
認定№ 企業・事業所等名称
事業所
所在地

表示を認定した製品等の概要 製品等のイメージ画像

氏名 技能検定職種

阿部 敏樹
福島 敏道
坪坂 秀樹
山本 正人
幸山 和樹
青木 啓和

46

たい焼き工房　土九 石川県 土本 勝洋 菓子製造 【認定製品等：和菓子（焼菓子、餅菓子、饅頭
等）】
　金沢たい焼き（粒餡）、りんごカスタード、五
郎島金時、能登大納言＆白玉入り抹茶クリー
ム、アイス入りたい焼き、土九の芋ようかん、
いちご大福等。石川県産丸芋を使用した薯蕷
饅頭等

酒井 啓子

西村 春枝

木多 美樹子

58

愛針和裁 石川県 浅野 小菊 和裁 【認定製品等：和服（振袖、訪問着、コート、舞
台衣装等】
　採寸、裁断、縫製作業を行い仕上げた振
袖、訪問着、コート、舞台衣装等

遠藤 毅

遠藤 外数

70

赤坂建具工芸 石川県 赤坂 敏昭 建具製作 【認定製品等：キリコ】
　能登地方に伝わるキリコのミニチュアを石川
県木（能登ひば・档）で作製した能登キリコ

83

やまや畳店 石川県 山谷 禎雅 畳製作 【認定製品等：畳（新畳及び表替）】
　各作業を一貫して行う仕上げ新畳表替え等
の製品、オリジナル畳縁を仕様した新畳、表
替え、畳縁雑貨等

技能検定職種

中島 正巳

中島 正士

加田 義満

加田 佑輔

吉井 優矢

新木 弘造

充寛 充寛

槻 昂

東野 武

木本 大輔

野田 篤永

廣瀨 司

令和２年度 グッドスキルマーク認定製品等一覧（石川県）

8

柳昌建設　株式会社 石川県 柳谷 一也 とび 【認定製品等：足場工事】
　建設現場の足場工事

15

柳昌建設　株式会社 石川県 型枠施工 【認定製品等：型枠工事】
　材料を拾い出し、原寸加工、スミ出し、建込、
コンクリート打設、型枠解体、そして完成といっ
た手順で施工スルコンクリート建造物の施工

関与した一級技能士等

55

酒井啓子洋裁教室 石川県 婦人子供服製造 【認定製品等：注文婦人服】
　タウンウエア、ドレス（洋服リメイクも含む）、
着物（和服）をリメイクしたドレススーツ、ブラウ
ス等

69

建具の遠藤 石川県 建具製作 【認定製品等：木製建具、木工工芸品】
　伝統的組子加工、あらゆる技法によるオー
ダーメイドの建具及び行灯、衝立、屏風等、木
製工芸品

令和元年度 グッドスキルマーク認定製品等一覧（石川県）

認定№ 企業・事業所等名称
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

氏　名

29

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

32

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



38

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

39

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

小谷 達也

小谷 勇貴

50

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

竹山 雅万

竹山 修司

竹山 教子

竹山 忠行

54

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

57

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

58

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

59

𠮷本畳店 石川県 𠮷本 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）

60

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

技能検定職種

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

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

49

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

平成３０年度グッドスキルマーク認定製品等一覧（石川県）

認定№ 企業・事業所等名称
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

氏名

53

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

2 



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

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

鶴見 健一

鶴見 昌平

技能検定職種

3

塩屋印房 石川県 塩屋 正晴   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。

製品等のイメージ画像
氏名

63

株式会社ツルミ印舗 石川県  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

平成２９年度グッドスキルマーク認定製品等一覧（石川県）

認定№ 企業・事業所等名称
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

3 


