別 紙

グッドスキルマーク認定製品等一覧 (令和３年第１回認定分)
NO

企業・事業所等名称

1

工藤建築板金工業

2

大道板金

3

株式会社 右近板金

事業所
所在地

関与した一級技能士
氏名
技能検定職種

表示を認定した製品等の概要

埼玉県

工藤 宏志 建築板金

【認定製品等：板金工事及び銅加工品】
切断、曲げ、絞り、打出しなどの加工により施工する、板
金工事及び銅加工品

神奈川県

阿部 道雄 建築板金

【認定製品等：板金屋根葺き施工、銅板飾り製作】
カラー鉄板・ステンレス・銅板等を用いた、美観を高めると
共に雨漏りを防ぐ板金屋根葺き施工。銅板打出し・絞り技
法で製作する飾り物

石川県

右近 克義 建築板金

【認定製品等：建築板金工事・建築リフォーム工事等】
住宅の屋根・壁・雨樋工事、ブリキ加工製品等

右近 義治

4

イチロー建築

石川県

5

テクノホーム 株式会社

佐賀県

任田 一郎 建築大工

野口 博

【認定製品等：木造軸組工法の住宅】
木造軸組工法の建築物（新築及びリフォーム）

建築大工

【認定製品等：木造軸組工法の住宅】
墨付け手加工による木組構造部の加工組立てと内装工
事を一貫して行う木造軸組工法の住宅

服巻 治重 建築大工

【認定製品等：木造軸組工法の住宅】
墨付け手加工による木組構造部の加工組立てと内装工
事を一貫して行う木造軸組工法の住宅

樋口 秀敏

6

服巻建設

佐賀県

服巻 亮平

7

蒼築舎 株式会社

三重県

松木 憲司 左官

【認定製品等：左官の伝統的な土壁の技術・技能を使った
野菜蔵】
左官の技能を使った、ワインの空き箱を再利用し、竹にわ
ら縄を巻き箱に打ち付け、スサ入りの土を塗り、荒壁仕舞で
仕上げた野菜蔵

松木 一真

8

有限会社 増永化工

熊本県

西 竜太郎 防水施工

【認定製品等：防水工事】
建築物における降雨水を遮断し、漏水を防ぐことを目的と
する防水工事全般（アスファルト防水、シート防水、塗膜防
水、浸透性防水、シーリング工事など）

増永 憲二郎

9

有限会社 増永化工

熊本県

西 竜太郎 樹脂接着剤注入施工 【認定製品等：樹脂接着剤注入工法】
エポキシ樹脂系注入材にて、下地コンクリートと仕上げモ
ルタル等の接着を行い、剥離・剥落を防止する工法
増永 憲二郎

製品等のイメージ画像
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山﨑 豊

10 有限会社 ヤマザキ美装

東京都

11 株式会社 EASY MARKING

東京都

吉橋 伸治 内装仕上げ施工

【認定製品等：化粧フィルム施工】
化粧フィルムの施工

12 有限会社 精工塗装所

東京都

金子 雅一 塗装

【認定製品等：木製建具・家具・建築材等の木工塗装】
家具や建具への最終仕上げである木工塗装

13 有限会社 市川光山窯

佐賀県

市川 浩二 陶磁器製造

【認定製品等：陶磁器製品（鍋島焼の技法による皿、鉢、
壺、茶器、花器、カップなどの陶磁器製品）】
鍋島焼製品の一貫した作業を行う。ろくろ成形した生地に
下絵付けを施し、焼成後再び上絵付けとして赤絵を施す。
作品は、色鍋島、鍋島青磁、黒鍋島など。

14 石秀窯

長崎県

石添 秀正 陶磁器製造

【認定製品等：陶磁器製品】
花器、壺、湯呑、茶碗、小鉢などの陶磁器製品

15 クロダ精機 株式会社

長野県

牧内 章範 放電加工

【認定製品等：精密板金部品類】
量産前の過程で用いるために、オーダーメイドによって１
つ１つ丁寧に製作する精密板金部品類

井上 聡

内装仕上げ施工

表示を認定した製品等の概要

工場板金

【認定製品等：プラスチック系床仕上げ施工】
塩ビシート・塩ビタイル等のビニール・プラスチック系床仕
上げ材の施工

今村 慶
片桐 裕太
加藤 知光
亀澤 祐二
田中 周平
原 龍郎
山﨑 文昭
湯澤 旭樹
16 株式会社 多田スミス

兵庫県

小林 健司 ダイカスト

【認定製品等：アルミダイカスト製の卓上調理鍋】
固形燃料専用のスクエア形状鍋。非常に軽量で、熱伝導
率が高い製品。鋳肌の表面粗さをコントロールすることで塗
装のノリがよく、手入れ性、塗装の剥がれにくさ等の耐久性
が高い

17 株式会社 なかざき生菓子店

石川県

中崎 功雄 菓子製造

【認定製品等：和菓子（餅菓子および焼き菓子）】
餅菓子は、大福もちのうち白餡とともに苺の果実を包み込
んで制作する「いちご大福」、焼き菓子は様々な地元の食材
を使用した「湯涌産の金沢柚子どら」、「老舗茶店の加賀棒
茶どら」、「河北潟の小松菜どら」、「加賀藩御用達酒蔵の梅
酒どら」、「金沢寿司屋のがりどら」、「胡桃どらやき」

18 株式会社 ウエダベーカリー

奈良県

猶原 秀和 菓子製造

【認定製品等：洋菓子（洋焼き菓子）】
新鮮なバター、卵黄が沢山つかわれブランデーの芳醇な
香りを生かした半世紀継承され続ける現代風の「ギフトブラ
ンデーケーキ」

19 ケーキハウス アキリ

広島県

秋山 由里 菓子製造

【認定製品等：洋菓子全般（洋生菓子、洋半生菓子、洋干菓
子）】
洋生菓子（ケーキ類、シュー菓子類、フィユタージュ類、
ワッフル類、デザート類）、洋半生菓子（ケーキ類、タルト・タ
ルトレット類）、洋干菓子（チョコレート類、ビスケット類）など

20 御菓子司 髙橋水月堂

大分県

髙橋 幹雄 菓子製造

【認定製品等：和菓子（最中及び生菓子）】
最中は、北海道産小豆を使用し代々続く水月最中に、「関
あじ」・「関さば」を模した「関あじ最中」・「関さば最中」、大分
県産カボスを使用した「かぼす最中」、
上生菓子は、花鳥風月・春夏秋冬で、創り上げる創造和
菓子
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21 工藤洋裁教室

北海道

工藤 泰子 婦人子供服製造

【認定製品等：婦人服、子供服】
ドレス、コート、スカートなど

22 ミキ洋装

埼玉県

三田 葉子 婦人子供服製造

【認定製品等：婦人服、服飾雑貨、リサイズ品、リメイク品】
ジャケット・スカート・ワンピース等の婦人服、バッグ等の
服飾雑貨やマスクなど。リサイズ品、リメイク品

23 仕立屋かのこ

北海道

清水 好子 和裁

【認定製品等：和服】
採寸、裁断、縫製作業を行って仕上げた和服製品。アップ
サイクル商品

24 千寿和裁 有限会社

宮城県

千坂 和子 和裁

【認定製品等：和服】
和服製作作業の１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

千坂 寿光

千坂 ゆかり

25 和裁工房多田

千葉県

多田 晴美 和裁

【認定製品等：誂え和服仕立全般】
長着（男物、女物、子供物） コート、羽織、その他衣類

26 ふとんクリニック わたや佐藤

福島県

佐藤 啓子 寝具製作

【認定製品等：ふとん、座布団、長座布団、羽毛掛ふとん、
かいまき布団】
「ゴミを出さずに良いものを直しながら使う」というエシカル
消費に基づく布団打ち直しの技術と、素材の素晴らしさを活
用した製品

27 株式会社 宮本建具

石川県

宮本 靖也 建具製作

【認定製品等：建具製作（木製建具・障子・硝子戸・襖・フラッ
シュドアー）】
オーダーメイドによるデザインフラッシュ戸・木製建具等

28 山岸建具製作所

石川県

山岸 健次 建具製作

【認定製品等：建具製作（木製建具・木工工芸品等・襖・障
子・硝子・欄間・す戸・網戸等）】
手加工・機械加工での製作伝統工法も使い日本産材を使
用する、デザインオーダーによる木製建具

29 佐藤畳店

宮城県

佐藤 芳郎 畳製作

【認定製品等：畳（国産材料を使用した畳や敷物）】
製品は、熊本県産畳表、七島いの琉球表を使用した畳。
伝統の技法を守り、考案した手法（切り戻し方）などの技法
を駆使して製作した畳や、神社・仏閣で使用する紋縁畳・拝
敷・礼盤や円形畳など

30 青山畳店

千葉県

青山 義則 畳製作

【認定製品等：畳製品】
新畳・表替え・縁付き畳・縁なし畳・別注特殊畳など

31 株式会社 青山畳店

千葉県

青山 道寛 畳製作

【認定製品等：畳製作】
熊本産のイ草を使用した「天然畳」、部屋の雰囲気を和モ
ダンに演出する「縁無し畳」や「和紙表畳」をはじめ、一般畳
に至るまで材料選びから採寸、制作まで一貫して仕上げた
畳製品と畳縁を使ったオリジナル小物

32 米井畳店

千葉県

米井 仁

畳製作

【認定製品等：畳製品（新畳、畳表替え、裏返しなどの畳工
事全般）畳小物（ミニ畳、畳携帯ケース、畳財布、畳時計、
畳バッグなど）】
使用する材料は全て国産品（熊本県産畳表や千葉県産
畳床など）を用いた畳製品（新畳、表替え工事に使用）、要
所要所を手作業に拘り仕上げる。畳小物の携帯ケースや畳
財布も熊本イ草に拘ったオリジナル商品

製品等のイメージ画像

NO

企業・事業所等名称

33 有限会社 加藤畳店

事業所
所在地

関与した一級技能士
氏名
技能検定職種

神奈川県 加藤 智与志 畳製作

加藤 興四郎

表示を認定した製品等の概要
【認定製品等：畳全般（新畳・表替・裏返・縁無畳・拝敷・二
畳台等の有職畳等）及び畳小物】
お客様のニーズに合った、こだわりの藺草や工業表（新畳
の場合は畳床）を使用して採寸・裁断・装着・納入・調整作
業まで一貫して仕上げた畳、神社仏閣で使用する有職畳、
畳縁や畳表を使用した畳小物（畳マスク、コースター、ベル
ト等）

34 水上畳店

石川県

水上 隆行 畳製作

【認定製品等：畳（新畳、表替え等）】
い草生産者がわかる畳表を使用した、製品等（新畳、表
替え等）

35 三宅畳店

岐阜県

三宅 悠介 畳製作

【認定製品等：畳製品】
材料選びから採寸・製作まで一貫して仕上げた畳製品（新
畳、表畳、紋べり畳、へりなし畳、創作畳）

36 乗本畳店

愛知県

乗本 知尚 畳製作

【認定製品等：神社仏閣で使われる伝統的な有職畳と、伝
統技法を応用して作り出すあらたな畳製品（工芸畳）や特殊
な畳等】
神具仏具として使われる「有職畳」、伝統技法を用いて応
用した「工芸畳」、綿密な計算と技術を駆使して製作する
「特殊な畳」等

37 落合畳店

愛知県

38 畳増

滋賀県

落合 勲

畳製作

德永 末夫 畳製作

【認定製品等：デザイン畳台】
ベンチやベッド等のサイズに作った木枠の台にデザイン性
豊かな多角形縁なし畳を敷いた製品

【認定製品等：畳製品及び畳へりを利用した小物製品】
畳全般（へり付き畳、半帖へりなし畳、表替え等）及び畳
べりを利用したオリジナルバッグや小物製品（コインケー
ス、カードケース、髪留め等）

德永 信子

39 有限会社 太田畳店

京都府

太田 成樹 畳製作

【認定製品等：畳（置き畳及び飾り畳）】
Coteri・・・拝敷を製造する技術を使い他業種のクッション
材を用いた乳幼児用置き畳
寿楽臺・・・地元西陣の金襴を使用し四角を有職畳の技術
を応用した飾り畳

太田 保夫

40 浜田畳店

奈良県

浜田 賢治 畳製作

【認定製品等：手縫い畳・有職畳】
本格的な畳の製作技法による繊細で美しい手縫い仕上げ
の畳、故実に基づいた有職畳

41 平田畳店

岡山県

平田 明正 畳製作

【認定製品等：畳（新畳、表替え、裏返し、フローリング用置
き畳、仏具である拝敷）】
１．新畳 部屋の採寸、畳床製作、畳表を張り畳縁を縫着
する。
２．表替え 既存畳の畳表と畳縁を新たに新調する。
３．裏返し 畳表は既存の表を裏返し、畳縁のみ新調する。

42 河上畳店

岡山県

河上 哲也 畳製作

【認定製品等：畳製品全般】
新畳、表替え、裏返し、縁なし畳、置き畳、小物類、畳全
般
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43 逢沢製畳

岡山県

秀樹 畳製作

44 株式会社 奥川畳店

福岡県

奥川 俊平 畳製作

45 有限会社 ヤマザキ美装

東京都

46 インテリア ウエスト

東京都

大竹 伯宗 表装

【認定製品等：布、紙、ビニール等の壁装施工】
特殊下地に対応した壁装施工

47 マルタ 内装

東京都

丸田 武史 表装

【認定製品等：ビニール・紙・布・和紙等の壁装材の施工】
ビニール・紙・布・和紙等の壁紙の一般、特殊施工

48 インテリア 埒見

東京都

埒見 由勝 表装

【認定製品等：布・紙・ビニール等の壁装施工】
布・紙・ビニール等の壁装材の一般・特殊工法による壁装
施工

49 サカケンプラス 株式会社

岡山県

坂根 健司 表装

【認定製品等：デジタルプリント壁紙の施工】
文字・イラスト・写真などをデザインして、印刷したデジタル
プリント壁紙の施工

50 牟田金銀細工所

佐賀県

牟田 龍一 貴金属装身具製作

【認定製品等：ブライダルを中心としたフルオーダージュエ
リーなどの貴金属装身具】
デザインから、プラチナ・ゴールドの地金の割がね、リング
の枠作り、宝石のセッティング、最終工程の研磨仕上げま
で、すべて手作業による貴金属装身具全般

51 フラワースポットマキ

石川県

藤村 牧子 フラワー装飾

【認定製品等：花束・アレンジメント（生花、プリザーブドフラ
ワー、ドライフラワー、造花）等】
お客様の要望やTPOに合わせた規格品ではないたったひ
とつの花束やアレンジメント等

52 有限会社 小西生花店

石川県

小西 拓

フラワー装飾

【認定製品等：フラワーアレンジメント・花束等】
ご要望に合わせ製作した、花束・フラワーアレンジメント等

53 かどフラワー

大分県

門 克典

フラワー装飾

【認定製品等：花のものづくり】
春、夏、秋、冬、四季のある日本で、花の手ざわり、かおり
などを活かしたフラワーアレンジメント等
「花のものづくり」とは、「フラワーアレンジメント」に加えて
「花束」、「造花」、「ブリザーブドフワラー」、「ドライフラワー」
等、フローリストが作る全般的なもの

山﨑 豊

表装

【認定製品等：畳製品全般】
畳、神社仏閣の有職畳、畳資材を用いた製品、特殊畳

【認定製品等：畳製品全般】
畳全般（畳表替え・裏返し・新調・縁無し畳・上敷き・置き畳
など）、畳の材料を使った小物など

【認定製品等：壁装材の施工】
布・紙・ビニール等の壁装材の一般・特殊工法による施工

製品等のイメージ画像

