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北海道・東北地方
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

08-0037 畠中　浩一
09-0001 小川　良吉
13-0009 石川　いづみ

本店 10-0007 葉山　史隆
中合　 棒二森屋店 14-0014 野倉　大介
藤崎百貨店 08-0334 佐々木　文美江

17-0013 武者　絢佳
望月人形店 09-0079 望月　茂樹

09-0070 高橋　汪
13-0027 鈴木　寿郎
13-0013 栁沼　正知
13-0014 金井　裕太郎

いわき総本店 09-0067 小松崎　寛憲
福島御山本店 人形の東月 10-0040 丸山　忠佑

08-0113 山川　道雄
08-0114 川口　久二
08-0115 鞠子　由美
08-0281 阿部　龍太
08-0283 藤田　一則
08-0284 會田　秋彦
10-0029 荒木　真貴子
13-0016 安孫子　武
13-0017 森谷　修一
15-0011 渡邉  重誉

ゴトウ商会雛家 09-0066 後藤　浩
人形のかくに 08-0100 砂田　祐司

08-0253 根本　きよい
08-0254 八木沼　秀之

雅祥 13-0031 田子　昌利

カネイ小川 

人形の東月　

仙台名取店

郡山本店

阿部玩具 

丸萬家具人形店　



関東地方/茨城・栃木・群馬
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

祐　月 08-0055 問田　圭介
08-0056 菅谷　正和
15-0015 小泉  道也

祐月本店 10-0030 大貫　淳也
15-0016 渡邊  真希子

人形の祐月 14-0024 木村　正樹
旭堂 08-0260 常井　和恵
人形屋ホンポ 成嶋 08-0147 成嶋　祐介
なるしま人形店 08-0174 成嶋　英貴
人形の東月　 日立店 09-0068 小野　恵司

08-0069 笠間　美登里
08-0070 笠間　奈津子

和久井人形店 08-0021 大場　栄次
人形の春月 08-0218 奈良部　操

08-0213 尾島　豊治
08-0214 尾島　由美子

人形工房　吉貞 08-0009 吉田　哲也
カノヤ人形店 08-0259 後藤　直美

08-0175 西村　茂
08-0176 西村　光子
08-0208 土屋　茂
08-0212 酒井　丈光
15-0008 板賀  泰夫

田中人形 09-0025 田中　千佳子
長井人形 08-0125 長井　ゆかり

08-0087 渡邊　聖也
08-0088 中澤　貴志
08-0089 渡辺　ルツ
08-0090 横内　英実

祐月本店　

人形の江戸扇 

人形の峰雲堂 

人形のわたや 

人形処　かんとう 

こうげつ



関東地方/埼玉　東部・中央
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

09-0041 長谷川　節子
09-0042 福田　由利子
09-0043 髙岸　悦子

人形の秀隆 08-0179 松永　明子
雛の廣榮 08-0118 阿久津　美行紀

08-0148 齋藤　大司
08-0149 吉田　正則
08-0091 小木　真喜子
08-0092 小木　佑介
08-0093 小木　孝子
11-0003 若山　勇司
08-0071 曽根　良一
08-0074 笠原　卓也
08-0076 曽根　恵子
15-0002 曽根  英爾
15-0003 曽根  香織
15-0005 門間  久美子
08-0072 吉田　富士雄
08-0073 山本　忠司
08-0077 塩海　通子
08-0080 栗原　絹子
11-0029 小山　豊

曽根人形　第１店 15-0004 井上　唯
10-0004 高橋　史佳
13-0010 内田　恵里佳
08-0104 木津　俊行
08-0105 大島　一敏
09-0076 柿沼　隆夫
09-0077 嶋村　保雄
10-0008 大平　忠芳
10-0009 松田　悟
11-0028 渋谷　幸平
13-0012 稲垣　隼人

広田屋 09-0078 斉藤　雅義
マル武人形 08-0261 関口　典宏

鈴木人形

人形の東玉 

人形の長月　

人形工房　天祥 

小木人形 

人形の正栄 

正栄

曽根人形



関東地方/埼玉　西部・北部
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

泰玉　スガ人形店 08-0315 須賀　栄治
関口人形 08-0146 関口　英子

08-0064 守屋　淳一
08-0065 守屋　貴之
08-0007 倉片　順司
08-0057 須田　菊枝
08-0058 倉片　真弓
08-0059 坂田　千代子
09-0034 堤　   光世
09-0035 松本　園子

別所人形 09-0040 石井　宏明
森泉人形 08-0270 森泉　浩一
東松山人形会館 吉福　 09-0010 福田　栄造
人形の玄彩 江原製作所 09-0114 江原　玉奈

08-0132 渡辺　紀行
08-0133 横手　則和
08-0135 石田　達男
08-0180 小谷野　宏樹
08-0181 小谷野　薫

柿沼人形 08-0333 柿沼　太加子
08-0119 間中　重秀
09-0004 大久保 正司

人形の佐倉

東昭齊秀月モリヤ 

倉片人形 

横手人形 

人形の長野屋 



関東地方/千葉・神奈川
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

08-0255 髙田　英幸
08-0256 高田　和子
08-0257 渕本　信子

人形の勝 08-0263 勝　　 静江
人形の織原 08-0103 織原　恵理子
人形の鯉徳 08-0061 加藤　秀徳

08-0161 相澤　清江
08-0162 相澤　宏文
08-0222 石川　恵美子
08-0223 朝日　和則
08-0279 池田　護
12-0022 豊田　幸子
13-0020 菅原　千代子

人形のさのや 08-0124 佐野　裕貴年
08-0150 福田　京子
08-0151 福田　寿拓
08-0005 河原　雅人
08-0183 河原　雄一
08-0184 川合　史乘
08-0185 山田　愼司
08-0275 平田　剛
13-0025 戸倉　英雄
13-0024 長澤　亮
13-0026 原田　丞
14-0036 北村  直彦
17-0014 板倉　健

人形の岩﨑 17-0003 岩崎　貴嗣

福田屋人形店 

髙田屋人形店　

藤沢人形工房 

髙島屋　横浜店　　

フジキ工芸

人形の京月　



関東地方/東京
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

日本橋　三越本店 フジキ工芸 08-0252 草苅　宏幸
髙島屋　玉川店 フジキ工芸 08-0224 作間　敦子

09-0002 中山　菜穂
フジキ工芸 08-0225 日野原　洪子

08-0262 鈴木　掌子
フジキ工芸 08-0251 初鹿野　千枝子
フジキ工芸 09-0064 中村　八重子

髙島屋　日本橋店 フジキ工芸 15-0029 佐久間  明子
人形の三桜 08-0107 高橋　紳太郎

08-0268 小川　貴之
11-0026 星野　和美
13-0023 岡野　将明

原　孝洲 五色 08-0244 箕尾　明聖
08-0003 金林　健史
08-0332 長嶋　鈴枝
09-0087 坂牧　浩二
09-0088 松本　裕司
10-0032 大竹　和哉
13-0018 浅川　正
13-0019 菅野　太朗
11-0023 藤井　義弘
11-0025 北田　幸雄
15-0017 若澤  和広

吉德の人形 15-0018 嶋田  幸市
15-0019 山桑  裕美

御人形司　市川豊玉　 雛屋豊玉 08-0341 山田　江美
08-0342 木村　隆子
08-0343 渡辺　雅美
08-0344 杉山　千秋
08-0345 松島　香
08-0346 井出　恭代
08-0347 徳原　ゆき江
08-0348 坂本　由里
08-0350 𣑋林　かほる
08-0351 市川　操
08-0352 市川　美由紀
08-0354 栗岩　香織
09-0031 藤原　秀光
09-0033 宇井　二三代

寿鳳人形の東芸 09-0036 松石　和弘
15-0020 中村  啓一
15-0021 麻生  陽子
15-0022 斎藤　新
15-0023 浦部  秀男
15-0024 實井  良介
15-0025 髙橋  大介
15-0026 髙橋  新二郎
15-0027 田内  誠二
15-0028 石川  光伸

横山人形店 17-0009 大石　妙子
17-0010 矢部　亜希子

荒川流通センター店

曽根人形八王子 正栄

フジキ工芸産業

髙島屋　新宿店 

髙島屋　立川店

長谷川商店　

真多呂人形　

吉德



甲信越・北陸地方
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

近代 08-0163 鳥越　知行
隆和堂 08-0311 飯塚　宗毅

08-0022 高田　知木　
08-0023 高田　一美
08-0025 佐竹　哲夫
08-0027 大場　悦子
08-0030 宮脇　志津子

マスヤマ 10-0006 増山　森彦
人形のマルヒヤ 08-0031 日向　隆浩

17-0008 日向　麻千子
川田芳好堂 09-0026 川田　孝徳
人形のタカツネ 09-0023 髙　   英輔
たいこう人形 08-0299 布瀬　志都世

08-0117 森　　 昭夫
09-0051 森　   幸子

人形のキタセ 09-0038 北川　昇三
08-0246 山田　高義
09-0081 高橋　佳枝
08-0032 青柳　元章
08-0033 深澤　俊司
08-0036 堀内　聖史
15-0012 井上  優介
15-0013 石原  栄治

ハルーピノキオ 08-0164 佐藤　聡克
08-0165 佐藤　明美

人形の村田 11-0015 村田　恵子
11-0016 轟　    けい子
17-0002 村田　尚臣
09-0018 林　   真
16-0019 林　   真道

村山人形店 10-0039 村山　謙介
人形会館　松葉彌　 08-0355 関　　 元子

08-0356 関　　 宇陽
08-0357 上沢　友子
08-0358 佐藤　国衛
08-0361 木村　信行
13-0021 豊田　千明
13-0022 松本　宏美
17-0011 篠原　聡
17-0012 荒井　一裕
11-0010 宮島　和彦
11-0011 細野　浩一
11-0013 麦島　実
11-0014 麦島　真理子

人形工房讃久 09-0125 宮沢　秋三
16-0020 玉村　順子
16-0021 西田　依子
16-0022 三野　むつみ

人形の浅村 16-0032 浅村　章弘
人形の長野屋 16-0023 長沼　優

京美堂

人形の堀川

人形のやまだ　

春木屋　鳳玉　

翠童人形　

林人形工房 檜皮屋

八幡屋

高田卸方屋　

人形の森佐



東海地方/静岡
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

08-0068 望月　博世
08-0306 望月　松男

人形のみやひで　 09-0124 井上　真臣
三和の人形 08-0018 岩瀬　成子

08-0017 望月　勇治
11-0002 望月　文晴
08-0166 大隅　彰啓
09-0050 堀江　伸治
10-0001 羽深　俊治
08-0049 青野　一枝
08-0051 山本　秀子
08-0122 齋藤　雅文
08-0123 齋藤　泉美
15-0007 髙橋  幹子

高木人形　 08-0108 高木　正樹
08-0109 高橋　正満
17-0004 髙木　良
17-0005 坂本　哲子
17-0006 式守　慶行
17-0007 松下　早由利

かねくら人形 09-0019 伊倉　哲司
11-0007 内藤　やよひ
11-0008 坂本　俊一

人形のしらいし 13-0029 白石　大地
三吉人形 静岡菅公学生服　 10-0022 金子  孝子

17-0001 鶴見　尚史

青野人形店　

人形司　雛ふじ　

ナイトー人形店

人形の月志　

望月人形　

寿月すみたや 



東海地方/岐阜・愛知
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

08-0126 安藤　光子
08-0127 佐々木　芳美
08-0011 後藤　康彦
09-0115 近藤　賢司

人形の堀田 08-0082 堀田　浩司
人形の松井 08-0353 井上　美雪

08-0368 笠原　裕子
09-0116 岡崎　拓
09-0117 向井　稔喜
12-0008 長野　尚子
16-0031 押川　晴香

長谷川人形　 09-0054 長谷川　秀
ジェイアール　東海高島屋 12-0018 所　   美鈴

17-0015 馬場　貴子
09-0084 暮石　智至
09-0085 関　   和代
09-0086 暮石　雅也

人形のすえまさ 08-0160 武田　洋子
人形の好洋 09-0080 清村　真代
ハロー赤ちゃん　 08-0271 寺嵜　貴幸

08-0272 山来　広明
09-0044 大木　正子
09-0045 鬼頭　和也
10-0019 山本　智子
11-0020 神野　元維
11-0021 谷口　淳一
12-0002 山口　卓也
12-0020 永谷　一吉
13-0028 園山  悦美
13-0030 大谷  英和
15-0009 中川  善之
15-0010 鬼頭  竜也

ひいな　 08-0062 清水　喜代司

偕拓堂ギャラリー

暮石人形　

安藤商店　

後藤人形　

美術の森　



08-0301 神谷　毅
08-0303 市川　淑子
08-0304 近藤　辰代
09-0090 今村　千鶴
09-0094 渡部　さと美
09-0095 小川内　まゆ
09-0100 真下　幸子
09-0101 神谷　三枝子
09-0102 鮫島　昭子
09-0104 山田　智津子
09-0106 高木　洋子
09-0108 城山　三枝子
09-0111 工　   良子
12-0004 金本　薫
12-0005 川瀬　小百合
12-0006 神谷　由起子
12-0007 櫻井　あつよ
13-0001 塚本　保澄
13-0003 神谷　はるみ
13-0004 金森　光
13-0008 中山　尚美
14-0004 稲田  絹子
14-0005 木原  清子
16-0010 酒井　恵子
16-0011 佐野　悦子
16-0012 沓名　理恵
16-0013 榊原　八重子
16-0014 藤田　綾乃
16-0015 山村　幸子
16-0016 真城　薫

長江人形 09-0021 北川　慎也
三喜　 08-0335 清水　文平
人形のマツナカ 14-0006 松倉  明美

近畿地方/京都
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

西陣たくみ人形 09-0020 岡田　宏美
08-0131 森　　 文彦
08-0249 森　　 栄彰
08-0250 森　　 祐子

田中人形 08-0012 田中　義則
08-0128 島津　欣也
08-0129 龍野　信也
08-0130 中山　博元

吉浜人形　

人形のもりさん　

京都島津　



近畿地方/大阪
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

勝村人形店 12-0009 勝村　五津子
08-0014 又吉　康隆
08-0169 菱沼　省三
08-0170 又吉　康仁
08-0171 堀田　克也
08-0172 齋藤　守
08-0173 伊藤　吉光
10-0017 山口　正晃
10-0018 松葉　直人
12-0011 重竹　祐介
12-0012 田中　茂美
14-0008 又吉  美代
14-0009 大澤  かおり
14-0010 太田  律子
14-0011 片芝  きみ枝
14-0012 山内  佳子
14-0013 加賀  令子
16-0030 元辻　拓
08-0288 丹生　光宣
08-0290 山本　利行
08-0291 万木　孝文
08-0292 福谷　政輝
08-0273 西村　公成
08-0274 鱒　　 茂典
16-0036 喜多　秀公
16-0037 松木　幹治
16-0038 川添　守
16-0039 瀬川　勝明
08-0197 足立　裕二
08-0198 岡部　友治
08-0199 藤原　雄一
08-0217 壷谷　英生
16-0002 太田　友里
16-0003 増村　靖子
16-0004 柴田　修司
16-0006 増村　満弘
16-0007 吉田　敏久
16-0008 東山　明仁
16-0009 神島　政敏

観月 16-0005 小河　哲
11-0001 面髙　有紀
12-0001 面髙　定子
16-0001 重光　隆志

フジキ工芸産業　 大阪支店

増村人形　

松よし人形

人形の久宝堂　

人形の天明館　

ニッタ人形店　



近畿地方/三重・兵庫・奈良・和歌山
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

08-0285 広森　重孝
08-0286 森　　 幸子
08-0287 広森　文子
08-0085 名嶋　正子
08-0086 名嶋　雅彦
09-0075 井上　和彦
12-0019 井上　明子
08-0300 西川　悦徳
09-0006 川井　雅順
14-0027 葛木　亮

社人形会館 山本敬二商店 14-0022 山本  香織

中国地方
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

08-0226 懸田　真寿美
08-0227 福田　絹枝
08-0228 飯塚　洋二
08-0230 大谷　功一
08-0231 多々納　雄二
08-0232 山本　茂雄
08-0233 樋口　由美
08-0234 大森　恭子
08-0235 遠藤　光夫
08-0236 大澤　眞澄
08-0237 生馬　隆之
08-0239 小林　伸一郎
08-0240 佐藤　学
08-0241 赤名　弘康
08-0242 原　　 健介
08-0243 小瀧　正俊
08-0372 本山　茂美
09-0056 小野田　由美子
09-0057 木村　康子
09-0059 有光　宏史
09-0060 山口　八千代
09-0062 三成　康之
09-0063 中島　洋一
10-0023 野坂　将洋
10-0025 野波　由紀子
10-0026 三國　裕子
12-0023 坂尾　由紀枝
12-0024 井上　ひとみ
12-0025 高木　敦史
12-0026 小瀧　紘子
14-0037 佐藤  容子
14-0038 森本  幹夫
14-0039 幅田  明夫
14-0040 英　   浩之
14-0041 竹中  美佐子
16-0026 松村　さやか
16-0027 英　　 智哉
16-0028 吉田　悠
16-0029 長本　里香

井上玩具店

奈良ニシカワ

人形のはなふさ　

人形のヒロモリ　

人形の名島屋 



杉原人形店 10-0010 杉原　貴子
サンヨープレジャー 08-0364 磯貝　秀志

11-0030 田淵　満寿美
11-0031 木下　優子
14-0031 千後  京子
09-0046 山本　善雅
09-0048 松本　久美子
10-0045 山本　耕嗣

人形のこどもや本店 08-0363 川崎　有子
08-0362 川崎　謙一郎
08-0365 森久　英俊
08-0366 木村　将志
12-0029 田中　伸男
12-0031 藤井　智恵子
14-0028 根岸  正明
14-0029 猶村  麻衣子

ABC倉敷店 12-0033 福島　薫
天満屋　津山店　 12-0030 向田　真由美
天満屋　ｱﾙﾊﾟｰｸ店　 12-0032 池永　昌子
天満屋　倉敷店 12-0036 佐藤　和江

08-0191 槇矢　昂
08-0192 中村　安行
08-0193 中川　和彦
14-0017 竹原  裕人
14-0020 平山  理絵
16-0017 小幡　信行
16-0018 本多　砂織
08-0101 赤田　百合子
08-0102 永宗　洋
14-0042 目賀  大輔

藤井玩具店 09-0029 藤井　佳代子
08-0121 小田　洋史
09-0011 森脇　弘典
09-0012 河野　永子
14-0026 藤島  泰伸
16-0025 小倉　香織

たむら人形 08-0120 佐瀬　律子

こどもや問屋町店

人形会館 

こどもや　津山店

サンヨープレジャー本社展示場

山陽美工

徳永こいのぼり 

人形の藤娘



四国地方
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

08-0328 鶴身　哲也
08-0329 鶴身　高之
08-0337 福本　直紀
08-0338 福本　志朗
08-0339 福本　明子
08-0318 村上　美鈴
08-0319 鈴木　恵子
08-0200 村上　正弘
08-0201 村上　英子
08-0202 村上　将士
08-0203 喜井　美春
08-0204 筒井　幸子
08-0205 光野　真由美
08-0206 石川　千浪
08-0207 正岡　明生
08-0293 近森　範久
08-0295 近森　一生
08-0296 近森　惇子
11-0004 宮本　静
15-0001 宮本  純子

いよてつ髙島屋（百貨店） 14-0025 佐々木　晴美
フジキ工芸 11-0005 合田　由美

九州地方
表示店舗名 本支店名 認定番号 受験者名

吉德 小倉店 10-0028 田中　憲文
節句人形担当 09-0037 菅　　 浩一郎
吉德　福岡支店 14-0023 今橋　尚美

08-0278 坂口　誠一
10-0043 山本　圭一樹

人形館　いわい　 08-0168 池田　久美子
09-0119 井手　礼乃
10-0033 森　   昭子
10-0035 立岩　美樹子
09-0071 杉本　修一
10-0037 髙山　洋子
10-0016 辛川　英隆
10-0036 荒井　恭子
08-0266 伊藤　実知子
08-0267 伊藤　武勝
08-0097 河野　浩明
08-0098 長野　晴美
08-0099 釜井　清隆
14-0021 黒田  卓宏

人形のふくなが　 本店　 08-0039 福永　良紀
人形処　みやび　 08-0038 福永　良太

08-0316 諸泉　久一
12-0013 諸泉　衣江
12-0015 河本　千代美
12-0016 島田　孝一

人形の松屋 16-0035 大松　忍

人吉人形会館　コグマランド

人形のかわの　

人形のはかたや

博多大丸

八女人形会館 フジキ工芸

人形のたていわ

おもちゃのあおき

むろや

人形と鯉のぼりの村上 人形の村上

人形と鯉のぼりの村上　 村上鯉幟商会

近森人形　

宮古人形

人形の鶴商　

加賀人形店　


