
参考２

井
い　の

ノ上
うえ

浩二
こうじ 埼玉県

森
もり

陽祐
ようすけ 埼玉県

井上
いのうえ

裕之
ひろゆき 埼玉県

岡田
おかだ

智樹
ともき 埼玉県

2 有限会社
福島鉄工所

福島
ふくしま

弘
ひろし

士
岡山県 バーベ

キュー用
鉄板セット

機械加工（フライス盤）の一級技能士が全工程を監修
し、製作された鉄板焼きのできるグリルデスクにグッ
ドスキルマークを表示する。グリルデスクのオプション
の取り付け部分やキャスター部分には一級技能士が
機械加工（フライス盤）の技能を活かして加工を行っ
ている。

3 塩屋印房 塩屋
しおや

正晴
まさはる 石川県 印鑑 印章彫刻（木口彫刻作業）の一級技能士の技能を用

いて印鑑を製作。その印材や印鑑ケースにグッドス
キルマークを表示する。

4 有限会社
ファインアート
かわばた

牛
うし

垣
がき

泉
いずみ 岡山県 帆布製品 帆布製品製造（帆布製品製造作業）の一級技能士の

技能を用いて製作する帆布製品（帆布生地を使用し
たカバン等）にグッドスキルマークを表示。

5 株式会社
アクト

早川
はやかわ

裕樹
ゆうき 岐阜県 什器木目

印刷塗装
塗料調色（調色作業）の単一等級技能士が、店舗の
陳列棚板、内装資材、オフィスロッカー等スチール、
プラダンなどに「ウッドメイク」と呼ばれる木目、石目等
模様の印刷塗装を施した製品にグッドスキルマーク
を表示する。

6 有限会社
鳶大木

大木
おおき

孝一
こういち 神奈川県 とび工事

（基礎工事）
とび（とび作業）の一級技能士は足場の組み立ての
みならず、地業などの基礎工事全般も請け負う。とび
職の一級技能士が携わる基礎工事の作業現場の看
板や基礎コンクリート部分等にグッドスキルマークを
表示する。

7 株式会社
藤和会

牧野
まきの

俊一
しゅんいち 愛知県 和服 和裁（和服製作作業）の一級技能士がその技能を用

いて採寸、裁断、縫製作業を行い仕上げた製品、ま
たは当該製品を納品した箱や包装紙等にグッドスキ
ルマークを表示する。

8 有限会社
牧野和裁

牧野
まきの

守
まもる 愛知県 和服 和裁（和服製作作業）の一級技能士がその技能を用

いて採寸、裁断、縫製作業を行い仕上げた製品、ま
たは当該製品を納品した箱や包装紙等にグッドスキ
ルマークを表示する。

9 有限会社
インテリア
イイジマ

飯島
いいじま

勇
いさむ 東京都 壁装 表装（壁装作業）の一級技能士が布、ビニール、紙等

の壁紙を張りつける技能を用いて施工した壁にグッド
スキルマークを表示する。

10 － 鶴丸
つるまる

禮子
れいこ 大分県 婦人子供服 婦人子供服製造（婦人子供注文服製作作業）の一級

技能士がその技能を用いて製作したジャケット、ワン
ピース、スカート、スラックス、コート、ベスト、バッグ、
ブラウス等の製品または当該製品を納品した箱や包
装紙等にグッドスキルマークを表示する。

11 株式会社
I.S.U.house
上柳

上柳
かみやなぎ

征信
まさのぶ 東京都 椅子 家具製作（いす張り作業）の一級技能士の技能を用

いて、クラシックチェア、アンティークチェア、猫脚ロコ
コのフランス家具等の製品を製作。バネ・天然自然素
材のヤシファイバーや馬毛をクッション材とするロココ
時代の伝統的な手作業により製作した椅子にグッド
スキルマークを表示する。

№

1

グッドスキルマーク認定製品等一覧（平成29年度認定：11件）

都道府県 表示を認定した主な製品等のイメージ画像

ソファ 家具製作（いす張り作業）の一級技能士が、いす張り
技能の根源である鼓バネのバネ吊り作業、および土
手差し作業の技能を駆使し、天然素材のみで電動工
具を使用せず座面の下拵えからの座面を張る作業ま
でを行い製作したソファにグッドスキルマークを表示
する。
本体、背はウレタンフォームを用いて新たな座り心地
を提案。「Base Sofa classic」と命名している。

企業・事業所
等名称

有限会社
ＡＺＵＭＡ

製品等の内容
（表示方法・一級技能士等との関わり等）

表示を認定した
主な製品等

関与した
一級技能士等

IKVKW
テキスト ボックス
参考



技能検定職種

1 株式会社 森 園芸場 福岡県 森 陽一  造園 【認定製品等：日本庭園】
日本庭園（流れ、竹垣、延べ段、園路等）

2 有限会社 小野商会 青森県 小野 隆司  建築板金 【認定製品等：手振り鉦】
丸く切った真鍮板を手打ちによる打ち出し
で製作した手振り鉦（てぶりがね）

3 吉田 朝夫

吉田 朝頼

4 平井石材店 熊本県 平井 親志  石材施工 【認定製品等：石材製品】
国内外の石材にかかわらず、石材の品質に
こだわり、自社で自ら加工した墓石(和
式、洋式)、灯篭、彫刻品、その他石材を
加工した小物

5 ながら・加藤建築
　　　　　　株式会社

愛知県 加藤 泰久  建築大工 【認定製品等：日本家屋住宅】
木材の自然乾燥から手刻みによる構造材の
加工、造作（内装工事）を加工、取付、完
成に至るまで、大工工事すべての工事

6  タイル張り 【認定製品等：タイル張り工事】
１級技能士による顧客との直接契約設計に
よるタイル張り工事

7  れんが積み 【認定製品等：れんが積み工事】
単一等級技能士による顧客との直接契約設
計によるれんが積み工事

大谷 恵司

瀬谷﨑 政芳

中谷 久信

9 杢和（Kiwa）工房 埼玉県 本間 博士  塗装 【認定製品等：木製家具の塗替え】
テーブル、椅子、収納家具等の傷んだ塗膜
の一部分、または全面を剥離し、塗り替え
る

10 サンエー美工 有限会社 岡山県 原田 勝行  広告美術
     仕上げ

【認定製品等：広告面粘着シート仕上げ】
粘着シートを手作業で切り貼りし、パネル
に貼り付けることで、美術品として仕上げ
た製品（商品名：「カッティングシート
アート」）

11 有限会社 北辰工業所 富山県 定塚 康宏  鋳造

 金属溶解

【認定製品等：洋食器等】
美しい鋳肌を持つ現代ライフスタイルに調
和する洋食器　（商品名「FUKITO－吹人－
フキト」）リサイクル素材である再生アル
ミニウムによる砂型鋳物製品

石の浄朝 有限会社 【認定製品等：石材製品】
四方または八方を黒御影石で囲み、彫刻装
飾した納骨堂「やすらぎ石室」
石の表面を特殊な彫り方で仕上げ、中に鐘
を取付けた石塔「浄音塔」

大野タイル工事店 神奈川県 大野 繁幸

 石材施工山形県

徳島県 【認定製品等：配管工事】
建築設備工事における配管工事及び水道施
設工事における本管接続工事

 配管

グッドスキルマーク認定製品等一覧（平成30年度認定：66件）

№ 企業・事業所等名称
事業所
所在地

氏名
表示を認定した製品等の概要 製品等のイメージ画像

関与した一級技能士等

8 中筋建工 株式会社



技能検定職種
№ 企業・事業所等名称

事業所
所在地

氏名
表示を認定した製品等の概要 製品等のイメージ画像

関与した一級技能士等

12 鈴木 敢士

髙尾 嘉晃

13 有限会社 ステラ・マリス 北海道 隅田 和男  菓子製造 【認定製品等：シュガークラフト】
ウェディングケーキやデコレーションケー
キを飾ったり、シュガークラフトそのもの
を記念に飾る、砂糖で作った花、人形など
の工芸作品

14 かど屋 神山菓子店 福島県 神山 典之  菓子製造 【認定製品等：和菓子】
焼菓子は丸く焼いた２枚の生地にアンをは
さんだ「ドラ焼き」、餅菓子は「くるみゆ
べし」、そのほかに「饅頭」等

15 お菓子処 佐吉庵 石川県 岡﨑 欣浩  菓子製造 【認定製品等：和菓子】
地元「羽咋産もち米」を使用した「雷電力
餅」、蒸しどら焼の「さきちあん」及び
「氷室饅頭」等

16 有限会社 八野田
  御菓子司 八野田

石川県 八野田 聡  菓子製造 【認定製品等：和菓子】
地元「神子原地区」で栽培された神子原米
の米粉を使用した「神子原米だんご」「神
子原米ロール」「神子原米どら焼等」等

17 Patisserie 旬 奈良県 青木 旬弘  菓子製造 【認定製品等：洋菓子】
米粉の入った生地を純生生クリームで巻き
上げた起立されているロールケーキ（商品
名：「旬ロール」)

18 山口 秀之

山本 隆之

19 テーマパティシエール
  ブルーシャン

佐賀県 青野 光治  菓子製造 【認定製品等：洋菓子】
日本酒を混ぜたガナッシュをホールクーゲ
ルに流し込みクーベルチュールでトランペ
した「焼酎のトリュフ」と「清酒のトリュ
フ」及び日本酒や洋酒をガナッシュに混ぜ
ギターカッターでカットした「生チョコ」

株式会社
三輪そうめん松田

大前 大輔

松田 幸久

奈良県三輪素麺工業
協同組合

福田 隆仁

南 敏幸

22 モード・由記 青森県 木村 由記子  婦人子供服製造 【認定製品等：婦人服】
振袖や打掛をリメイクしたドレスや、ジャ
ケット、コート、ブラウス、ワンピース等
オーダーメイドで製作した婦人服

 菓子製造 【認定製品等：洋菓子】
津山市の酒造メーカーの吟醸焼酎五年貯蔵
とコラボしたパウンドケーキ（商品名：
「吟醸焼酎ケーキ」）
津山市が日本一の産地である巨大胚芽米
「はいいぶき」と黒豆をトップにデコレー
ションし、生地とクリームにはチョコレー
トの豊かな風味が楽しめるロールケーキ
（商品名：「津山ロール」）
等の洋菓子

池田精工 株式会社 岡山県  機械加工 【認定製品等：プレミアムバルブ】
高耐食性材料のステンレス鋼、ニッケル合
金、チタン合金を使用した腐食環境に強い
プレミアムバルブ

 製麺 【認定製品等：素麺】
株式会社三輪そうめん松田で製麺した「三
輪素麺」

21 奈良県  製麺 【認定製品等：素麺】
厳選した小麦粉を使用し、生産時期を限定
した極細三輪素麺　緒環（おだまき）

20 奈良県

有限会社 アンジェ 岡山県



技能検定職種
№ 企業・事業所等名称

事業所
所在地

氏名
表示を認定した製品等の概要 製品等のイメージ画像

関与した一級技能士等

23 髙橋和裁所 群馬県 髙橋 玉江  和裁 【認定製品等：和服】
和裁の一級技能士が採寸・裁断・縫製を
行った着物（振袖・訪問着・小紋）、コー
ト及び袴等

24 仕立て みやもと 千葉県 宮本 美穂  和裁 【認定製品等：和服】
和裁の一級技能士が縫製を行った和服等
（袷長着は表・裏を別々に縫製してまと
め、全て手縫い作業でとじ合わせを行って
いる）

小関 友実

小関 三枝子

26 剱持和裁 東京都 釼持 博  和裁 【認定製品等：和服等】
和裁（和服制作作業）の一級技能士が採寸・
裁断・縫製作業を行い仕上げた誂え和服製品
・オリジナルの衣類製作品（商品名：オシャレ）
・オリジナルの小物製品（商品名：シジミスト
ラップ）

27 着物仕立 ひらやま 神奈川県 平山 留美  和裁 【認定製品等：和服】
和裁の一級技能士がその技能を用いて採
寸・裁断・縫製作業を行い仕上げた製品

28 カルディア企画
宮森和裁着付教室

神奈川県 宮森 光子  和裁 【認定製品等：和服】
和裁（和服制作作業）の一級技能士がその
技能を用いて採寸・裁断・縫製作業を行い
仕上げた和服全般

29 今西和裁 石川県 今西 渉  和裁 【認定製品等：和服】
和裁の一級技能士がその技能を用いて仕上
げた長着、羽織、コート、帯、ストール、
長襦袢、二部式、袴、和装小物等

30 うえの和裁 石川県 上野 弘喜  和裁 【認定製品等：和服】
和裁の一級技能士がその技能を用いて仕上
げた振袖、留袖、訪問着、小紋、色無地、
男物、羽織、襦袢、コート、帯等

31 有限会社 福岡和装 福岡県 斉藤 雅彦  和裁 【認定製品等：和服】
和裁の一級技能士が反物の採寸、裁断、縫
製及び仕上げまでの全行程を一貫して製作
した和服製品、留袖、振袖、訪問着、長
着、羽織、コート等

32 株式会社 九州和装 福岡県 手島 明彦  和裁 【認定製品等：和服】
和裁の一級技能士がその技能を用いて採
寸・裁断・縫製作業を行い仕上げた製品

33 有限会社 マルミヤ糸綿店
（マルミヤふとん店）

東京都 倉林 裕子  寝具製作 【認定製品等：寝具製品】
寝具製作一級技能士がその技能を用いて、
裁断、縫製～仕上げまで行った中入れ綿新
綿の敷・掛ふとん、こたつふとん、座布団
などの製品

34 トータル寝具ショップ
のはら

神奈川県 野原 久義  寝具製作 【認定製品等：寝具製品】
寝具製作職種（寝具製作作業）の一級技能
士が環境に優しい植物繊維・木綿わたを使
用したオーダーメイドで製作する布団　そ
の他手作りによる座布団・枕等の寝具製品

35 三島テント商会 石川県 三島 良章  帆布製品製造 【認定製品等：帆布製品】
テントシート製品全般 ビニールカーテン
(防災、一般)、カバー、工業資材、デザイ
ンテント、トラック幌、シート、各種パイ
プテント等

【認定製品等：和服】
和裁の一級技能士がその技能を用いて、採
寸、裁断、縫製作業を行い仕上げた誂え和
服全般

 和裁25 小関和裁師範学舎 東京都



技能検定職種
№ 企業・事業所等名称

事業所
所在地

氏名
表示を認定した製品等の概要 製品等のイメージ画像

関与した一級技能士等

36 山口家具 岩手県 山口 一夫  家具製作

 機械木工

【認定製品等：家具】
岩手県産広葉樹を材料に拭漆で仕上げ、体
に触れる部分は全て曲面で構成されたロッ
キングチェア　足部を広く作っているため
畳・ジュータン上でも使用可能

有福 伸一  塗装

大村 徹  家具製作
 塗装

海老沢 美紀

佐宗 久典

星野 浩幸

本坊 修一

三富 啓成

山之口 博明

清須 一成

野﨑 義嗣

39 晶扇コーポレーション 神奈川県 藤元 晶扇  家具製作 【認定製品等：家具等】
・まくら正座椅子、チョイ掛けまくら正座
椅子（折りたたむと枕になり、足を出すと
正座椅子、チョイ掛けする椅子に変化す
る）
・カップ用本革スリーブ（ホットでは熱さ
が伝わりにくく、アイスでは氷が溶けても
濡れない）

40 sole wood products 福岡県 市田 友之  家具製作 【認定製品等：家具等】
小物はスプーン・スパチュラ　イス・テー
ブルはオーダーメイド

41 髙野家具製作所 大分県 髙野 二郎  家具製作 【認定製品等：家具等】
オーダーメイド設計でムク材を使用し手加
工仕上げで製作する椅子、テーブル、造付
家具、スピーカーセット等
お盆は杉材を使用してノンスリップ加工

駒木 信一

小守 克佳

43 安達建具店 茨城県 安達 克敏  建具製作 【認定製品等：木製建具】
茨城県産桧材を利用した木製建具（扉・引
き戸）（商品名：Make Craft 桧の香）

44 舟木木工所 島根県 舟木 清  建具製作 【認定製品等：木製建具】
伝統技能組子細工製作組子飾りの「衝立・
屏風・スクリーン・飾り額入り欄間」

45 株式会社 佐田建美 岡山県 佐田 時信  家具製作

 建具製作

【認定製品等：木製建具】
軽自動車に積み込み可能な、防災、趣味な
ど、自由に利用できる組立て式建具（商品
名：カセット別荘　真庭）

【認定製品等：家具】
一級技能士が製作する緻密な木目の美しい
樺桜、厳選した張り地のソファ（商品名：
ブーツシリーズ）家族の温もりを感じ代々
受け継がれていくダイニングチェア（商品
名：ミッシェルシリーズ）

 家具製作

神奈川県株式会社 ダニエル

Macaronidesign Co.LTD 神奈川県  家具製作 【認定製品等：家具】
一級技能士が製作するオーダーメイドの椅
子、ソファー、キャビネット等の木製家具

山井木工 岩手県  建具製作 【認定製品等：木製建具】
一級技能士が高い技能とともに伝統的な組
子文様を用い、現代のインテリアにもマッ
チする独創的な注文建具

38

42

37



技能検定職種
№ 企業・事業所等名称

事業所
所在地

氏名
表示を認定した製品等の概要 製品等のイメージ画像

関与した一級技能士等

尾﨑 達彦  畳製作

新村 誠二

山口 晃平

山下 明宏

山下 光一

47 有限会社髙田屋 福岡県 久保田 義秋  畳製作 【認定製品等：畳等】
畳製作の一級技能士がその技能を用いて製
作した以下の製品
・全工程手縫い仕上げによる畳、有職畳
(ゆうそくだたみ)及び工芸畳全般
・寺院仏閣畳、城畳、日本列島　ミニ庭園
畳　若額畳等

48 岩尾畳店 大分県 岩尾 清治  畳製作 【認定製品等：畳等】
畳製作の一級技能士がその技能を用いて一
貫して手仕上げで製作した畳等製品（畳・
ヘリなし畳・琉球畳・礼盤・畳工芸品）

50 大伸たたみ店 沖縄県 益田 伸次  畳製作

 

51 河廣錦仙堂 岐阜県 河瀬 年典  表装 【認定製品等：表装】
一級技能士が行う巻物、掛軸、屏風、襖、
衝立、額、画帖などの表具作業(修繕を含
む)

52 株式会社
  室内装飾ヤマグチ

京都府 山口 昌行  表装 【認定製品等：表装】
京都の日本画家　上村松園作の日本画パネ
ル（不織布に印刷した画）をアクリル板に
貼り、木の枠組み内に”京”という骨組み
をつくり、裏から電燈で浮かび上がるよう
にしたもの）

53 カンダエステム株式会社 岡山県 倉田 信二  貴金属
　装身具製作

【認定製品等：宝飾品】
結婚指輪、婚約指輪は共にオリジナルデザ
イン　結婚指輪にはお互いの誕生石が入る
（１本に２石）独自の商品（商品名：
Fleurir フローリア）

54 ミヤギロープ株式会社 沖縄県 　桑名 万吉  ロープ加工

寄宮タタミ店 沖縄県 下地 智49

【認定製品等：ワイヤ加工品】
・ワイヤロープを格子状に編みネットの様
にしたワイヤ加工品（商品名：美らモッ
コ）
・「さつま加工」「アイスプライス加工」
という方法によるワイヤ加工品
・アルミ管にロープを入れて輪をつくりプ
レス機で圧縮して締結させたワイヤ加工品

【認定製品等：畳】
畳製作の一級技能士がその技能を用いて製
作した以下の製品
・化学表（ダイケン表・美草表）を使用し
たヘリ無し畳
・自然表（沖縄産、中国産　熊本産）を使
用したヘリ付　畳
・自然表（沖縄産、中国産　熊本産）を使
用したヘリ無し畳

【認定製品等：畳】
畳製作の一級技能士がその技能を用いて採
寸、裁断、縫着作業までを一貫して行い、
仕上げた畳(新畳・表張替・別注特殊畳)

 畳製作 【認定製品等：畳】
畳製作の一級技能士がその技能を用いて製
作した以下の製品
・縁つき畳（畳表に畳縁を縫い付けて仕上
げたもの）
・縁なし畳（畳表を縁を付けずに折り曲げ
て加工したもの）

有限会社 山下畳商店 香川県46



技能検定職種
№ 企業・事業所等名称

事業所
所在地

氏名
表示を認定した製品等の概要 製品等のイメージ画像

関与した一級技能士等

55 スズエ印房 岩手県 鈴江 啓寿  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻の一級技能士がその技能を用いて
製作した別製印章

56 株式会社 鈴印 栃木県 鈴木 延之  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻（木口彫刻作業）の一級技能士
が、顧客の名前と希望に最適な書体を選定
し、製作した木口印章全て（実印・銀行
印・認印・角印・落款印）

57 有限会社 栄文堂印房 東京都 渡邉 典弘  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻の一級技能士がその技能を用いて
製作した印章製品全般及び以下の製品
・亀甲印（亀甲の型をした印材で彫刻）
・江戸はんこ（商標登録済）（江戸文字で
書かれた印鑑）

58 有限会社 青山印房 神奈川県 青山 尚文  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻（木口彫刻作業）の一級技能士に
よる木口彫刻を用いた法人印、角印、割
印、役職員、実印、認印、訂正印、宿所
印、落款印

59 大賀堂印房 神奈川県 大賀 雅雄  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻（木口彫刻作業）の一級技能士に
よる字典・字形の確認、文字の特質を踏ま
えた印面の構成及び緻密な彫刻により製作
される印章（印鑑）

60 有限会社 國峰印房 神奈川県 國峯 伸之  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻（木口彫刻作業・ゴム印彫刻作
業）の一級技能士による以下の製品
・木口彫刻を用いた銀行印・実印・法人代
表者印・角印
・ゴム印彫刻を用いた祝儀袋用名前印・手
形用署名印

61 有限会社 東曜印房 神奈川県 水嶋 祥貴  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻（木口彫刻作業）の一級技能士
が、オーダーメイドで彫り上げる印章（印
鑑）

62 一級工房　彫助 神奈川県 和田 清博  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻（木口彫刻作業）の一級技能士の
技能を用い、独自の舟月書体で彫り上げる
印鑑（印章）

鶴見 健一

鶴見 昌平

64 土屋印店 長野県 土屋 武志  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻の一級技能士がその技能を駆使し
て製作した実印・銀行印・認印・法人印

65 アオキ印房 兵庫県 青木 杉匡  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻の一級技能士がその技能を駆使し
て製作した印鑑

66 株式会社アペックス 栃木県 郡司 公生  ガラス用
　フィルム施工

【認定製品等：自動車ガラスのフィルム貼
り付け施工】
ガラス用フィルム施工の一級技能士がその
技能を駆使した、自動車ガラスの断熱/紫
外線カット/飛散防止/プライバシー保護
フィルム貼り付け施工

株式会社ツルミ印舗  印章彫刻 【認定製品等：印鑑】
印章彫刻の一級技能士により、機械等を使
用せずに昔ながらの彫刻方法（全て手作業
により、材料の木口部分に文字を書き、そ
れを彫った後に整える方法）で作成した印
鑑

63 石川県



事業所

所在地 氏 名 技能検定職種

村井 一信

村井 重友

2 窪中タイル工芸 愛媛県 窪中 司 タイル張り 【認定製品等 : タイル工事の建築物】
　個人住宅向けのタイル張り工事

3 株式会社　橋本テクニカル工業 富山県 服部　 欣二 機械加工 【認定製品等 : インプラント本体用脱着器具】
　歯科医療用に用いるインプラント本体用脱着器具
及び旋削用工具一式

島崎 敏行

沖 富士夫

5 有限会社　ポレポレベーカリー 福井県 青山　 宗敬 パン製造 【認定製品等 : パン】
　 スクラッチ製法(パン製造の全工程を店舗で行うこ
と)で製造したパン全般

6 西尾両口屋 愛知県 礒貝 隆男 菓子製造 【認定製品等 : 和菓子(餅菓子)】
　餅菓子は、羽二重餅のうち、北海小豆粒あんとと
もに生クリームを包み込んで製作する生クリーム大
福。西尾産抹茶をまぶして仕上げた｢お茶福｣。

7 扇屋菓子舗 島根県 横木 雅己 菓子製造 【認定製品等 : 和菓子(どら焼き)】
　地元産の食材を使用し味付けした白あんを、どら
焼きの中餡にした。(生姜あん、いちじくあん、抹茶
あん、柿あん、出雲小豆あん)

山根 治男

山根 眞一

9 株式会社　クルール・ド・銀月 佐賀県 田中 昌信 菓子製造 【認定製品等 : 洋菓子】
　自家製パイにクルミをサンドした焼き菓子等

10 株式会社　玉川屋 佐賀県 石橋 竹春 水産練り製品製造 【認定製品等 : 水産練り製品】
　すり身にエビとマヨネーズ等の調味料を合わせ成
形し揚げた水産練り製品等

放電加工

山根菓子店 菓子製造 【認定製品等 : 和菓子(煉り羊羹、柿友禅、柚しづ
く)】
　煉り羊羹は昔ながらの羊羹。柿友禅は西条柿を
干柿にしてジャムを作り、羊羹に入れ練り上げたも
ので柿の渋がもどらないようにするのに熟練の技が
必要。柚しづくは柚子の皮をジャムにして羊羹に入
れ煉り上げたもの。

株式会社　橋本テクニカル工業 【認定製品等 : ワイヤカット機械製品取付冶具】
　 ワイヤカット機械製品取付冶具

4

8

関与した一級技能士等
表示を認定した製品等の概要 製品等のイメージ画像

グッドスキルマーク認定製品等一覧（令和元年度 上半期認定：26件 ）

№

1 有限会社　村井重友石材店 石材施工 【認定製品等 : 石材製品】
　国内外の石材にかかわらず、石材の特徴・品質に
こだわり、自社で加工した墓石(和式、洋式)、灯篭、
彫刻品、その他石材を加工したもの。

企業・事業所等名称

香川県

富山県

島根県



11 ドレッセむろおか 青森県 室岡 美江子 婦人子供服製造 【認定製品等 :着物のリメイクドレス、ポーチ】
　着物のリメイクドレス、和布のポーチ、デニムの
ポーチ

12 坂間和裁所 東京都 坂間 英継 和裁 【認定製品等 : 和服(長着、羽織、コート)】
　男性用、女性用の長着、羽織、コート

13 時田和裁技術学園 東京都 時田 琴美 和裁 【認定製品等 : 和服全般　和装小物(草履型キーホル
ダー】
　着物・コート・羽織・子供物・その他衣類を長年培った技
能を駆使し独自の寸法で仕立てたもの。
　和装小物(草履型キーホルダー)は、お召し物の付属と
してお客様の布で美意識をより一層高める工夫を凝らし
たもの。

14 仕立幸村 東京都 草川 幸郎 和裁 【認定製品等 : 和服】
　和服反物を預かり、着用者のサイズに仕立加工
(縫製)したもの。

西塚 建二

宇梶 敏明

太田 美矢子

原田　 利幸

横見 忠

横見 郁子

17 株式会社　村松木工所 岡山県 信谷 宏吉 建具製作 【認定製品等 : 建具・家具】
　精緻な木製品の襖、書院障子、ガラス戸、摺上障
子等の建具と家具

18 髙橋畳工業所 大阪府 髙橋 收 畳製作 【認定製品等 : 畳表と畳縁を使用したバッグ類】
　畳表と畳縁を使用して製作したトートバッグ、ショ
ルダーバッグなどのバッグ類及びポーチ、ペンケー
ス

19 株式会社　天理三和畳 奈良県 吉川 量也 畳製作 【認定製品等 : 畳】
　採寸、製作すべての工程を行い、技能を駆使した
畳(新畳・表張替え)

20 南たたみ店 奈良県 南 佳治 畳製作 【認定製品等 : 畳】
　採寸、製作すべての工程を行い、技能を駆使した
畳(新畳・表張替え)

有限会社　朝日テント商会 帆布製品製造 【認定製品等 : テント　懸垂幕　等】
　テントシート製品全般、ビニールカーテン(防炎、一
般)、カバー、工業資材　デザインテント、トラック幌、
シート、各種パイプテント、懸垂幕、バナー　等

帆布製品製造―

※事業所等の名称の公開を
希望しない事業所のため

15

16

【認定製品等 : 帆布製品】
　３Ｄ溶着機、高周波ウェルダー、ミシン等を使用し
て製作したテント、シート、シェード、メッシュシート等
の帆布製品

北海道

岡山県



21 西田畳製造所 広島県 西田 信治 畳製作 【認定製品等 : 畳】
　畳表と畳床を縁で縫着して仕上げる「縁付畳」、畳
表と畳床のみで仕上げる「縁なし畳」

下地 春玄 畳製作

下地 涼太 畳製作

23 株式会社　田口商会 北海道 丸山　 理恵 印章彫刻 【認定製品等 : 印章】
　印章(実印・銀行印・認印・法人印)

24 慶文堂 東京都 増澤 かんな 印章彫刻 【認定製品等 : 手彫り印章、手彫りゴム印及び捺印物】
　実印、銀行印、認印等、住所判、小切手判等、印影

25 有限会社　小澤 静岡県 小澤 聡 印章彫刻 【認定製品等 : 印鑑】
　一点一点オリジナルのデザイン(書体)で彫り上げ
る印章(印鑑)

26 欧風レストラン SHINOHARA 愛媛県 篠原 伸明 調理 【認定製品等 : フランス料理のコース料理】
　フランス料理のハーフコース・フルコース

宮古タタミ店 【認定製品等 : 畳】
  琉球畳(縁なし)天然イ草　化学畳表(ダイケン表・
セキスイ表)、四方へり畳、円畳

22 沖縄県



氏　名 技能検定職種

古積　実

髙野　淳

猪股　高弘

阿部　誠次

南部　隆

反保　不二男

常盤　孝広

阿部　一行

小野寺　優

鈴木　豊彦

佐藤　孝志

間島　務

間島　忠司

小熊　克己

中島　正巳

中島　正士

4 牧田住建株式会社 岡山県 牧田　照夫 建築大工 【認定製品等：在来工法の家】
　国産材（岡山県産材のスギ･ヒノキ)の柱や板を
使用して建築した在来工法の家

5 有限会社　丸宗瓦 熊本県 末吉　真也 かわらぶき 【認定製品等：かわらぶき屋根】
　瓦をふいた屋根

加田　義満

加田　佑輔

吉井　優矢

新木　弘造

村田　充寛

槻　昂

東野　武

木本　大輔

野田　篤永

廣瀨　司

3 中島石材店 石川県 石材施工 【認定製品等：大福寺石火鉢】
　能登で採石された石を加工した火鉢

6 株式会社　加田設備 石川県 配管 【認定製品等：配管工事等】
　給排水衛生設備・空気調和設備等の建築設備
工事における配管工事から器具取付工事等

1 古積造園土木株式会社 宮城県 造園 【認定製品等：日本庭園】
  石組み、竹垣、石積、つくばい、延段、露地によ
る和をイメージする庭園

2 有限会社　間嶋石材 新潟県 石材施工 【認定製品等：石材製品全般】
　墓石 灯籠他石材を加工した小物及び石塀、 間
知石の施工

事業所
所在地

関与した一級技能士等
表示を認定した製品等の概要 製品等のイメージ画像

グッドスキルマーク認定製品等一覧（令和元年度 下半期認定：55件）

認定№ 企業・事業所等名称
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関与した一級技能士等
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7 村上　治久 内装仕上げ施工 【認定製品等：Pタイル・無垢等の床材施工】
　Pタイル・塩ビタイル・長尺シート等の各種塩ビ系
床材の施工及び無垢・複合・ブロック等の木質系
床材の施工

8 村上　治久 表装 【認定製品等：紙･ビニール・布等の壁装材の施
工】
　紙･ビニール・布等の壁装材の一般施工及び特
殊施工

9 翔神 沖縄県 神谷　正昭 広告美術仕上げ 【認定製品等：看板】
　粘着シートで仕上げた看板及びペイントで仕上
げた看板

10 有限会社　リールジャム 福岡県 田中　裕昭 パン製造 【認定製品等：パン】
　食パンは自家製酵母をフルーツや野菜などを発
酵させて山型にて発酵焼成、米粉食パンはオリジ
ナル配合の無添加パン

11 有限会社　大竹堂 千葉県 加藤　英恒 菓子製造 【認定製品等：和菓子(どらやき、焼き芋羊羹等)】
・北海道十勝産の厳選した大納言小豆をじっくり炊
き上げ、甘さを控えめにし豆の風味と食感を味
わってもらえるように仕上げ、皮はふっくら焼き上
げしっとりとした餡とのコラボを実現したどら焼き。
・地元千葉県成田産のさつま芋（紅あずま）をベー
スに白餡とバターを練り込み、芋羊羹を焼くという
工程を加え焼き芋のような焼き目、香ばしさをプラ
ス。しっとりした食感を味わえる和菓子の逸品に仕
上げた焼き芋羊羹。

12 和菓子処藤井 石川県 藤井　智英 菓子製造 【認定製品等：和菓子（焼き菓子、生菓子等）】
　・白あんに栗をまぜ梅鉢紋型押し及び黒あんに
栗をまぜ灯籠型押して、オーブンで焼き2個セット、
１包の登録商標「かなざわ二人旅」
・石川県産丸芋を使用した薯蕷饅頭等

13 宝達山本舗松月堂 石川県 松田　健太 菓子製造 【認定製品等：和菓子(餅菓子、蒸し菓子、粉菓子
等)】
　「宝達サンド」クリームチーズ入りどら焼き、「千
里浜」浮島と羊羹で渚を表現した蒸し菓子、「宝達
山くず湯」宝達葛を独自の配合でブレンドし調合し
たくず湯等

14 有限会社　寿提夢 愛媛県 栗林　基喜 菓子製造 【認定製品等：洋菓子（ケーキ、ロールケーキ、プ
リン、シュークリーム、焼き菓子等）】
　シュートリュフ、ほろ酔いプリン等、地元うわじま
の美味しさを味わえる洋菓子

有限会社　エムアイエス 東京都
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中川　慶博

野村　浩

山下　智功

松嶺　勝也

野村　武

松尾　喜博

松尾　和昭

隈部　信幸

松嶋　由幸

松尾　龍太郎

本村　幸雄

池田　和正

猶塚　春二

古瀬　博士

小松　豊考

中村　英総

川村　剛司

野原　賢正

苑田　新介

本村　繁春

川崎　清美

山口　義幸

松島　祐一

大嶋　真吾

小関　敦浩

内田　正明

中村　政男

野村　鶴市

川村　晃

16 山下工房 香川県 山下　葉子 婦人子供服製造 【認定製品等：婦人服、子供服】
　ベビー服・子供服・コート･ジャケット･ワンピース・
エプロン・パンツ・ブラウス・シャツ・スカート・帽子・
スモック・コスプレ衣裳等

17 有限会社　竹本和裁学院 熊本県 竹本　恵子 和裁 【認定製品等：和服】
　和服全般の仕立加工

18 吉田寝具店 福島県 吉田　詠治 寝具製作 【認定製品等：ふとん、座布団】
　環境に優しい素材で仕上げた手作りの寝具製品
(掛布団、敷布団、座布団等)

19 寝事屋ねぼ助 岐阜県 田　幸尚 寝具製作 【認定製品等：寝具】
　お客様の要望を伺った上で、材料選びから製品
の仕上げに至るまで一貫して製作した寝具

20 山口家具 岩手県 山口　一夫 家具製作
機械木工

【認定製品等：箱物家具全般、テーブル、椅子全
般】
　セン、クリ、ケヤキ等の広葉樹や桐等を材料に拭
漆で仕上げ、螺鈿技術を用いて製作する家具全
般（ダイニングテーブル、椅子、ワゴン、姿見、桐タ
ンス、ベンチ、小物家具）

21 宮城椅子製作所 沖縄県 宮城　辰三 家具製作 【認定製品等：ソファ類・椅子等、ソファ類・椅子等
の張り替え(布生地、レザー生地等)】
　お客様の要望に合わせて製作したソファや椅子
等、布生地やレザー生地を使用して張り替えたソ
ファや椅子

【認定製品等：島原手延べそうめん】
　350年の歴史をもつ伝統的な手作業により製作さ
れた手延べそうめん

製麺15 長崎県有家手延素麺協同組合 長崎県
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22 木工房　樵 沖縄県 比嘉　良邦 家具製作
塗装

【認定製品等：椅子、テーブル等】
　無垢材を使用して製作した椅子、テーブル等及
び木工塗装した椅子、テーブル等

小谷　達也

小谷　勇貴

24 株式会社　石森木工 石川県 小川　康彦 建具製作 【認定製品等：木製建具･木工工芸品等】
　オーダーメードによる木製建具　木工工芸品等。
行灯・扉・衝立等あらゆる生活用具から黄金の組
立式和室まで幅広く対応

25 伊藤建具製作所 山形県 伊藤　曻 建具製作 【認定製品等：組子細工を施した建具】
　緻密な伝統組子を取り込んだ建具

26 橋本紙器合名会社 福島県 橋本　邦俊 紙器・段ボール箱製造 【認定製品等：甲冑（よろい、かぶと)、一輪挿し(花
立)】
　特殊なボール紙に和紙等を貼った厚紙を加工し
た製品

竹山　雅万

竹山　修司

竹山　教子

竹山　忠行

28 有限会社　みき紙器 石川県 三木　浩之 紙器・段ボール箱製造 【認定製品等：変形貼箱(丸型、楕円型、ハート型、
星型等)】
　ひゃくまんさん貼箱、菓子販売用貼箱、オーダー
メイド貼箱等

29 有限会社　松本製作所 埼玉県 松本　芳光 畳製作 【認定製品等：畳】
　採寸、裁断、縫着作業までを一貫して行い、仕上
げた畳製品(有職畳・寺院仏閣畳・拝敷・各種縁無
し畳・縁付き畳　別注特殊畳・各種工芸畳・表張替
え等修繕も含む）

浅井　雄吉

浅井　忠雄

31 畳　立野 石川県 立野　克典 畳製作 【認定製品等：畳（新畳及び表替）、仏具である拝
敷】
　各作業を一貫して行い仕上げた新畳、表替等の
製品、半畳大の畳表の四方に紋縁を縫い付け美
しく仕上げた製品

32 有限会社　得能製畳工業 石川県 得能　秀樹 畳製作 【認定製品等：ふんわり薄畳(厚さ15㎜)、畳等】
　フローリングに直接ひける裏に滑り止めが付い
ているやわらかい薄畳、畳等

33 本畳店 石川県 本隆史 畳製作 【認定製品等：畳、畳縁小物等】
　畳等製品（新畳、表替え・縁無し・神社仏閣畳・
畳工芸品） 及び畳縁を利用した製品（畳縁ポー
チ・畳縁財布・畳縁小物）

34 矢部畳店 石川県 小坂　良晴 畳製作 【認定製品等：畳（有職畳等)】
　･一般家屋で使用する縁付畳、縁無畳
　・寺院、仏閣で使用する有職畳等

30 有限会社　浅井たたみ店 新潟県 畳製作 【認定製品等：畳製品全般】
　新畳、畳表替、畳裏返（新畳・表替には縁付き仕
上げ及び縁無仕上げが有ります）、神社・仏閣で
使用する拝敷きの他特殊畳

23 小谷建具 石川県 建具製作 【認定製品等：木製建具(障子・襖・ガラス戸・欄間
等)】
　障子等は手鉋や鋸等での製作及び機械加工で
の製作　襖等は手鉋等を用いた手加工による製
作及び機械加工での製作　ガラス戸は腰押し等伝
統的な工法及び機械加工　県産材料を用い健康
的な建具の製作等

27 株式会社　竹山紙器 石川県 紙器・段ボール箱製造 【認定製品等：紙器　貼函(金澤貼函)】
　紙器(段ボール箱・印刷紙器・簡易箱)以外の手
貼函
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35 松井畳店 岐阜県 松井　幸生 畳製作 【認定製品等：畳】
　材料選びから採寸・製作まで行い仕上げた製品
(新畳、表替え、別注特殊畳)

36 たいら畳店 長崎県 平　和也 畳製作 【認定製品等：畳】
　畳全般(縁付き畳、半帖へりなし畳等)

37 酒井タタミ店 長崎県 酒井　孝晃 畳製作 【認定製品等：畳、有職畳】
　・畳は、い草又は工業表を使用し畳床（稲わら
床・建材床）に縫着し製作する畳及び置き畳
　・有職畳は寺社仏閣で使用される特殊な物で、
昔から伝えられている正式な製作方法で作ったも
の

38 たたみの福田 長崎県 福田　隆 畳製作 【認定製品等：畳】
　畳全般(新畳・表替え・裏返し・縁無し畳・有識畳
等)

39 株式会社 Yunomae 熊本県 湯前　崇利 畳製作 【認定製品等：畳（新調・表張替・置き畳・縁なし畳
等）】
　熊本県八代産のイ草を使用して製作した畳。
　場所を選ばず、容易に置けて畳スペースを作れ
る置き畳等

40 合資会社　村田畳工業 熊本県 村田　至 畳製作 【認定製品等：畳】
　縁付き畳、縁無し畳、置き畳等を天然い草、和紙
表や化学表を使用し製作した畳等

41 小園タタミ店 宮崎県 小園　和明 畳製作 【認定製品等：畳】
　新たにデザイン、仕上げまでの作業を一貫して
行う畳及び畳工芸品等

首藤　弘樹

首藤　弘一

松本　智雄

柳澤　貴義

宮下　敏幸

柄澤　智

一由　淳

畑山　康夫

高瀬　三武

荒井　浩二

久保田　純平

丸山　拓

原山　英男

林部　省吾

青木　雅仁

和田　佳鶴浩

44 アールノコ 新潟県 石本　豊 貴金属装身具製作 【認定製品等：貴金属装身具】
K18、Ptやシルバー等を用いたペンダントやリング
等アクセサリー、石を使ったジュエリー

45 一岳堂 東京都 望月　一三 印章彫刻 【認定製品等：印章（木口彫刻にて製作した印
章）】
  印章木口彫刻全般（実印・銀行印・認印・法人実
印・角印・その他印章全般）

43 信濃化学工業株式会社 長野県 プラスチック成形 【認定製品等：プラスチック製食器類】
　プラスチック(熱硬化性樹脂)を金型内に投入し、
圧縮成形にて形成した食器類及びプラスチック(熱
可塑性樹脂)を成形機内で溶融させ、閉じた金型
内に射出して固化し形成した食器類

42 首藤内装（文弘堂） 大分県 表装 【認定製品等：掛軸、屏風、ついたて、巻子、画
帖、額、襖】
　注文主の要望に応じて裂地の見立て他、糊たき
から修理そして仕上げまで行う掛軸等
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46 有限会社　青雲堂 東京都 北村　和雄 印章彫刻 【認定製品等：印章（木口彫刻にて製作した印
章）】
 柘・黒水牛・牛の角・象牙・マンモス・カバの牙・
マッコーの歯・石材（青田石･寿山石等）を彫刻した
認印・銀行印・実印・落款印

47 相原天文堂 東京都 相原　和春 印章彫刻 【認定製品等：印章（木口彫刻にて製作した印
章）】
　製作した全ての木口印章（実印・認印・銀行印・
会社設立印・角印・割印・契約印・落款印）

48 宝文堂印舗 東京都 眞田　智成 印章彫刻 【認定製品等：印章（木口彫刻にて製作した印
章）】
　手彫りで作成した印章

49 有限会社　田中印房 神奈川県 田中　亮平 印章彫刻 【認定製品等：印章（木口彫刻にて製作した印
章）】
　木口彫刻を用いた実印･銀行印・認印・法人実
印・法人角印・法人銀行印

50 有限会社　若杉印房 神奈川県 若杉　慎之介 印章彫刻 【認定製品等：印章（木口彫刻にて製作した印
章）】
　印章（実印・銀行印・認印・法人代表者印・角印）

51 有限会社　一信堂印房 神奈川県 長澤　豊 印章彫刻 【認定製品等：印章（木口彫刻にて製作した印
章）】
　印章（実印・銀行印・認印・法人代表者印・角印）

52 神尾印房 愛知県 神尾　尚宏 印章彫刻 【認定製品等：印章（木口彫刻にて製作した印
章）】
　機械を一切使用せず全工程を手作業にて製作し
た印章全て(実印、銀行印、認印、会社印、角印、
御朱印等、また以下の製品)
「三河武士之印」印材に三河の仏壇漆師による本
漆を施し全工程手作業にて作成する三河武士を
テーマとしたオリジナル印章。化粧箱に至るまで地
元職人でコラボの地域性のある逸品

53 岩本印房 愛知県 岩本　なつき 印章彫刻 【認定製品等：印章（木口彫刻にて製作した印
章）】
　天然由来の材料を用いて製作する注文木口印
章（実印・銀行印・認印・法人印）

54 印章専門店　椿山 岡山県 椿山　幹夫 印章彫刻 【認定製品等：印章（木口彫刻にて製作した印
章）】
　木口彫刻製品　実印、銀行印等

55 繭林写真舎合同会社
(写真スタジオ繭林館)

北海道 小林　繭子 写真 【認定製品等：写真(単写真、組み写真アルバム、
印画紙、デジタル出力プリント)、写真データ等】
　伝統的な表現及び最新の表現いずれにも精通し
ながら熟練した技を駆使して行う撮影、フィルム及
びデータを熟練の技を駆使して行う現像仕上げ及
び緻密に施す修正・加工、最高の品質が得られる
よう撮影から始まる全工程を一貫して作成するこ
だわりの美しい写真


