や一般建築における内外装・壁・床タイル張り、
外構・玄関・門扉等のタイル張り施工

株式会社　栗原瓦店 埼玉県

アンドー洋装店 山形県

神奈川県 【認定製品等：オーダー型の椅子・ソファ・オブジェ・小物類
（マスクケース・マスクホルダー・クッション等）及び修繕（張り
替え）した椅子の座面、椅子張り生地を使用した製品全般】
　いす張りの技能を駆使し、デザイン・裁断・縫製・張り作業
まで一貫して製作・修繕（張り替え）した、オーダー型の製
品、小物類
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12 木金館 大阪府 酒井　治夫 家具製作 【認定製品等：指物家具】
　手加工による木製椅子・テーブル・キャビネット・木製品全
般

13 有限会社　森本建具店 香川県 森本　隆 建具製作
家具製作

【認定製品等：木製建具、木製家具、組手細工を使った小物
等】
　組手細工等を施した木製建具、木製家具やトレー、バッ
グ、アクセサリー等雑貨

上村　良尚

中村　孝之

岡　直樹

篠原　靖英

古川　新 建具製作

15 伊波たたみ店 沖縄県 伊波　孝 畳製作 【認定製品等：畳製作】
　ヘリ有り畳

16 たかえす畳店 沖縄県 高江洲　周作 畳製作 【認定製品等：畳製作】
　ヘリ有り畳、ヘリ無し畳

17 インテリア　アクツ 福島県 阿久津　幸司 表装 【認定製品等：壁装施工】
　ビニール・紙・布等を張りつける壁装施工

18 軸工匠彩空 岐阜県 宮本　裕也 表装 【認定製品等：表具】
　お客様の要望に合わせて材料を選び、用途に合わせて製
作した表具（掛け軸、屏風、額、染み抜き、墨落とし等）

19 水野表具店 岐阜県 水野　智紀 表装 【認定製品等：表具（襖、掛け軸、額、屏風、衝立、障子張
り）】
　お客様の要望に合わせて製作した表具（襖、掛け軸、額、
屏風、衝立、障子張り等）

20 苅谷表具店 岐阜県 苅谷　道宏 表装 【認定製品等：表具（襖・掛軸・額・屏風・衝立・障子張り）】
　要望に合わせて製作した表具（襖・掛軸・額・屏風・衝立・
障子張り等）

21 雲月堂表具店 岐阜県 髙橋　浩二 表装 【認定製品等：表具（襖・障子・掛軸・屏風・衝立・壁装）】
　襖・障子・掛軸・屏風・衝立・壁装などの新調・修繕を含む
表具

22 金子表具店 岐阜県 金子　明資 表装 【認定製品等：表具（襖・屏風・額・掛軸・衝立・障子・布製
品）】
　襖・屏風・額・掛軸・衝立・障子の新調、張替、仕立て直しを
含む表具全て

島　功

秋山　勝也

島　崇

家具製作

貴金属装身具製
作

14

23 島貴金属製作所

有限会社　野中木工所

東京都

長崎県 【認定製品等：家具製品、木工製品】
　「ながさき県産材」を使ったソファ、テーブル、椅子、整理棚
などの家具製品やその他（カスタネット、カリンバなど）の木
工製品等

【認定製品等：オリジナルジュエリー（リング、ペンダント、ブ
ローチ、帯留め、イヤリング、ピアス　等）】
　K18ボルダーオパールブローチ、K18木目金ペンダント、
K18木目金帯留め、K18／Pt900Ring
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24 ジュエルまいん 岐阜県 上下　勝也 貴金属装身具製作 【認定製品等：貴金属装身具】
　デザイン・素材（宝石・地金）の選択から製作まで一環して
行った、リング・ブローチ・ペンダント・ピアス・ブレスレット・
キーホルダー等のオリジナル、オーダー、リメイクの貴金属
装身具

25 森勉強堂印房 栃木県 大森　昌 印章彫刻 【認定製品等：印章】
　木口彫刻にて製作した、実印、銀行印、認印、法人印、落
款印

26 井上印房 群馬県 井上　崇 印章彫刻 【認定製品等：印章】
　伝統の彫刻技法により作製する印章全般

27 はんこの欅堂 群馬県 桒原　卓也 印章彫刻 【認定製品等：印章】
　各種木口印材を用いた別製の印章

28 有限会社　利剣堂　（並木
印工房）

埼玉県 並木　保 印章彫刻 【認定製品等：印章】
　全ての工程を手作業で彫り上げる「唯一無二」の印章（実
印・銀行印・認印・法人印等）

29 金光印舗 岡山県 金光　順次 印章彫刻 【認定製品等：印章】
　木口彫刻にて製作した印章（実印・銀行印・認印・法人代
表者印・角印）

30 小川桃仙印房 宮崎県 岩切　康祐 印章彫刻 【認定製品等：印章・表札】
・色々な材料を使ったオリジナルな手彫り・手仕上げの印章
（実印・認印・銀行印・法人印・角印・割印・落款印等）
・色々な木材等を完全手作業により加工・彫刻した表札

31 STUDIO　Gi 東京都 杉野　仁孝 写真 【認定製品等：フォトブック・写真集】
　STUDIO　Giのフォトブック

32 フラワー小俣 山梨県 小俣　欽也 フラワー装飾 【認定製品等：フラワー装飾品】
　生花やドライフラワー、造花等で製作したパーティー等で使
用するテーブルフラワー装飾品やコサージ、ギフト品等

原　万里子

山田　裕美

フラワー装飾33 MARIKO・デザインルーム 兵庫県 【認定製品等：フラワーデザイン全般】
　お客様の要望に合わせて制作した、ブライダルブーケ、花
束、フラワーアレンジメント、プリザーブドフラワーアレンジ、
アーティフィシャルコサージ、リースなど


