
（敬称略）

職種 氏名 ふりがな 現住所 所属事業所名

1 鋳物工 大澤　睦 おおざわ　あつし 大府市 愛三工業(株)

2 鋳物工 梶田　均 かじた　ひとし 東海市 (株)豊田自動織機

3 金属熱処理工 柴田　峰雄 しばた　みねお 安城市 (株)メタルヒート

4 金属熱処理工 早川　義弘 はやかわ　よしひろ 安城市 内藤誘機工業(株)

5 金属熱処理工 中川　幸宏 なかがわ　ゆきひろ 大府市 日高工業(株)

6
その他の金属材料製造
の職業 森山　冨男 もりやま　とみお 安城市

アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

7 金属工作機械工 簗瀬　照彦 やなせ　てるひこ 知立市 (株)デンソー

8 金属工作機械工 鶴岡　正明 つるおか　まさあき 豊田市 トヨタ自動車(株)

9 金属工作機械工 中野　博之 なかの　ひろゆき 豊田市 アイシン精機(株)

10 金属工作機械工 杉本　正文 すぎもと　まさふみ 岡崎市 アイシン精機(株)

11 金属工作機械工 佐藤　洋一 さとう　よういち 知多市 (株)デンソー

12 金属工作機械工 松瀬　健二 まつせ　けんじ 西尾市 (株)デンソー

13 金属工作機械工 近藤　克美 こんどう　かつみ あま市 CKD(株)

14 金属工作機械工 梅村　和彦 うめむら　かずひこ 岡崎市 (株)ジェイテクト

15 金属工作機械工 中村　浩二 なかむら　こうじ 岡崎市 (株)ジェイテクト

16 金属工作機械工 宮﨑　朋幸 みやざき　ともゆき 名古屋市熱田区 オークマ(株)

17 金属工作機械工 小野　武博 おの　たけひろ 犬山市 オークマ(株)

18 金属工作機械工 後藤　忠志 ごとう　ただし 犬山市 ヤマザキマザック(株)

19 金属工作機械工 鈴木　哲也 すずき　てつや 豊川市 (株)東海理化電機製作所

20 金属工作機械工 吉村　泰三 よしむら　たいぞう 犬山市 CKD(株)
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21 金属工作機械工 小田　勉 おだ　つとむ 高浜市 アイシン精機(株)

22 金属手仕上工 井手　剛 いで　つよし 岡崎市 トヨタ紡織(株)

23
鉄工、びょう打工、製
かん（缶）工 丸田　裕之　 まるた　ひろゆき　 知多郡阿久比町 日本車輌製造(株)

24 金属製品製造工 堀　弘道 ほり　ひろみち 知多郡美浜町 ＪＦＥ溶接鋼管(株)

25 金属製品製造工 渡邉　健史 わたなべ　たけし 豊田市 大豊工業(株)

26 金属製品製造工 三浦　学 みうら　まなぶ 稲沢市 (株)豊田自動織機

27
金属加工・金属製品検
査工 中島　浩一 なかしま　こういち 半田市 ＪＦＥスチール(株)

28 電気溶接工 児玉　徹範 こだま　てつのり 知立市 (株)豊田自動織機

29 電気溶接工 平田　康志 ひらた　やすし 刈谷市 (株)豊田自動織機

30 電気溶接工 加藤　徹 かとう　とおる 名古屋市南区 大同特殊鋼(株)

31 金属加工機械組立工 井口　宏文 いぐち　ひろふみ 豊田市 (株)ジェイテクト

32 金属加工機械組立工 中村　陽一 なかむら　よういち 豊田市 (株)鬼頭精器製作所

33 金属加工機械組立工 児玉　三浩 こだま　みつひろ 丹羽郡大口町 オークマ(株)

34
その他の一般機械器具
組立工 船原　忠義 ふなはら　ただよし 豊田市

アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

35
その他の一般機械器具
組立工 古川　広幸 ふるかわ　ひろゆき 知立市 アイシン精機(株)

36
その他の一般機械器具
組立工 加藤　隆之 かとう　たかゆき 瀬戸市 トヨタ自動車(株)

37
その他の一般機械器具
組立工 宮川　俊之 みやがわ　としゆき 安城市 アイシン精機(株)

38
その他の一般機械器具
組立工 大渕　忠司 おおぶち　ただし 碧南市 トヨタ紡織(株)

39 一般機械器具修理工 藤井　文雄 ふじい　ふみお 知立市
アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

40 一般機械器具修理工 大川　健一 おおかわ　けんいち 名古屋市南区 愛知製鋼(株)
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41 一般機械器具修理工 大久保　浩一 おおくぼ　こういち 東海市 愛知製鋼(株)

42 一般機械器具修理工 有村　富美隆 ありむら　ふみたか 豊田市 トヨタ紡織(株)

43 一般機械器具修理工 清水　達也 しみず　たつや 東海市 愛知製鋼(株)

44 一般機械器具修理工 渡辺　正広 わたなべ　まさひろ 名古屋市天白区 (株)豊田自動織機

45 一般機械器具修理工 天草　恒紀 あまくさ　つねのり 大府市 (株)豊田自動織機

46 一般機械器具修理工 荒関　睦 あらぜき　むつみ 知多市 大同特殊鋼(株)

47 一般機械器具修理工 高橋　洋一 たかはし　よういち 岡崎市 トヨタ自動車(株)

48 一般機械器具修理工 高橋　真盛 たかはし　まもる 豊田市 トヨタ自動車(株)

49 一般機械器具修理工 富村　隆 とみむら　たかし 大府市 愛三工業(株)

50
発電機・電動機組立
工・修理工 彦田　浩俊 ひこた　ひろとし 豊田市 トヨタ自動車(株)

51
配電・制御装置組立
工・修理工 山本　浩二 やまもと　こうじ 刈谷市 (株)デンソー

52
配電・制御装置組立
工・修理工 霜出　竜逸郎 しもいで　りゅういちろう 岡崎市

アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

53
配電・制御装置組立
工・修理工 小林　勝忠 こばやし　かつただ 一宮市 大同特殊鋼(株)

54
民生用電子・電気機械
器具組立工・修理工 神尾　亨 かみお　とおる 豊田市 アイシン精機(株)

55
電子応用機械器具組立
工 村松　幸平 むらまつ　こうへい 安城市 (株)デンソー

56 電子機器部品製造工 井上　俊次 いのうえ　としつぐ 春日井市
三菱重工業(株)名古屋誘導
推進システム製作所

57 電子機器部品製造工 塚田　慎一 つかだ　しんいち 岡崎市 (株)デンソー

58 電気工事作業者 大竹　泰禎 おおたけ　やすさだ 江南市 豊和工業(株)

59 自動車組立工 中川　進吾 なかがわ　しんご 西尾市
アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

60 自動車組立工 尾﨑　善三 おざき　ぜんぞう 蒲郡市 トヨタ車体(株)
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61 自動車組立工 嘉味田　勉 かみた　つとむ 高浜市 アイシン精機(株)

62
自動車整備・修理・板
金工 加藤　唯司 かとう　ただし 豊田市 トヨタ自動車(株)

63
自動車整備・修理・板
金工 菖蒲　利明 しょうぶ　としあき 豊田市 トヨタ自動車(株)

64
鉄道車両組立工・修理
工 清水　達人 しみず　たつひと 新城市 日本車輌製造(株)

65
鉄道車両組立工・修理
工 兼子　淳 かねこ　あつし 刈谷市 日本車輌製造(株)

66 自転車組立工・修理工 島浦　善光 しまうら　ぜんこう 豊川市 島浦自転車モーター商会

67 輸送用機械器具検査工 磯貝　浩 いそがい　ひろし 碧南市 トヨタ自動車(株)

68 輸送用機械器具検査工 大濵　和久 おおはま　かずひさ 知立市 愛三工業(株)

69
その他の輸送用機械器
具組立・修理の職業 赤羽　初男 あかはね　はつお 安城市

アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

70 染色・仕上工 赤塚　順一 あかつか　じゅんいち 名古屋市北区 (資)赤塚染工場

71 紳士服仕立職 渡邊　健郎 わたなべ　たけお 名古屋市緑区 テーラーワタナベ

72 大工 渡邉　健治 わたなべ　けんじ 名古屋市中村区 (株)渡辺建設

73 大工 鬼頭　清 きとう　きよし 名古屋市西区 鬼頭建築

74 植木職、造園師（工） 三矢　和弘 みつや　かずひろ 西尾市 (株)芳秀園

75 植木職、造園師（工） 木村　裕重 きむら　ひろしげ 豊橋市
(株)庭乃屋　樹と花
木村樹木医事務所

76
れんが・かわら類製造
工 春日　英紀 かすが　ひでき 高浜市 三州鬼英

77
プラスチック製品成形
工 松原　俊樹 まつばら　としき 一宮市 (株)東海理化電機製作所

78
プラスチック製品成形
工 稲垣　龍介 いながき　りゅうすけ 西尾市 (株)デンソー

79
プラスチック製品成形
工 鈴木　宏章 すずき　ひろあき 岡崎市 大和化成工業(株)

80
プラスチック製品成形
工 福田　訓央 ふくた　のりお 豊川市 昌興プラスチック(株)
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81
プラスチック製品成形
工 加藤　正敏 かとう　まさとし 愛西市 豊田合成(株)

82
プラスチック製品成形
工 中島　康博 なかしま　やすひろ 津島市 豊田合成(株)

83
その他のゴム・プラス
チック製品製造の職業 北野　良弘 きたの　よしひろ 豊田市 内浜化成(株)

84 石工 長岡　和敬 ながおか　かずのり 岡崎市 長岡和慶仏所

85 石工 柴田　昌司 しばた　まさし 岡崎市 秀柴田石材工業所

86 石工 中根　和昭 なかね　かずあき 岡崎市 石のトキワ

87 石工 小林　敬央 こばやし　たかお 岡崎市 (株)小林秋三郎商店

88 パン・菓子製造工 安田　里司 やすだ　さとし 名古屋市西区 清光園菓子舗

89 理容師 村田　進実 むらた　しんじ 名古屋市天白区 クイーン理容

90 美容師・着付師 岡本　ミカ おかもと　みか 岡崎市
ＡＴＥＬＩＥＲ　ＡＮＧÉＬ
ＩＱＵＥ

91 美容師・着付師 廣川　裕二 ひろかわ　ゆうじ あま市 Ｙ’ｚ　ＨＡＩＲ

92 調理人 早坂　敏夫 はやさか　としお 名古屋市熱田区
(株)ホテルグランコート名
古屋

93 調理人 松原　建一 まつばら　けんいち あま市 料亭松楓閣(株)

94 調理人 近藤　龍児 こんどう　りゅうじ 名古屋市緑区
(株)サガミホールディング
ス

95 調理人 彌冨　俊孝 やとみ　としたか 豊橋市 (株)山水館欣龍

96 調理人 土屋　浩紀 つちや　ひろき 半田市 (株)ナゴヤキャッスル

97 調理人 西村　勝彦 にしむら　かつひこ 津島市 カネマツ(株)

98 調理人 秋枝　泰祐 あきえだ　ひろまさ 名古屋市中区 すし験

99
他に分類されない技能
工、生産工程の職業 加藤　圭 かとう　けい 名古屋市中区 個人

100 製図工、写図工 石原　昌行 いしはら　まさゆき 豊川市 (株)東海理化電機製作所
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101
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 𠮷川　元啓 よしかわ　もとひろ あま市 刷毛工房はけたけ

102
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 八木　慶直 やぎ　よしなお 豊田市 フラワーノート

103
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 坂梨　麻子 さかなし　あさこ 名古屋市中区

SAKANASHIフローラル
マスタースクールJAPAN
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