
別紙１

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

8 中筋建工 株式会社

グッドスキルマーク認定製品等一覧（平成30年度）

№ 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

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

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
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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

20 奈良県

有限会社 アンジェ 岡山県

 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）

 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
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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

25 小関和裁師範学舎 東京都 【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
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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）

38

42

37

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

【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
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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

有限会社 山下畳商店 香川県46

【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）

【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

寄宮タタミ店 沖縄県 下地 智49
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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
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