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活動可能
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1 造園 2013-23-020-1 神谷　　豊 庭神 造園工事 愛知県 平日・日 昼間・夜間

2 造園 2013-23-027-1 村田　文男 村田緑翠園 造園工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

3 造園 2013-23-028-1 川村　敏治 (有）川村造園 造園工事 愛知県 平日・土 昼間

4 造園 2013-23-047-1 渡辺　辰也 庭辰造園 造園工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

5 造園 2013-23-063-1 大羽　秀治 庭秀 造園工事 愛知県 土・日 昼間

6 金属熱処理 2013-23-016-1 柴田　峰雄 株式会社メタルヒート 一般熱処理 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間

7 金属熱処理 2014-23-097-2 北田　一也 大同特殊鋼（株） 一般熱処理 愛知県 土 昼間

8 機械加工 2013-23-004-1 平岩　三良  普通旋盤 愛知県 土 昼間

9 機械加工 2013-23-006-1 中村　吉孝 (株)デンソー 普通旋盤 愛知県 土・日 昼間

10 機械加工 2013-23-007-1 三輪　　修 (株)デンソー 精密器具製作・フライス盤 愛知県 平日 昼間

11 機械加工 2013-23-008-1 南谷　忠雄 (株)デンソー フライス盤・数値制御フライス盤 愛知県 土・日 昼間

12 機械加工 2013-23-038-1 荒巻　幸男 ヤマザキマザック(株） マシニングセンター 愛知県 平日 昼間

13 機械加工 2014-23-101-1 福山　和武 株式会社鬼頭精器製作所 円筒研削盤 愛知県 平日 昼間

14 金型製作 2013-23-068-3 水野　幸夫 （株）長尾工業 金型製作 愛知県 月・金・土・日 昼間

15 金属プレス加工 2013-23-068-3 水野　幸夫 （株）長尾工業 金属プレス加工 愛知県 月・金・土・日 昼間

16 金属プレス加工 2014-23-126-3 森部　光次 愛知県職業能力
開発協会 金属プレス加工 愛知県 土・日 昼間

17 金属プレス加工 2014-23-127-3 姫野　光男 金属プレス加工 愛知県 土・日 昼間

18 鉄工 2013-23-012-1 高須　哲夫 製缶 愛知県・県外 平日・土・日 昼間

19 鉄工 2013-23-067-3 中村　誠次 （株）豊田自動織機　高浜工場 製缶・構造物鉄工 愛知県 水・金・土・日 昼間

20 鉄工 2013-23-013-2 西井　四郎 構造物鉄工 愛知県・県外 平日・土・日 昼間

21 鉄工 2014-23-126-3 森部　光次 愛知県職業能力
開発協会 構造物鉄工 愛知県 土・日 昼間

22 鉄工 2014-23-127-3 姫野　光男 構造物鉄工 愛知県 土・日 昼間

23 建築板金 2013-23-059-1 宇野　  賢 （有）宇野板金店 内外装板金 愛知県 平日・土 昼間

24 建築板金 2013-23-060-1 高柳　三郎 （有）高柳板金工業 内外装板金 愛知県 土・日 昼間

25 建築板金 2014-23-077-1 下山　末治 内外装板金 愛知県 土・日 昼間

26 建築板金 2014-23-083-1 菅沼　秀行 菅沼板金 建築板金 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

27 建築板金 2014-23-133-1 山内　和夫 山内板金 内外装板金 愛知県 平日 昼間

28 工場板金 2013-23-067-3 中村　誠次 （株）豊田自動織機　高浜工場 曲げ板金 愛知県 水・金・土・日 昼間

29 工場板金 2014-23-090-1 松井　宗太郎 工場板金・打出し板金 愛知県 平日 昼間

30 工場板金 2014-23-126-3 森部　光次 愛知県職業能力
開発協会 機械板金 愛知県 土・日 昼間

31 工場板金 2014-23-127-3 姫野　光男
機械板金・曲げ板金・数値制御
タレットパンチプレス板金

愛知県 土・日 昼間

32 めっき 2013-23-064-1 伊藤　  亮 太陽電化工業（株） めっき 愛知県・県外 平日・土 昼間

33 仕上げ 2013-23-009-1 西尾　涼二 (株)デンソー 機械組立仕上げ 愛知県 平日・土・日 昼間

34 仕上げ 2013-23-010-1 鈴木　克次 (株)デンソー 機械組立仕上げ 愛知県 土・日 昼間

35 仕上げ 2013-23-011-1 安部　良夫 (株)デンソー 機械組立仕上げ 愛知県 土・日 昼間

36 仕上げ 2013-23-035-1 加藤　洋一 ヤマザキマザック(株） 機械組立仕上げ 愛知県・県外 平日・土 昼間

37 仕上げ 2013-23-036-1 阿部　博二 ヤマザキマザック(株） 機械組立仕上げ 愛知県 平日 昼間

38 仕上げ 2013-23-037-1 原　　　稔 ヤマザキマザック(株） 機械組立仕上げ 愛知県 平日 昼間

平成２７年２月１３日現在
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39 仕上げ 2013-23-039-1 小幡　悟資 ヤマザキマザック(株） 機械組立仕上げ 愛知県 平日 昼間

40 仕上げ 2013-23-068-3 水野　幸夫 （株）長尾工業 治工具仕上げ 愛知県 月・金・土・日 昼間

41 仕上げ 2014-23-098-3 林田　 誠 大同特殊鋼（株） 機械組立仕上げ 愛知県 土 昼間

42 機械検査 2013-23-065-1 生田　雅彦 コサカ精工（株） 機械検査 愛知県 平日・土 昼間

43 機械検査 2014-23-102-1 石田　 健 株式会社鬼頭精器製作所 機械検査 愛知県 平日 昼間

44 機械保全 2014-23-098-3 林田　 誠 大同特殊鋼（株） 機械系保全 愛知県 土 昼間

45 機械保全
 2014-23-104-3 大内　正義 トヨタ紡織㈱ 電気系保全 愛知県 土・日 昼間

46 電子機器組立て 2014-23-099-1 長江　忠則 日立オムロンターミナルソリューションズ（株） 電子機器組立て 尾張東部 平日・土 昼間

47 電子機器組立て 2014-23-104-3 大内　正義 トヨタ紡織㈱ 電子機器組立て 愛知県 土・日 昼間

48 電子機器組立て 2014-23-108-1 吉田　松男 ㈱日立セキュリティサービス旭事業所 電子機器組立て 愛知県 平日・土 昼間

49 電気機器組立て 2014-23-104-3 大内　正義 トヨタ紡織㈱ 電気機器組立て 愛知県 土・日 昼間

50 油圧装置調整 2014-23-098-3 林田　 誠 大同特殊鋼（株） 油圧装置調整 愛知県 土 昼間

51 建設機械整備 2014-23-078-1 都築　俊幸 レンテック大敬（株） 建設機械整備 愛知県 土・日・祝日 昼間・夜間

52 農業機械整備 2013-23-043-1 平野　敏樹 ヰセキ東海(株） 農業機械整備 愛知県・県外 平日・土・日 昼間

53 紳士服製造 2014-23-116-1 加藤　賢三 オートクチュール　カトー 紳士注文服
製作 愛知県 土・日 昼間

54 紳士服製造 2014-23-117-1 青木　久男 紳士服工房アオキ 紳士注文服
製作 愛知県 平日・土・日 昼間

55 紳士服製造 2014-23-118-1 小口　丞彦 小口テーラー 紳士注文服
製作 愛知県 平日・土・日 昼間

56 和裁 2013-23-056-1 後藤　淑子 (株）後藤和裁 和服製作 愛知県 平日 昼間

57 和裁 2013-23-057-1 川崎　ひとみ (株）後藤和裁 和服製作 愛知県 平日 昼間

58 和裁 2013-23-058-1 松井　祐子 (株）後藤和裁 和服製作 愛知県 平日 昼間

59 寝具製作 2013-23-073-1 建部　武司 ふとんのタテベ 寝具製作 愛知県 平日 昼間

60 寝具製作 2013-23-074-1 建部　仁志 ふとんのタテベ 寝具製作 愛知県 平日 昼間

61 寝具製作 2013-23-075-1 建部　雅子 ふとんのタテベ 寝具製作 愛知県 平日 昼間

62 寝具製作 2014-23-084-1 丹羽　正行 丹羽ふとん店 寝具製作 愛知県 平日・土・日 昼間

63 寝具製作 2014-23-085-1 小久保　新吾 ふとんのコクボ 寝具製作 愛知県 平日 昼間

64 寝具製作 2014-23-086-1 榊原　  睦 榊原ふとん店 寝具製作 愛知県 平日・土・日 昼間

65 寝具製作 2014-23-087-1 山口　清子 山口ふとん店 寝具製作 愛知県 平日・土・日 昼間

66 寝具製作 2014-23-088-1 近田　雅司 寝具の近田 寝具製作 愛知県 平日・土・日 昼間

67 寝具製作 2014-23-089-1 林　   春代 林ふとん店 寝具製作 愛知県 平日・土・日 昼間

68 家具製作 2013-23-070-1 高橋　秀介 いすや技研 椅子張り 愛知県 平日 昼間

69 家具製作 2013-23-071-1 河村　弘己 河村木材工芸 椅子張り 愛知県 平日 昼間

70 家具製作 2014-23-096-1 柏原　正己 いす工房　椅創 椅子張り 愛知県 平日 昼間

71 建具製作 2014-23-120-1 河村　定夫 有限会社　カワムラ 木製家具
手加工 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間

72 建具製作 2014-23-121-1 藤橋　勝己 藤橋木工 木製家具
手加工 愛知県 平日 昼間

73 建具製作 2014-23-122-1 後藤　孝雄 ウッドクラフト・ゴトウ 木製家具
手加工 愛知県 土・日 昼間

74 建具製作 2014-23-123-1 後藤　純文 ウッドクラフト・ゴトウ 木製家具
手加工 愛知県 土・日 昼間

75 建具製作 2014-23-124-1 川口　秀丸 川口木工所 木製家具
手加工 愛知県 平日 昼間

76 建具製作 2014-23-125-1 川口　博敬 川口木工所 木製家具
手加工 愛知県・県外 平日・土・日・祝日 昼間・夜間
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77 プラスチック成形 2013-23-044-1 梶田　芳治 射出成形 愛知県・県外 平日 昼間

78 プラスチック成形 2013-23-045-1 浅井　照光 射出成形 愛知県 平日 昼間

79 プラスチック成形 2013-23-046-1 恩田　順一 射出成形 愛知県 平日 昼間

80 石材施工 2013-23-040-1 長岡　和敬 長岡和慶仏所 石材加工 愛知県 平日 昼間

81 石材施工 2013-23-051-1 楠名　康弘 石嶽石工業(有） 石材加工・石張り 愛知県 平日・土・日 昼間

82 石材施工 2013-23-052-1 近藤　保則 (株）近藤石材店 石材加工 愛知県 平日・土 昼間

83 石材施工 2013-23-061-1 深見　光男 深見石材店 石材加工 愛知県 平日・土 昼間

84 パン製造 2014-23-112-1 神谷　和男 有限会社
ドンチャバラ パン製造 名古屋市
近郊 平日・月 昼間

85 パン製造 2014-23-113-1 森崎　雅夫 敷島製パン
株式会社 パン製造 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間

86 パン製造 2014-23-115-1 嶋田　輝久 フジパン株式会社 パン製造 名古屋市内・
近郊平日 昼間

87 菓子製造 2013-23-041-1 山田　克哉 (株）山田餅本店 和菓子製造 愛知県 平日 昼間

88 菓子製造 2013-23-042-1 伊藤　久晴 (有）亀吉廣菓舗 和菓子製造 愛知県 平日 昼間・夜間

89 菓子製造 2013-23-053-1 北川　玉一 尾張菓子きた川 和菓子製造 愛知県・近県 平日 昼間

90 菓子製造 2013-23-054-1 服部　　功 菊里松月 和菓子製造 愛知県 平日 昼間・夜間

91 菓子製造 2013-23-055-1 野呂　　力 菓道心如月 和菓子製造 愛知県 平日 昼間

92 菓子製造 2014-23-103-1 鯉江　正広 鯉泉堂菓鋪 和菓子製造 知多半島 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

93 菓子製造 2014-23-109-1 清水　利仲 両口屋菓匠 和菓子製造 三河地方 平日 昼間

94 菓子製造 2014-23-129-1 石原　幸英 絹藤 和菓子製造 東三河地域 平日・土・日・祝日 昼間

95 菓子製造 2014-23-110-1 小島　三津雄 お菓子工房　ラ・グリュ井桁屋 和菓子製造・洋菓子製造 愛知県 平日 昼間

96 菓子製造 2014-23-111-1 小島　由記則 お菓子工房　ラ・グリュ井桁屋 和菓子製造・洋菓子製造 愛知県 平日 昼間

97 菓子製造 2013-23-076-1 田辺　悦朗 （株）プチ　フレーズ 洋菓子製造 愛知県 平日 昼間

98 菓子製造 2014-23-095-1 青山　弘幸 フクヤ洋菓子店 洋菓子製造 名古屋市内 平日 昼間

99 菓子製造 2014-23-105-1 大矢　慎治 有限会社ローザンヌ 洋菓子製造 知多・名古屋南部 平日 昼間

100 菓子製造 2014-23-106-1 久村　真由美 リヴェール二ツ坂 洋菓子製造 知多地区 平日 昼間

101 菓子製造 2014-23-119-1 磯貝　元伸 カンツバキ
新生産業（有） 洋菓子製造 尾張地域 平日 昼間・夜間

102 建築大工 2013-23-005-1 近藤　博樹 コンドウ建築 大工工事 愛知県 平日・土・日 昼間

103 建築大工 2013-23-017-1 内藤　順吉 数寄屋建築 大工工事 愛知県 土・日・祝日 昼間

104 建築大工 2013-23-018-1 村上　光治 スキヤ建築 大工工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

105 建築大工 2013-23-019-1 加藤　泰久 長楽 加藤建築 大工工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

106 建築大工 2013-23-030-1 中野　祥司 中野工務店 大工工事 愛知県 平日・土・日 昼間

107 建築大工 2013-23-031-1 戸田　和良 (有）戸和田建築 大工工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

108 建築大工 2013-23-032-1 小田　紀充 オダ工務店 大工工事 愛知県 平日・土・日 昼間

109 建築大工 2013-23-033-1 鈴木　岩男 大鈴建設(株） 大工工事 愛知県 平日・土・日 昼間

110 建築大工 2013-23-034-1 淺田　朋憲 (株）創建 大工工事 愛知県 平日・土・日 昼間

111 建築大工 2013-23-049-1 岩瀬　幸博 岩瀬住宅工房 大工工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

112 建築大工 2013-23-050-1 青井　直人 アオイ建築 大工工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間

113 建築大工 2013-23-066-1 木村　彰市 木村建築 大工工事 愛知県 日 昼間

114 建築大工 2014-23-079-1 久野　 弘 有限会社久野建設 大工工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間



登録職種 認定番号 氏名 所属 作業 活動地域 活動可能日
活動可能
時 間 帯

平成２７年２月１３日現在

厚生労働省　ものづくりマイスター認定状況（愛知県技能振興コーナー登録者）  登録職種別

115 建築大工 2014-23-080-1 富永　勝太郎 富永建築 大工工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

116 建築大工 2014-23-081-1 横地　健一 横地建築 大工工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

117 建築大工 2014-23-082-1 藤松　士朗 藤松工務店 大工工事 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

118 かわらぶき 2013-23-001-１ 磯貝　太寿 磯貝屋根工事 かわらぶき 愛知県 平日 昼間

119 かわらぶき 2013-23-002-1 星野　道人 （有）屋根星 かわらぶき 愛知県 平日 昼間

120 左官 2013-23-048-1 黒柳　保夫 黒柳左官店 左官 愛知県 平日・土 昼間

121 左官 2013-23-062-1 百合嶋　薫 （有）T・Y・G百合嶋業務店 左官 愛知県 土・日 昼間

122 左官 2013-23-069-1 佐野　祐一 佐野技建 左官 愛知県 平日 昼間

123 左官 2014-23-092-1 纐纈　勇夫 株式会社纐纈業務店 左官 愛知県 平日・土 昼間

124 畳製作 2014-23-128-1 乗本　知尚 乗本畳店 畳製作 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

125 畳製作 2014-23-130-1 石黒　美津夫 石黒畳店 畳製作 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間

126 畳製作 2014-23-131-1 落合　 勲 落合畳店 畳製作 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間

127 畳製作 2014-23-132-1 平田　 聡 平田畳店 畳製作 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

128 畳製作 2014-23-134-1 小林　泰夫 小林畳工房 畳製作 愛知県 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

129 配管 2013-23-014-1 塚原　康行 プラント配管 愛知県・県外 平日・土・日 昼間

130 機械・プラント製図 2013-23-029-1 福山　　隆 シロキ工業(株） 機械製図・手書き 愛知県 土・日 昼間

131 金属材料試験 2013-23-015-2 山本　　登 (一社）愛知県溶接協会 組織試験・機械試験 愛知県・県外 平日・土・日 昼間

132 金属材料試験 2014-23-097-2 北田　一也 大同特殊鋼（株） 組織試験・機械試験 愛知県 土 昼間

133 貴金属装身具製作 2014-23-100-1 近藤　辰也 錺工房・正 貴金属装身具製作 愛知県・県外 平日・土 昼間・夜間

134 貴金属装身具製作 2014-23-107-1 大石　守二 日本宝飾クラフト学院名古屋校 貴金属装身具製作 愛知県 平日 昼間

135 貴金属装身具
製作 2014-23-114-1 榊原　敏洋 アトリエ　ドゥー 貴金属装身具
製作 愛知県・県外 平日・土・日・祝日 昼間・夜間

136 表装 2013-23-021-1 内藤　　栄 内藤表具店 表具 愛知県 平日・土・日 昼間

137 表装 2013-23-022-1 鹿島　幸生 鹿島金生堂 表具 愛知県 平日・土・日 昼間

138 表装 2013-23-023-1 平山　直俊 平山表具店 表具 愛知県 平日・土・日 昼間

139 表装 2013-23-024-1 岩田　富喜夫 岩田千松堂 表具 愛知県 平日・土・日 昼間

140 表装 2013-23-025-1 駒田　清吉 都堂 表具 愛知県 平日・土・日 昼間

141 表装 2013-23-026-1 山田　永市 山田華陽堂 表具 愛知県 平日・土・日 昼間

142 表装 2014-23-091-1 岩田　信子 千松堂 表具 愛知県 平日 昼間

143 表装 2014-23-093-1 鬼頭　真理 真墨堂　表具店 表具 愛知県 平日 昼間

144 表装 2014-23-094-1 藤田　昌澄 藤田正和堂 表具 愛知県 平日 昼間

145 塗装 2013-23-003-1 筒井　正忠 愛知県職業能力開発協会 金属塗装 愛知県 日 昼間

146 塗装 2013-23-072-1 加賀山　徹 金属・噴霧塗装 愛知県 平日 昼間

147 電気溶接 2013-23-015-2 山本　　登 (一社）愛知県溶接協会 電気溶接 愛知県・県外 平日・土・日 昼間

148 電気溶接 2013-23-067-3 中村　誠次 （株）豊田自動織機　高浜工場 電気溶接 愛知県 水・金・土・日 昼間

149 電気溶接 2013-23-013-2 西井　四郎 電気溶接 愛知県・県外 平日・土・日 昼間

150 電気溶接 2013-23-012-2 高須　哲夫 電気溶接 愛知県 平日 昼間


