
山形県ふるさと工芸品事業者一覧 別添２

No 地区 市町村 ふるさと 品種 品目 事業者 事業者の所在地（組合等の場合）

1 村山 山形市 ○ 陶磁器 平清水焼 七右エ門窯

2 村山 山形市 ○ 陶磁器 平清水焼 青龍窯

3 村山 山形市 ○ 漆器 山形漆器 本家長門屋

4 村山 山形市 ○ 木工品 山形指物 山形家具協同組合 （エスディコーポレーション内）

5 村山 山形市 ○ 木工品 山形建具 山形市中央建具協同組合 （須貝建具製作所内）

6 村山 山形市 ○ 木工品 山形建具 山形建具協同組合 （沢村建具製作所内）

7 村山 山形市 ○ 木工品 山形建具 山形市伝統建具工芸協同組合 （石山大原建具製作所内）

8 村山 山形市 ○ 木工品 桐箱 斎藤木箱製作所

9 村山 山形市 ○ 木工品 桐箱 有限会社よしだ

10 村山 山形市 ○ 木工品 切畑の木工品（臼） 山形県特技木工組合 （酒井木工所）

11 村山 山形市 ○ 木工品 籐工芸 ツルヤ商店

12 村山 山形市 ○ 金工品 山形鋳物 山形鋳物伝統工芸組合事務局 （雅山）

13 村山 山形市 ○ 金工品 山形打刃物 山形打刃物工業協同組合事務局

14 村山 山形市 ○ 金工品 山形鋸 中屋太次郎鋸店

15 村山 山形市 ○ 仏壇仏具 山形仏壇 山形県仏壇商工業協同組合事務局

16 村山 山形市 ○ 人形 山形張子 岩城人形店

17 村山 山形市 ○ 人形 山形こけし 山形市伝統こけし工人会 （小林こけし工房内）

18 村山 山形市 ○ その他工芸品 和傘 古内和傘店

19 村山 天童市 ○ その他工芸品 天童将棋駒 山形県将棋駒協同組合事務局 （天童商工会議所内）

20 村山 天童市 ○ その他工芸品 花泉凧 阿部太彦

21 村山 山辺町 ○ 織物 絨毯 オリエンタルカーペット

22 村山 山辺町 ○ その他繊維製品 ニット 山辺ニット同業会事務局 （山辺町商工会内）

23 村山 寒河江市 ○ 染織品 寒河江出世鯉のぼり 渋谷鯉のぼり

24 村山 寒河江市 ○ その他工芸品 豊国草履 軽部草履

25 村山 河北町 ○ 染織品 紅花染 紅花染処　鈴正
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26 村山 西川町 ○ 木工品 つる細工 自然と匠の伝承館

27 村山 西川町 ○ 和紙 月山和紙 大井沢工房さんぽ

28 村山 西川町 ○ 人形 菊摩呂こけし 菊摩呂こけし工房

29 村山 西川町 ○ 石工品・貴石細工 月山めのう 自然と匠の伝承館

30 村山 大江町 ○ その他工芸品 桃の実工芸品 桃の実工房

31 村山 尾花沢市 ○ 陶磁器 上の畑焼 銀山上の畑焼陶芸センター

32 村山 尾花沢市 ○ 人形 銀山こけし 伊豆こけし工房 本店

33 村山 大石田町 ○ その他工芸品 鏝絵 大石田町産業振興課

34 村山 大石田町 ○ その他工芸品 箕 次年子産業協同組合

35 最上 新庄市 ○ 織物 新庄亀綾織 新庄亀綾織伝承協会

36 最上 新庄市 ○ 陶磁器 新庄東山焼 新庄東山焼

37 最上 新庄市 ○ その他工芸品 隠明寺凧 隠明寺凧保存会

38 最上 真室川町 ○ 漆器 真室川漆器 漆器工房　学

39 最上 大蔵村 ○ 人形 肘折こけし 鈴木こけし店

40 置賜 米沢市 ○ 織物 米沢織 米沢繊維協議会

41 置賜 米沢市 ○ 陶磁器 米沢焼鳴洲窯 米沢焼 鳴洲窯

42 置賜 米沢市 ○ 木工品 笹野彫 笹野民芸館

43 置賜 米沢市 ○ 木工品 米沢箪笥 永井家具店

44 置賜 米沢市 ○ 人形 相良人形 相良人形

45 置賜 南陽市 ○ 織物 青苧織 青苧工房

46 置賜 長井市 ○ 織物 長井紬 置賜地域地場産業振興センター

47 置賜 長井市 ○ その他繊維製品 長井刺し子 長井市中央地区公民館

48 置賜 長井市 ○ 陶磁器 成島焼和久井窯 成島焼和久井窯

49 置賜 長井市 ○ 漆器 漆器 江口漆器工芸 （ギャラリーシエロ内）

50 置賜 長井市 ○ 木工品 黒獅子頭 工芸舎　獅子宿
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51 置賜 小国町 ○ 木工品 つる細工 小国町観光協会

52 置賜 白鷹町 ○ 織物 白鷹紬 小松織物工房

53 置賜 白鷹町 ○ 織物 白鷹紬 白たか織

54 置賜 白鷹町 ○ 和紙 深山和紙 深山和紙振興研究センター

55 庄内 鶴岡市 ○ 織物 羽越しな布 関川しな織協同組合

56 庄内 鶴岡市 ○ 織物 鶴岡シルク 鶴岡織物工業協同組合

57 庄内 鶴岡市 ○ 漆器 竹塗漆器 鶴岡地区物産協同組合　でがんす

58 庄内 酒田市 ○ 木工品 酒田船箪笥 酒田市観光交流課

59 庄内 鶴岡市 ○ 人形 いづめこ人形 民芸のむらき

60 庄内 鶴岡市 ○ 人形 庄内姉様 庄内姉様人形保存会 （致道博物館内）

61 庄内 鶴岡市 ○ 人形 獅子人形 ふじしま観光協会

62 庄内 鶴岡市 ○ その他工芸品 御殿まり 上野御殿まり教室

63 庄内 鶴岡市 ○ その他工芸品 松ヶ岡ガラス 松ヶ岡ガラス工業

64 庄内 鶴岡市 ○ 竹工品 庄内竿 トキワ釣具店

65 庄内 鶴岡市 ○ その他工芸品 藁細工 鶴岡市藤島庁舎産業建設課エコタウン室

66 庄内 鶴岡市 ○ その他工芸品 藁細工 庄内たがわ農協藤島支所

67 庄内 鶴岡市 ○ その他工芸品 絵ろうそく 富樫ろうそく店

68 庄内 酒田市 ○ その他工芸品 絵ろうそく （一社）酒田観光物産協会 （酒田夢の倶楽内）

69 庄内 酒田市 ○ その他繊維製品 庄内刺し子 平田さしこの会　会長　藤原祥子

70 庄内 酒田市 ○ 漆器 磯草塗 斎藤八惣八

71 庄内 酒田市 ○ 木工品 酒田光丘彫 キクチ工芸

72 庄内 酒田市 ○ 人形 鵜渡川原人形 鵜渡川原人形伝承の会　事務局

73 庄内 酒田市 ○ その他工芸品 酒田凧 酒田凧保存会

74 庄内 酒田市 ○ その他工芸品 傘福 酒田商工会議所女性会

75 庄内 遊佐町 ○ その他繊維製品 遊佐刺し子 遊佐刺し子ギルド　土門玲子
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