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手描染／訪問着

㈱京染せい山

経済産業大臣賞

手描染／留袖

㈱創作きもの松華苑

経済産業省商務情報政策局長賞

手描染／訪問着

㈱関谷染色

経済産業省商務情報政策局長賞

型染／振袖

池田染工㈱

近畿経済産業局長賞

型染／着尺

㈱小糸染芸

近畿経済産業局長賞

型染／留袖

吉村㈱

近畿経済産業局長賞

型染／振袖

吉村㈱

京都府知事賞

手描染／振袖

㈱創作きもの松華苑

京都府知事賞

手描染／一ツ身

㈱創作きもの松華苑

京都府知事賞

型染／振袖

安藤染工

京都市長賞

型染／振袖

㈱美和

京都市長賞
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型染／留袖

㈱創作きもの松華苑

京都市長賞

型染／振袖

㈱創作きもの松華苑

京都商工会議所会頭賞

型染／一ツ身

安藤染工

京都商工会議所会頭賞

手描染／着尺

岡山工芸

京都商工会議所会頭賞

型染／振袖

㈱米村染織

京都府中小企業団体中央会長賞

型染／訪問着

㈲吉江染工場

京都府中小企業団体中央会長賞

手描染／着尺

㈱薗部染工

京都府中小企業団体中央会長賞

型染／振袖

㈲藤田染苑

一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会賞

型染／留袖

鷲見染工㈱

一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会賞

型染／長襦袢

㈱ヤスダ

一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会賞
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22 公益財団法人京都和装産業振興財団理事長賞 型染 振袖 池田染工㈱

23 公益財団法人京都和装産業振興財団理事長賞 型染 着尺 ㈱小糸染芸

24 公益財団法人京都和装産業振興財団理事長賞 手描染 訪問着 ㈱京染せい山

25 京都織物卸商業組合理事長賞 型染 留袖 吉村㈱

26 京都織物卸商業組合理事長賞 手描染 着尺 ㈱薗部染工

27 京都織物卸商業組合理事長賞 手描染 留袖 ㈱関谷染色

28 西陣織工業組合理事長賞 型染 振袖 吉村㈱

29 丹後織物工業組合理事長賞 手描染 着尺 ㈱薗部染工

30 浜縮緬工業協同組合理事長賞 型染 留袖 鷲見染工㈱

31 全国呉服専門店協同組合理事長賞 型染 振袖 吉村㈱

32 一般社団法人日本染色協会長賞 手描染 留袖 ㈱創作きもの松華苑

33 公益社団法人日本図案家協会長賞 型染 振袖 ㈲藤田染苑

34 公益社団法人京都デザイン協会理事長賞 手描染 訪問着 ㈱創作きもの松華苑

35 京友禅協同組合連合会理事長賞 型染 振袖 ㈲藤田染苑

36 京友禅協同組合連合会理事長賞 型染 留袖 ㈱創作きもの松華苑

37 京友禅協同組合連合会理事長賞 手描染 留袖 橋本染工所

38 一般財団法人京染会理事長賞 型染 振袖 ㈱米村染織

39 近鉄百貨店賞 型染 振袖 ㈲藤田染苑

40 大丸百貨店賞 型染 振袖 ㈲藤田染苑

41 髙島屋百貨店賞 手描染 訪問着 ㈱関谷染色

42 阪急百貨店賞 手描染 訪問着 ㈱関谷染色

43 三越百貨店賞 手描染 留袖 森田染繍工芸㈱

44 ＮＨＫ京都放送局長賞 手描染 訪問着 ㈱薗部染工

45 京都新聞賞 手描染 着尺 ㈱薗部染工

46 Ｋ Ｂ Ｓ 京都賞 型染 一ツ身 ㈱塩谷染工

47 繊研新聞社賞 型染 振袖 池田染工㈱

48 染織新報社賞 型染 振袖 ㈲藤田染苑

49 京都友禅協同組合理事長賞 型染 振袖 ㈱米村染織

50 京都友禅協同組合理事長賞 型染 着尺 ㈱小糸染芸

51 京都友禅協同組合理事長賞 型染 留袖 吉村㈱

52 特別技術賞 型染 振袖 吉村㈱

53 特別技術賞 手描染 着尺 岡山工芸

54 特別技術賞 手描染 着尺 ㈱薗部染工

55 特別技術賞 手描染 留袖 ㈱創作きもの松華苑

56 特別技術賞 手描染 訪問着 ㈱関谷染色

57 優秀賞 型染 振袖 吉村㈱

58 優秀賞 型染 留袖 鷲見染工㈱
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59 優秀賞 型染 訪問着 かね井染織㈱

60 優秀賞 型染 訪問着 ㈲吉江染工場

61 優秀賞 手描染 着尺 ㈱薗部染工

62 地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長賞 インクジェット 振袖 ㈱水谷

63 地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長賞 機械捺染 着尺 ㈱東洋捺染

64 インクジェット優秀賞 インクジェット 振袖 小寺章染工㈱

65 インクジェット優秀賞 インクジェット 振袖 小寺章染工㈱

66 インクジェット優秀賞 インクジェット 振袖 小寺章染工㈱

67 インクジェット優秀賞 インクジェット 振袖 ㈱野村染工

68 インクジェット優秀賞 インクジェット 振袖 ㈱水谷

69 インクジェット優秀賞 インクジェット 振袖 ㈱水谷

70 インクジェット優秀賞 インクジェット 振袖 ㈱水谷

71 機械捺染優秀賞 機械捺染 着尺 ㈱東洋捺染

72 機械捺染優秀賞 機械捺染 着尺 ㈱東洋捺染

73 機械捺染優秀賞 機械捺染 着尺 ㈱東洋捺染

74 京の花街のきもの大賞 型染 振袖 吉村㈱

75 京の花街のきもの大賞 手描染 訪問着 ㈱関谷染色

76 私の好きなきもの大賞 型染 振袖 安藤染工

77 私の好きなきもの大賞 型染 着尺 ㈲吉江染工場

78 私の好きなきもの大賞 型染 留袖 ㈱創作きもの松華苑

79 私の好きなきもの大賞 型染 訪問着 かね井染織㈱

80 私の好きなきもの大賞 型染 一ツ身 安藤染工

81 私の好きなきもの大賞 型染 長襦袢 ㈱ヤスダ

82 私の好きなきもの大賞 手描染 振袖 ㈱創作きもの松華苑

83 私の好きなきもの大賞 手描染 着尺 岡山工芸

84 私の好きなきもの大賞 手描染 着尺 ㈱薗部染工

85 私の好きなきもの大賞 手描染 留袖 ㈱創作きもの松華苑

86 私の好きなきもの大賞 手描染 訪問着 ㈱京染せい山

87 私の好きなきもの大賞 手描染 一ツ身 ㈱創作きもの松華苑

88 私の好きなきもの大賞 インクジェット 振袖 ㈱水谷

89 私の好きなきもの大賞 機械捺染 着尺 ㈱東洋捺染


