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 競技会場案内図 

幕張国際研修センター

幕張メッセ（国際展示場9・10ホール）

学校法人後藤学園 武蔵野調理師専門学校

中部職業能力開発促進センター
（ポリテクセンター中部）第28回技能グランプリ　シャトルバスの運行について

http://www.javada.or.jp/

　東海職業能力開発大学校については、最寄駅から無料のシャトルバスを運行いたし
ます。
　運行時間、発着場所につきましては、当協会のホームページをご覧ください。

千葉県千葉市美浜区ひび野1-1

千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

東京都豊島区南池袋3-12-5

愛知県小牧市下末1636-2
■ＪＲ中央本線「春日井駅」下車
　名鉄バス（桃花台東行）乗車
　「高根」下車、徒歩約10分
■名鉄小牧線「小牧駅」下車
　あおい交通ピーチバス（第二公園前行）乗車
　「上末」下車、徒歩約15分

■自動車／ JR穂積駅より30分
　　　　　 JR大垣駅より30分
■バ　ス／ JR穂積駅より岐阜バスで大野バス
　　　　　センター下車

※会場には駐車場はありません。公共の交通機関等をご利用ください

※技能グランプリ参加選手・来場者用の駐車場はございますが、台数
に限りがございます。満車の場合には駐車することができませんので、
予めご了承ください。

※技能グランプリ参加選手、来場者用の駐車場がございます。係員の
誘導に従って駐車してください。

　※技能グランプリ参加選手・来場者専用の駐車場はありません。公共の
　交通機関等をご利用ください。

JR山手線、埼京線、地下鉄丸ノ内線、
有楽町線、西武池袋線、東武東上線
池袋駅東口
西武百貨店前大通り目白方面に徒歩5分

■JR京葉線 海浜幕張駅から徒歩５分
■JR総武線 幕張駅から徒歩12分

※技能グランプリ参加選手・来場者専用の駐車場はありません。公共の交通機関等をご利用ください。

競技職種
染色補正・婦人服製作・紳士服製作・
和裁・寝具・石工・建築大工・
かわらぶき・畳製作・建築配管・
プラスチック系床仕上げ・
カーペット 系床仕上げ・壁装・
機械組立て・家具・建具・ガラス施工
貴金属装身具・印章木口彫刻・
表具・園芸装飾・ペイント仕上げ広告美術
粘着シート仕上げ広告美術・
フラワー装飾

競技職種
日本料理・
レストランサービス

競技職種
フライス盤

東海職業能力開発大学校
岐阜県揖斐郡大野町古川1-2

競技職種
旋盤

大　会　日　程

◉開会式　　平成27年２月20日（金）
　　　　　　会　場：幕張国際研修センター
　　　　　　次　第：14：30　　　　　開場・受付
　　　　　　　　　　15：30　　　　　開式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　都道府県旗入場
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国歌斉唱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催者挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来賓、大会役員紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術委員長訓辞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　選手宣誓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加証書授与
　　　　　　　　　　16：20　　　　　閉式

◉競　技　　平成27年２月21日（土）～22日（日）
　　　　　　　（「旋盤」職種は2月14日（土）及び16日（月）、「フライス盤」職種は2月8日（日））
　　　　　　　会　場：幕張メッセ（国際展示場9・10ホール）
　　　　　　　東海職業能力開発大学校
　　　　　　　中部職業能力開発促進センター（ポリテクセンター中部）
　　　　　　　学校法人後藤学園　武蔵野調理師専門学校

◉閉会式　　平成27年２月23日（月）
　　　　　　会　場：幕張国際研修センター
　　　　　　次　第：13：00　　　　　成績発表・開場・受付
　　　　　　　　　　14：00　　　　　開式
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダイジェスト映像上映
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　主催者挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省挨拶
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来賓、大会役員紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　技術委員長講評
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入賞者表彰
　　　　　　　　　　15：40　　　　　閉式

※　同会場のパーティールーム〈ルビー〉にて、一部職種の第１位作品を展示する予定です。

第28回技能グランプリ　－職種別競技日程－
会場：幕張メッセ（国際展示場９・１０ホール）

職種名 2月20日 金（開会式） 2月21日 土 2月22日 日 競技会場/作品展示 閉会式/作品展示

建 具

集合･受付 10:00
説明･下見 10:00～12:00

集合･受付  8:10
説明  8:15～ 8:25
競技  8:30～12:00
昼食 12:00～12:45
競技 12:45～15:00
休憩 15:00～15:15
競技 15:15～17:00

集合･受付   8:10
説明  8:10～ 8:20
競技   8:20～10:50
休憩 10:50～11:00
競技 11:00～13:00
打切 13:30

× ×

ガ ラ ス 施 工

集合･受付  9:30
搬入準備  9:30～12:00
下見･説明 13:00～14:00

集合･受付   9:00
説明  9:00～ 9:30 
競技  9:30～12:30
昼食 12:30～13:30
競技 13:30～16:30
打切 17:00

集合･受付  9:00
競技･搬出･撤収
  9:30～12:00
昼食 12:00～13:00
搬出･撤収 13:00～15:00

× ×

貴金属装身具

集合･受付  8:40
説明･下見  9:00～12:30

集合･受付    8:30
点呼･説明  8:40～ 8:55
競技  9:00～12:00
昼食 12:05～12:50
競技 13:00～17:00

集合･受付  8:30
点呼･説明  8:40～ 8:55
競技  9:00～12:00
昼食 12:20～13:00
作品公開 13:00～13:15
集合 13:15～13:30
片付け 13:30～

○ ○

印章木口彫刻

集合･受付 11:00
説明･下見 11:00～12:00

集合･受付    8:30
説明    8:40～08:55 
競技    9:00～12:00
昼食    12:00～13:00
競技    13:00～15:00
休憩    15:00～15:15
競技    15:15～17:15
打切    17:45

○ ○

表 具

集合･受付  8:30
説明  9:00～ 9:30
競技  9:30～12:00
昼食 12:00～12:50
競技 12:50～16:30

集合･受付  8:30
競技  9:00～12:20
昼食 12:20～13:10
競技 12:20～13:10
片付･終了式 13:30～

2月22日(日)
採点終了後～

17:00
×

園 芸 装 飾

集合･受付 11:30
説明･下見 13:00～14:30

集合･受付  8:30
説明  9:00～ 9:20
競技  9:30～12:00
昼食 12:10～12:50
競技 13:00～15:30

2月22日(日)
 9:00～13:00 ×

ペイント仕上
げ 広 告 美 術

集合･受付  9:30
説明･下見 9:30～12:00

集合･受付  8:30
説明  8:30～ 9:00
競技  9:00～12:00
昼食 12:00～13:00
競技 13:00～17:00

集合･受付   8:30
説明  8:30～ 8:45
競技  8:45～11:45 × ×

粘着シート仕
上げ広告美術

集合･受付  9:30
説明･下見  9:30～12:00

集合･受付  8:30
説明  8:30～ 9:00
競技  9:00～12:00
昼食 12:00～13:00
競技 13:00～17:00

集合･受付   8:30
説明　  8:30～ 8:45
競技  8:45～11:45 × ×

フラワー装飾

集合・受付  9:10
説明 10:00～10:10
競技  10:20～11:40
昼食 11:40～12:40
競技  12:40～13:50

× ×

職種名 2月20日 金（開会式） 2月21日 土 2月22日 日 競技会場/作品展示 閉会式/作品展示

染 色 補 正

集合･受付 11:30
説明･下見 12:00～13:00

集合･受付 8:30
説明 8:40～ 8:50
競技 9:00～12:00
昼食 12:10～12:50
競技 13:00～17:00

集合･受付 8:30
競技 9:00～12:00

× ○

婦 人 服 製 作

集合･受付  10:00
説明･下見 10:00～12:00

集合･受付  8:20
説明  8:30～ 9:00
競技  9:00～12:00
昼食 12:00～12:55
競技 13:00～17:00

集合･受付  8:40
競技  9:00～12:00 2月22日（日）

12:40～ ○

紳 士 服 製 作

集合･受付 10:00
説明･下見 10:00～12:00

集合･受付   8:30
説明  8:40～ 8:55
競技  9:00～12:00
昼食 12:00～12:55
競技 13:00～17:00

集合･受付  8:30
説明  8:40～ 8:55
競技  9:00～12:00
昼食 12:20～13:00

公開審査時 ○

和 裁

集合･受付  11:00       
説明･下見  11:10～11:30

集合･受付   8:15
説明  8:20～ 9:00
競技  9:00～12:00
昼食 12:00～12:45
競技 12:45～15:45

集合･受付   8:40
競技  9:00～12:00

○ ○

寝 具

集合･受付  11:30
説明･下見 12:00～

集合･受付  8:40
説明  8:50～ 9:00
競技  9:10～12:20
昼食 12:20～13:10
競技 13:10～14:50

× ×

石 工

集合･下見  13:00 集合･受付  8:00
説明･工具点検 8:00～ 8:30
競技  8:30～10:15
休憩 10:15～10:30
競技 10:30～12:00
昼食 12:00～13:00
競技           13:00～15:00
休憩 15:00～15:15
競技           15:15～17:00

集合 8:00
準備 8:00～ 8:30
競技 8:30～10:00
休憩 10:00～10:15
競技 10:15～11:45 × ○

建 築 大 工

集合･受付   10:30
説明･下見 11:00～12:00

集合･受付  8:30
説明  8:35～ 8:50
競技  9:00～12:00
昼食 12:00～13:00
競技 13:00～15:00
休憩 15:00～15:15
競技 15:15～17:30

集合･受付  8:30
説明  8:35～ 8:50
競技  9:00～12:00
昼食 12:00～13:00
競技 13:00～14:15

2月22日(日)
14:30～14:40 ○

か わ ら ぶ き

集合･受付   8:40
説明･下見   9:30～12:00

集合･受付  8:30
説明  8:30～ 8:45
競技  8:45～10:15
休憩 10:15～10:30
競技 10:30～12:00
昼食 12:00～13:00
競技 13:00～14:45
休憩 14:45～15:00
競技  15:00～16:45

集合･受付    8:30
競技  8:45～10:15
休憩 10:15～10:30
競技 10:30～12:30 2月22日(日)

15:00～17:00 ×

畳 製 作

集合･受付   9:30
説明･下見  10:00～12:00

集合･受付  9:00
説明  9:30～10:00
競技 10:00～12:00
昼食 12:00～13:00
競技 13:00～16:00

× ○

建 築 配 管

集合･受付　      　　  9:30
説明･下見    9:40～12:00

集合･受付  8:15
説明  8:25～ 8:45
競技  8:45～10:15
休憩 10:15～10:30
競技 10:30～12:00
昼食 12:00～13:00
競技 13:00～14:45
休憩 14:45～15:00
競技 15:00～17:00

2月21日（土）
17:00～17:30 ○

プラスチック
系 床 仕 上 げ

集合･受付 8:45
説明 9:00～ 9:30
競技 9:30～14:00
昼食 14:00～14:30

× ×

カ ー ペ ッ ト
系 床 仕 上 げ

集合･受付 8:45
説明 9:00～ 9:30
競技 9:30～14:00
昼食 14:00～14:30

× ×

壁 装

集合･受付  8:30
説明  9:00～ 9:30
競技  9:30～11:30
昼食 11:30～12:20
競技 12:20～14:50

2月22日（日）
採点時～17:00 ×

機 械 組 立 て

集合･受付  8:30
説明･抽選  8:35～ 9:00
工具展開  9:00～10:30
工具点検･ボール盤操作
 10:30～11:30
説明 11:30～12:00

集合･受付  8:15
説明  8:30～ 9:00
競技  9:00～12:00
昼食 12:00～13:00
競技 13:00～16:00
打切 16:30

○ ○

家 具

集合･受付  9:30
説明･下見  9:30～12:00

集合･受付  8:15
説明  8:15～ 8:45
競技  8:45～12:00
昼食 12:00～12:55
競技 13:00～15:00
休憩 15:00～15:15
競技 15:15～17:00

集合･受付  8:00
説明   8:00～ 8:15
競技   8:15～11:15
休憩 11:15～11:30
競技 11:30～13:00
打切 13:30

○ ×

会場：学校法人後藤学園　武蔵野調理師専門学校

職種名 2月20日 金（開会式） 2月21日 土 競技会場/作品展示 閉会式/作品展示

日 本 料 理

2月20日（金） 
（開会式）
集合･受付  9:30
説明･下見  10:00～12:00

集合･受付  8:30
説明  9:30～10:00
第１課題 10:00～11:00
休憩 11:00～11:30
第２課題  11:30～12:10
昼食 12:10～13:10
第３課題  13:10～13:50
休憩 13:50～14:20
第４課題  14:20～15:20

2月21日（土）
11:00～15:40 ×

レ ス ト ラ ン
サ ー ビ ス

受付･集合  9:00～ 9:20
説明･下見  9:35～ 9:55
競技 10:00～11:50
競技 13:30～16:15
総評･挨拶 16:20

一部展示 ×

会場：東海職業能力開発大学校

職種名 2月13日 金 2月14日 土 2月15日 日 2月16日 月 競技会場
作品展示

閉会式
作品展示

旋 盤

Ａグループ
集合･受付  8:30
説明･工具展開  8:40～10:20
試し削り 10:20～11:10
説明等 11:10～12:00

Ａグループ
集合･受付  8:30
説明  8:40～ 9:00
競技  9:00～12:00
昼食 12:00～13:00
競技 13:00～15:30
打切 15:45
提出 16:00

Ｂグループ
集合･受付  8:30
説明･工具展開  8:40～10:20
試し削り 10:20～11:10
説明等 11:10～12:00

Ｂグループ
集合･受付   8:30
説明  8:40～ 9:00
競技  9:00～12:00
昼食 12:00～13:00
競技 3:00～15:30
打切 15:45
提出 16:00

○ ○

会場：中部職業能力開発促進センター（ポリテクセンター中部）

職種名 2月7日 土 2月8日 日 競技会場
作品展示

閉会式
作品展示

フ ラ イ ス 盤

持参工具搬入
  9:00～12:30
集合･受付･説明 13:30
工具展開 14:00～14:45
試し削り 15:00～16:30

集合･受付･説明  9:00
競技  9:30～12:00
昼食 12:00～12:45
競技 13:00～15:30
打切 15:45

○ ○


