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１ 卓越技能者 

職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

金属工作機

械工 

山口 哲也 株式会社東芝 生

産技術センター 

（横浜市磯子区） 

機械加工における研削工程で複雑かつ高

精度を要求される部品の精度追求や作業

改善に努め、品質・コスト・納期の確保

に成果を上げてきた。高精度レンズ成形

金型の高度加工の実現やガスマニホール

ド成形用金型の早期具現化に貢献した。 

金属工作機

械工 

山本 弘一 株式会社ミツトヨ 

川崎工場 

（川崎市高津区） 

機械加工を中心とした研削加工におい

て、精密測定機の重要な機械加工部品を

0.1 マイクロメートルのレベルまで仕上

げる技能を有している。機械加工や光学

加工部門の品質改善、原価低減及び新商

品の早期立ち上げに貢献した。 

金属手仕上

工 

沼能 幸司 いすゞ自動車株式

会社 藤沢工場 

（藤沢市） 

専用機組立作業における部品検査・組

立・配管・配線・調整作業や、仕上げ作

業での機械のオーバーホール・摺動面の

摺り合わせ当たり確認など多岐にわたり

技能を有している。国内のみならず海外

企業向けエンジンの開発、生産にも貢献

している。 

金属プレス

工 

布施 浩行 日産自動車株式会

社 追浜工場 

（横須賀市） 

小型プレス機械から大型トランスファー

機械まであらゆる設備を活用して超難成

形のプレス加工を実現させてきた。ブラ

ンキング、プレス設備ともにスチールと

アルミ材を同じ設備で生産できるように

搬送方法を工夫し、生産性の高いプレス

加工の実現を果たしてきた。 

一般機械器

具組立工 

江澤 宏一 キャノン株式会社 

川崎事業所 

（川崎市幸区） 

「超精密機械装置」の組立に必要な技

能・知識を有している。形状精度 10 ナノ

メートル PV、表面粗さ 1 ナノメートル PV

を実現する超精密研削加工機の製作によ

り、高精度、高機能な光学素子の製品、

製造に寄与した。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

一般機械器

具組立工 

小山内 俊文 日産自動車株式会

社 座間事業所 

（座間市） 

車体溶接工程での生産設備の回路を早く

正確に作ることに優れている。新型車生

産ラインの立ち上げにおいても、図面か

ら的確かつ迅速に設備動作を理解し、起

こりうる課題を事前に回路に織り込む高

い技能を発揮した。 

発電機・電

動機組立工 

滝井 洋一 富士電機株式会社 

川崎工場 

（川崎市川崎区） 

大型火力、水力発電設備の発電機総合組

立作業に長年従事し、発電機に関しては

職種・タイプを問わず確かな技能と豊富

な経験の裏付けにより品質・納期・コス

トに対し大きな貢献を果たしてきた。 

電気通信機

械器具組立

工 

平田 直樹 株式会社日立アド

バンストシステム

ズ 

（横浜市戸塚区） 

海上自衛隊の艦船搭載装置の製造に長年

従事し、艦船搭載情報処理システム装置

において、長期間に亘る使用に耐え得る

組立技能及び使用空間が限定されること

による高密度での組立技能の両方を兼ね

備えた高い技能を有している。 

船舶ぎ装工 佐藤 弘治 住友重機械マリン

エンジニアリング

株式会社 横須賀

造船所 

（横須賀市） 

新造船の開発・設計において、管製作に

おける技術面・工作面の両観点から最適

工法を詳細に検討し、造りやすさと材料

コストのバランスに優れた設計や工作法

を提案し、管製作を中心とした新造船の

作業能率向上に大きく寄与してきた。 

輸送用機械

器具組立工 

近藤 剛 プレス工業株式会

社 藤沢工場 

（藤沢市） 

完成車両のスポット溶接・アーク溶接組

立の生産ライン立ち上げから量産ライン

の維持改善業務に従事し、特に、薄板・

厚板で構成され寸法精度や外観で厳しい

品質を要求されるパネル部品・組立の玉

成、製品の仕上げ・修正に関し高い技能

を有している。 

輸送用機械

器具組立工 

中沢 伸也 プレス工業株式会

社 川崎工場 

（川崎市川崎区） 

穴あけ・溶接組立ライン及び、部品組立

ラインにおいて、ライン作業の改善・効

率的な作業方法への見直しを図り、生産

性の向上に寄与した。フレームの技能の

知識、経験に加え、ユニット組立・デフ

組立業務の知識・経験についても深い造

詣をもっている。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

婦人・子供

服仕立職 

和田 久美子 久美洋裁店 

（茅ヶ崎市） 

神奈川県洋裁組合連合会の行事に積極的

に参加し、知識・技能ともに優れてい

る。技能検定においても検定委員として

長く貢献している。 

和服仕立職 軍司 たつ子 軍司和裁 

（厚木市） 

高校卒業から現在に至るまで一貫して和

裁の仕事に携わり、高度成長期の和裁所

では皇室、政財界の仕事を多く手掛け

た。打掛けなど古典物を得意とし、コー

トの変り襟、長羽織など流行ものにも定

評を得ている。 

建築大工 樋口 吉平 伸光建設 

（相模原市南区） 

大工職一筋 60 年以上にわたる経歴を持

ち、既存の建築技法を踏襲しつつ、効率

的な作業手順を確立し、生産性の向上に

大きく貢献している。相模大野建設組合

の役員として後進指導に尽力し、業界の

発展に貢献している。 

型枠大工 髙橋 豊 株式会社トヨテッ

ク 

（横浜市泉区） 

型枠工事に幅広く携わり、職務従事によ

り培った知識と技能を有している。湘南

国際村センター新築工事において、長年

の経験と技術で完工するなどの功績によ

り、厚生労働大臣安全優良職長賞を受賞

した。 

左官 菅野 清代己 菅野工業 

（川崎市幸区） 

左官の伝統工法から現代工法まで幅広く

熟達し、作業の手際が良いことに定評が

あり、質の高い技能と知識を持ち合わせ

ている。神奈川県左官業組合連合会理事

として 13 年間務め、技能インストラク

ターとして左官後継者の指導育成に尽力

した功績は大きい。 

左官 柴田 勝義 有限会社勝峰左官

工業 

（茅ヶ崎市） 

左官作業に長年従事し、培った知識と技

能を有している。神奈川県左官業組合連

合会において、平成 18 年から理事を務

め、また、平成 28 年からは藤沢市技能

職団体連絡協議会の副会長も務め、県内

の小中高校に職業体験として訪問活動等

を行っている。        

 

 

 

 



 4

職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

建築板金工 海藤 定吉 有限会社海藤板金 

（横浜市都筑区） 

建築板金職人として、一般住宅、神社・

仏閣等の施工工事において、蓄積した技

能・技術による精度の高い工事をしてお

り、厚い信頼と評価を得ている。永年に

わたり蓄積した伝統的技能のみならず、

常に新しい素材や施工法に意欲的に取り

組んでいる。 

石工 花塚 孝二 株式会社花塚石材

店 

（横浜市西区） 

石工事全般に卓越した技能を有してお

り、橋梁工事の親柱・地覆石等の施工に

おいて大きな振動に耐え得る施工法の確

立や、石畳舗装工事において熱膨張の歪

みによる破壊や接着施工方法及び養生期

間を見極め、壊れにくい石畳施工を行っ

ている。 

木製建具製

造工 

佐藤 慎司 佐藤建具工房 

（秦野市） 

建具伝統技術である「組子」技術に特化

し、多くの技法を用いた作品を世に送り

出し、高い評価を得ている。地元神奈川

の老舗旅館から客室や店内に灯す行灯の

製作依頼が入るなど、観賞用だけでな

く、実際に使用する作品も作り出してい

る。 

酒類製造工 滝沢 英昭 メルシャン株式会

社 藤沢工場 

（藤沢市） 

ワイン製造の全ての工程に亘って熟知

し、安定したワインを製造する技能を有

している。製造工程の節目ごとに数値に

は表れない微妙な違いを、目、鼻、舌で

確認するテイスティング能力に優れ、ワ

インの品質を維持する技能を有してい

る。 

美容師 後藤 雅紀 Wind and Sea 

HAIR 

（平塚市） 

ヘアスタイルをファッションの一部とし

て、技術と感性に磨きをかけ、独自の世

界観で作品を作り上げている。全日本美

容講師会創作委員として発表会に出場

し、全国から参加する美容師に新しい技

術を披露し、発信している。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

日本料理調

理人 

近藤 正彦 株式会社吉池旅館 

（足柄下郡箱根

町） 

日本料理の基本理念形式、作法を理解

し、伝統を守りながらその時代、時代に

あった新しい料理を考案しており、基本

を崩さず作り出す技量を兼ね備えてい

る。地産地消の献立の作成やお昼の会席

料理の開発等高い評価を得ている。 

家具類内張

工 

藤元 晶扇 晶扇コーポレーシ

ョン 

（秦野市） 

椅子、ソファー、製造張替に長年培った

技能を有しており、座り心地を追求した

素材選択や、柄物の状況に応じた柄合わ

せをする技能は卓越している。椅子、ソ

ファーの研究・実験を通じて耐久性を上

げ、生産性の効率化を行った。 

表具師 鈴木 浩 株式会社鈴直 

（横須賀市） 

表具、内装全般の技能を習得し、大幅掛

軸の作品のほか、写真や漫画を用いた作

品など、斬新で個性的な発想は全国より

高い評価を得ている。大山阿夫利神社等

多くの寺院仏閣や記念艦三笠の掛軸、

額、屏風、襖等の仕立て直しを手掛けて

いる。 

塗装工 山本 直充 服部塗装株式会社 

（藤沢市） 

金属塗装工程全般から管理業務まで行っ

ており、精密機器の極小部品への繊細な

塗装や耐候性・耐熱性を要求される設備

機器への塗装について、極めて優れた技

能・技術をもって品質の安定に努めてい

る。 

畳工 織田 友昭 織田畳店 

（小田原市） 

神社仏閣等における敷畳の高度な技術や

縁無し琉球表畳等の伝統的な技能を有し

ている。国の登録記念物に指定されてい

る箱根強羅公園内の茶室琉球表や、小田

原市の国登録有形文化財の旧大倉男爵邸

の畳の製作を行った。 

室内装飾工 金城 充彦 インテリアカナシ

ロ 

（横浜市鶴見区） 

長年にわたりカーペット、プラスチック

作業に従事し、優れた技能が認められ、

表彰されている。（一社）神奈川県内装

仕上技能士会の現在副会長として会長と

共に業界関係者と意見交換を行い、技能

向上を図っている。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

広告美術工 浅水屋 美枝 浅水屋カンバン店 

（川崎市幸区） 

広告美術において、デザインはもちろ

ん、数多くの現場経験を活かし、工夫を

凝らした高い技能を有している。平成

26 年から神奈川県広告美術協会の監事

として、平成 28 年からは専務理事とし

て協会の運営を支えている。 

フラワー装

飾師 

小林 みつえ ユリフラワーデザ

インスクール川上

教室 

（横浜市磯子区） 

フラワーデザインにおいて、特にブライ

ダル関係の技能に優れ、クイーンエリザ

ベス号結婚式装飾、ホテル式場の装飾を

多数手掛けた。近年は、ワイヤーやビー

ズ、布などと花を使い、花の持つ可能性

をいろいろな角度から捉えた作品を手掛

けている。 
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２ 優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

1 金属工作機械工 阿久根 達也 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

2 金属工作機械工 五日市 秀憲 
リコーインダストリー株式会社 

本社事業所 

3 金属工作機械工 植木 龍春 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

4 金属工作機械工 小野寺 史 
リコーインダストリー株式会社 

本社事業所 

5 金属工作機械工 小山 竜次 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

6 金属工作機械工 清水 文男 プレス工業株式会社 藤沢工場 

7 金属工作機械工 住田 博宣 株式会社ミツトヨ 川崎工場 

8 金属工作機械工 鍋島 隆 三菱プレシジョン株式会社 

9 金属工作機械工 野村 充 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

10 金属工作機械工 早朝 隆文 川本重工株式会社 横須賀工場 

11 金属工作機械工 増田 雄一 日産自動車株式会社 横浜工場 

12 電気溶接工 浅利 清貴 プレス工業株式会社 川崎工場 

13 電気溶接工 池田 悟 
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 

横須賀造船所 

14 電気溶接工 江成 英司 三菱重工業株式会社 

15 電気溶接工 中島 美幸 三進工業株式会社 

16 原動機組立工 池田 周史 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

17 原動機組立工 岸 弘之 三菱重工業株式会社 

18 原動機組立工 栗原 康信 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

19 
その他の一般機械器

具組立工 
小松 博臣 株式会社東芝 生産技術センター 

20 
その他の一般機械器

具組立工 
小宮 芳雄 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

21 
その他の一般機械器

具組立工 
志村 真樹 日産自動車株式会社 座間事業所 

22 
その他の一般機械器

具組立工 
森川 浩一 ヨコキ株式会社 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

23 一般機械器具修理工 赤坂 智明 日産自動車株式会社 横浜工場（３地区） 

24 一般機械器具修理工 釼持 龍 
富士フイルムエンジニアリング株式会社 

足柄本社 

25 一般機械器具修理工 佐藤 秀明 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

26 一般機械器具修理工 高畑 安則 株式会社東洋内燃機工業社 

27 一般機械器具修理工 都甲 健三 日産自動車株式会社 追浜工場 

28 一般機械器具修理工 野下 圭介 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

29 一般機械器具修理工 橋本 健一 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

30 一般機械器具修理工 山田 博明 
日立オートモティブシステムズ株式会社 

パワートレイン＆セーフティシステム事業部 

31 
発電機・電動機組立

工・修理工 
具志堅 朗 富士・フォイトハイドロ株式会社 

32 
発電機・電動機組立

工・修理工 
山中 隆 富士電機株式会社 川崎工場 

33 
発電機・電動機組立

工・修理工 
渡部 光春 富士電機株式会社 川崎工場 

34 電気機械器具組立 井原 伸行 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

35 
電子応用機械器具組

立工 
小櫃 豊 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

36 
電子応用機械器具組

立工 
曽根田 広平 

東芝インフラシステムズ株式会社 

小向事業所 

37 電気工事作業者 森 征輝 株式会社 IHI 横浜工場 

38 自動車組立工 福田 直人 
日立オートモティブシステムズ株式会社 

パワートレイン＆セーフティシステム事業部 

39 
自動車整備・修理・

板金工 
飯塚 晋 ネッツトヨタ横浜株式会社横須賀中央店 

40 船舶ぎ装工 斎藤 有司 
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 

横須賀造船所 

41 
輸送用機械器具検査

工 
常住 英夫 日産テクニカルセンター 

42 和服仕立職 木村 鈴代 木村和裁 

43 和服仕立職 田中 富枝 きもの仕立ておい川 

44 建築大工 乾 亮 有限会社乾建設 

45 建築大工 佐藤 博 有限会社佐藤住宅建築 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

46 建築大工 内藤 照永 有限会社内藤工務店 

47 建築大工 成田 悟 成田建築 

48 型枠大工 鎌本 渡 誠勝建設株式会社 

49 建築とび工 石井 寿一 有限会社鳶 石井組 

50 建築とび工 金井 康悦 鳶亀 金井組 

51 建築とび工 森屋 知之 森屋工設 

52 かわらふき工 堀切 洋生 株式会社堀切瓦堂 

53 左官 五十嵐 孝雄 五十嵐左官工業 

54 左官 長谷川 元春 長谷川左官タイル工業 

55 左官 畑ヶ谷 孝 畑ヶ谷建物有限会社 

56 建築塗装工 伊藤 大泰 原田美装株式会社 

57 建築塗装工 大日向 誠 有限会社清光塗装店 

58 建築板金工 佐藤 広章 佐藤板金工業 

59 建築板金工 山内 昭次 有限会社山内板金工業 

60 ガラス製品加工工 小林 隆 株式会社ニコン 

61 石工 加藤 貞一 有限会社石一加藤石材店 

62 石工 佐々木 雅俊 株式会社佐々木石材店 

63 石工 鈴木 重治 有限会社石源鈴木石材店 

64 木製建具製造工 大井 真 有限会社大井建具店 

65 水産ねり物製造工 木下 稔 鈴廣かまぼこ株式会社 

66 理容師 川上 正博 Cooya new hair 

67 衣装着付師 尾崎 弘子 神奈川北きもの着付士能力開発校 

68 美容師 白水 秀毅 HAIR WEED 

69 日本料理調理人 板垣 孝一 ホテル河鹿荘 

70 日本料理調理人 望月 照晃 株式会社ザ・ニューオークラ 

71 表具師 石渡 晃 石渡表具店 

72 表具師 所 敬芳 有限会社トータルインテリア所表具店 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

73 畳工 杉本 孝男 杉本畳店 

74 畳工 関口 純生 関口畳店 

75 内装仕上工 唐澤 真人 唐沢インテリア 

76 印章彫刻工 大賀 雅雄 大賀堂印房 

77 フラワー装飾師 安西 朴 有限会社安西生花店 

78 貴金属細工加工工 増田 安日出 ジュエル増田 

79 
ソフトウェア開発エ

ンジニア 
根米 竹虎 日産自動車株式会社 総合研究所 
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３ 青年優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所 

1 鋳物工 伊藤 頻希 日産自動車株式会社 横浜工場 

2 圧延工 松舟 祐也 JFE スチール株式会社 東日本製鉄所 

3 金属工作機械工 飯塚 寛崇 三菱プレシジョン株式会社 

4 金属工作機械工 内田 翔吾 
日立オートモティブシステムズ株式会社 

パワートレイン＆セーフティシステム事業部 

5 金属工作機械工 江口 和輝 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

6 金属工作機械工 葛西 駿介 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

7 金属工作機械工 勝呂 俊介 
リコーインダストリー株式会社 

本社事業所 

8 金属工作機械工 鈴木 慎 株式会社東芝研究開発センター 

9 金属工作機械工 瀧口 一平 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

10 金属工作機械工 田中 昭宏 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

11 金属工作機械工 西田 拓也 株式会社リコー テクノロジーセンター 

12 金属プレス工 折川 洋太 プレス工業株式会社 藤沢工場 

13 金属プレス工 中山 竜 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

14 製かん工 田野 智啓 三進工業株式会社 

15 製かん工 松林 結也 プレス工業株式会社 藤沢工場 

16 電気溶接工 菊地 顕大 
住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 

横須賀造船所 

17 電気溶接工 喜屋武 秀人 株式会社 IHI 横浜工場 

18 電気溶接工 山﨑 佳介 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

19 原動機組立工 荒井 真 富士電機株式会社 川崎工場 

20 原動機組立工 若月 翔太 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

21 
その他の一般機械器

具組立工 
朝山 徹也 株式会社東芝研究開発センター 

22 
その他の一般機械器

具組立工 
沖野 勇気 日産自動車株式会社 座間事業所  
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番号 職 種 氏 名 所属事業所 

23 
その他の一般機械器

具組立工 
笹田 惣汰 株式会社東芝 生産技術センター 

24 
その他の一般機械機

具組立工 
長沢 栞 日産自動車株式会社 追浜工場 

25 一般機械器具修理工 植垣 光廣 日産自動車株式会社 横浜工場 

26 一般機械器具修理工 角田 光太朗 
日立オートモティブシステムズ株式会社 パワ

ートレイン＆セーフティシステム事業部 

27 一般機械器具修理工 鈴木 尚斗 JFE スチール株式会社 東日本製鉄所 

28 一般機械器具修理工 千坂 航 三菱重工業株式会社 

29 一般機械器具修理工 武藤 翼 日産自動車株式会社 横浜工場（３地区） 

30 一般機械器具修理工 森下 遼太 
日立オートモティブシステムズ株式会社 パワ

ートレイン＆セーフティシステム事業部 

31 
発電機・電動機組立

工・修理工 
石井 裕哉 

東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

32 
発電機・電動機組立

工・修理工 
大平 和義 富士電機株式会社 川崎工場 

33 
発電機・電動機組立

工・修理工 
六反田 了 富士・フォイトハイドロ株式会社 

34 電気機械器具組立工 田中 直仁 三菱重工業株式会社 

35 電気機械器具組立工 田頭 勇気 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

36 電気機械器具組立 忍足 俊晃 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

37 電気機械器具組立 山水 空 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

38 
電気通信機械器具組

立工・修理工 
貞包 彬 

東芝インフラシステムズ株式会社 

小向事業所 

39 
電子応用機械器具組

立工 
松田 勝平 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

40 電気工事作業者 荻野 裕星 株式会社テクノキャリア 

41 自動車組立工 伊藤 勇希 
日産自動車株式会社 

先進技術開発センター 

42 自動車組立工 佐藤 卓也 プレス工業株式会社 川崎工場 

43 自動車組立工 森田 敦貴 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

44 
航空機組立工・整備

工 
間宮 英明 三菱プレシジョン株式会社 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所 

45 
輸送用機械器具検査

工 
田中 進 

住友重機械マリンエンジニアリング株式会社 

横須賀造船所 

46 
輸送用機械器具検査

工 
柾屋 貴紀 日産自動車株式会社  

47 建築大工 若菜 貴幸 有限会社若菜工務店 

48 建築とび工 佐藤 一輝 株式会社幸輝土建 

49 建築とび工 杉本 一平 株式会社鳶 杉本工務店 

50 かわらふき工 浅野 晃平 株式会社侍田商店 

51 左官 加藤 健太 平間工業有限会社 

52 左官 鈴木 義明 株式会社鈴壱 

53 配管工 鈴木 俊也 三進工業株式会社 

54 建築塗装工 鈴木 啓太 株式会社ハウスリファイン 

55 建築板金工 石本 星那 有限会社間川板金工業所 

56 建築板金工 監物 公生 有限会社金子板金工業 

57 窯業原料工 松吉 勇哉 株式会社ニコン 

58 理容師 斎藤 晃貴 ホンダプレミアヘアー 

59 理容師 佐々木 康介 株式会社玄 

60 美容師 附田 美沙希 株式会社スズラン美容室 

61 塗装工 川崎 浩史 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

62 金属塗装工 鈴木 大志 
三菱電機株式会社 

鎌倉製作所(相模工場） 

63 広告美術工 天野 沙織 株式会社アクト 

64 製図工、写図工 杉谷 章宏 日産自動車株式会社 総合研究所 
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４ 認定職業訓練実施優良事業所・団体 

番号 事業所・団体名 

1 ジャストビューティ株式会社 

2 C-LOOP UNITED 運営協会 

 

 

５ 技能検定推進優良事業所・団体 

番号 事業所・団体名 

1 株式会社メイテック 

2 株式会社ＩＨＩ横浜事業所 

3 神奈川県さく井協会 
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６ 第 30 回技能グランプリ特別優秀技能者 

成績 職 種 氏 名 所属事業所名 

銀賞 壁装 五十嵐 俊之 長谷五十嵐表具店 

銀賞 壁装 人見 友昭 インテリアひとみ 

銀賞 旋盤 矢崎 慎悟 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

銀賞 貴金属装身具 田坂 晃洋 有限会社アトリエ マイエドール 

銀賞 日本料理 望月 照晃 株式会社ザ・ニューオークラ 

銅賞 
プラスチック系床

仕上げ 
山本 一幸 内装山本 

銅賞 旋盤 吉川 真司 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

銅賞 建具 大井 真 有限会社大井建具店 

銅賞 表具 鈴木 雄太 株式会社鈴直 

敢闘賞 畳製作 関口 純生 関口畳店 

敢闘賞 壁装 多久和 聡 株式会社ＰＭＡインテリア 

敢闘賞 
粘着シート仕上げ

広告美術 
土井 真由美 株式会社タイホー 

敢闘賞 タイル張り 土屋 忠宣 横浜タイル工房 

 


