
全国ステンレス流通協会連合会 

 
平成２５年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者に対する認定証授与式が、東京会場は

２月４日（火）八重洲富士屋ホテル（出席者 43名 合格者 52名）、大阪会場は２月１３

日（木）ホテル阪急インターナショナル（出席者 55 名 合格者 75 名）におきまして執

り行なわれ、出席されました合格者に東京会場は井上英利 全国ステンレス流通協会連合

会会長より、大阪会場は今井隆 全国ステンレス流通協会連合会副会長より「ステンレス

鋼販売技士認定証書」と「ステンレス鋼販売技士認定証カード」が授与されました。 

また、成績優秀者６名（東京会場 2名、大阪会場 4名）に記念品が贈られました。 

 

【成績優秀者】 

 最優秀成績者（１名） 

        藤田金屬株式会社     佐藤 真司さん 

 優秀成績者 （５名） 

        大和特殊鋼株式会社       鈴木 敏夫さん 

        株式会社ステンレスワン  九谷田 大輔さん 

        中部ステンレス株式会社  鬼頭 貴広さん 

信栄機鋼株式会社     白石 有生さん 

        大和特殊鋼株式会社    村若 智里さん 

【東京会場】 

 

井上英利                 吉村知記 

全国ステンレス流通協会連合会会長の挨拶  ステンレス鋼販売技士検定委員長の挨拶 

 

 

 



授与式に出席された合格者の皆さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

井上会長より合格者一人一人に「ステンレス鋼販売技士認定証」を授与 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

吉村ステンレス鋼販売技士検定委員長より優秀成績者へ記念品の贈呈 

 

 

合格者を代表して答辞を述べる藤田金屬の佐藤信司さん 



【東京会場懇親会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステンレス協会                  岸本 則之 東京ステンレ流通協会 

常務理事 小林 美寿夫様の祝辞          副理事長による乾杯 

 

 

 

 石松 陽一 ステンレス鋼販売技士 

 検定委員による中締めの挨拶 

 

懇親会会場 

 

 

 

 



【大阪会場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今井 隆                   吉村 知記 

全国ステンレス流通協会連合会副会長の挨拶   ステンレス鋼販売技士検定委員長の挨拶 

 

 

授与式に出席された合格者の皆さん 

 

 

 



今井 隆 全国ステンレス流通協会連合会 副会長より 

合格者一人一人に「ステンレス鋼販売技士認定証書」を授与 

  

 

 

 

 

 

 

優秀成績で表彰された皆さん 

左から信栄機鋼㈱白石有生さん、大和特殊 

鋼㈱鈴木敏夫さん、村若智里さん、中部 

ステンレス㈱鬼頭貴広さん 

 

 

                  合格者を代表して答辞を述べられる 

                          大和特殊鋼の鈴木 敏夫さん 



【大阪会場懇親会】 

伊藤 孝之                 北野 庸夫 

大阪ステンレス流通協会副理事長による乾杯  名古屋ステンレス流通協会副理事長による 

                      中締めの挨拶 

 

 

平成２５年度ステンレス鋼販売技士検定試験に合格されました 

127 名の皆様 

！！おめでとう ございます！！ 
合格者リストは次ページに掲載しております。 

 



Ｎｏ1

認定証番号 社　　　　　名 合格者氏名

1055 アークハリマ株式会社 牛尾　純平

1056 アラヤ特殊金属株式会社 瀬沼　洋史

1057 アラヤ特殊金属株式会社 谷口　原太郎

1058 石原金属株式会社 石原　武

1059 石原金属株式会社 湯浅　正臣

1060 井上金属株式会社 西村　和起

1061 井上金属株式会社 入江　勇輔

1062 井上金属株式会社 上山　健一郎

1063 井上金属株式会社 高山　明広

1064 井上金属株式会社 橋本　敦治

1065 井上金属株式会社 山縣　幸治

1066 株式会社ＵＥＸ 内田　祐介

1067 株式会社ＵＥＸ 塩野　将志

1068 株式会社ＵＥＸ 千野　誠

1069 ウメトク株式会社 吉村　直樹

1070 ＮＳステンレス株式会社 常田　健一

1071 ＮＳステンレス株式会社 鍜治　忠

1072 ＮＳステンレス株式会社 登　大二郎

1073 大石ステンレス産業株式会社 川口　正貴

1074 大石ステンレス産業株式会社 池口　功一

1075 株式会社岡本正太郎商店 新妻　弘史

1076 キソメック株式会社 梶原　千喜

1077 キソメック株式会社 川﨑　義治

1078 キソメック株式会社 中島　明宏

1079 株式会社サステック 永津　大明

1080 株式会社サステック東北 福田　浩幸

1081 株式会社サステック東北 伊藤　公樹

1082 株式会社三榮 清川　宣人

1083 三興鋼材株式会社 岡安　理恵

1084 株式会社山陽金属工業所 仁科　良太

1085 株式会社三和ステンレスセンター 諸見里　繁

1086 ＪＦＥ商事株式会社 宮澤　史明

1087 ＪＦＥ商事株式会社 笠間　啓太

1088 ＪＦＥスチール株式会社 関根　和見

1089 信栄機鋼株式会社 白石　有生

1090 信栄機鋼株式会社 中村　典晃

平成25年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト



Ｎｏ2

認定証番号 社　　　　　名 合格者氏名

平成25年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

1091 鈴木治作株式会社 岩本　良英

1092 鈴木治作株式会社 永井　克征

1093 鈴木治作株式会社 岩佐　浩紀

1094 鈴木治作株式会社 中村　公二

1095 スズキテクノス株式会社 皆川　高広

1096 ステンレス管機株式会社 中條　圭祐

1097 株式会社ステンレスワン 太田　英司

1098 株式会社ステンレスワン 杉本　守

1099 株式会社ステンレスワン 九谷田　大輔

1100 株式会社ステンレスワン 須田　康典

1101 精工産業株式会社 栗山　俊輔

1102 太華工業株式会社 村中　徹

1103 大同興業株式会社 加藤　俊史

1104 大同興業株式会社 森永　高広

1105 大同興業株式会社 大澤　直樹

1106 大同特殊鋼株式会社 吉村　始

1107 大同特殊鋼株式会社 河堀　晋太

1108 太平工材株式会社 細見　恭彦

1109 太平工材株式会社 鎌谷　和生

1110 大和特殊鋼株式会社 鈴木　敏夫

1111 大和特殊鋼株式会社 村若　智里

1112 大和特殊鋼株式会社 三矢　康晴

1113 大和特殊鋼株式会社 辻　秀樹

1114 大和特殊鋼株式会社 大野　真弘

1115 大和特殊鋼株式会社 大川　飛幸　

1116 大和特殊鋼株式会社 鈴木　靖之

1117 田島スチール株式会社 生田　晃義

1118 辰巳屋興業株式会社 青木　博史

1119 中部ステンレス株式会社 鬼頭　貴広

1120 月星商事株式会社 横山　浩二

1121 月星商事株式会社 牧田　知之

1122 月星商事株式会社 松木　康展　

1123 敦井産業株式会社 笹川　安曇

1124 東京金商株式会社 坂元　洋介

1125 東京金商株式会社 堀越　信哉

1126 東洋金属株式会社 新井　将之



Ｎｏ3

認定証番号 社　　　　　名 合格者氏名

平成25年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

1127 東洋金属株式会社 星野　京子

1128 東洋特殊鋼業株式会社 仲野　成幸

1129 東洋特殊鋼業株式会社 伊藤　尚道

1130 東洋特殊鋼業株式会社 伊藤　直哉

1131 ナガラ金属株式会社 森　一康

1132 ナス鋼帯株式会社 高橋　真治

1133 ナス物産株式会社 坂下　貴信

1134 ナス物産株式会社 木田　智基

1135 ナス物産株式会社 菊池　崇正

1136 ナス物産株式会社 原　弘之

1137 新潟ステンレス加工株式会社 弦巻　聡

1138 日金スチール株式会社 平田　智樹

1139 日金スチール株式会社 大脇　悠

1140 日鋼ステンレス株式会社 西野　安輝

1141 日鋼ステンレス株式会社 高木　悠

1142 日鋼ステンレス株式会社 田上　勇治

1143 日鋼ステンレス株式会社 草場　善昭

1144 日章アステック株式会社 杉田　章一

1145 日章アステック株式会社 馬場　隆志

1146 日豊産業株式会社 達城　正明

1147 日本鐵板株式会社 中嶋　一博

1148 能勢鋼材株式会社 花倉　良則

1149 阪和興業株式会社 峯　圭吾

1150 阪和興業株式会社 原田　和樹

1151 阪和工材株式会社 廣井　喜一

1152 阪和工材株式会社 田村　祐樹

1153 阪和工材株式会社 三浦　亮治

1154 阪和工材株式会社 牧　慎也

1155 藤田金屬株式会社 諸橋　大介

1156 藤田金屬株式会社 早川　清貴

1157 藤田金屬株式会社 加藤　義弘

1158 藤田金屬株式会社 井沢　智

1159 藤田金屬株式会社 斉藤　喜一

1160 藤田金屬株式会社 佐藤　真司

1161 藤田金属株式会社 大久保　拓也

1162 藤田金属株式会社 向山　和斗
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認定証番号 社　　　　　名 合格者氏名

平成25年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

1163 株式会社堀田ハガネ 西浦　修平

1164 三井物産スチール株式会社 乾　由樹

1165 三井物産スチール株式会社 水野　由紀

1166 三井物産スチール株式会社 中条　真吾

1167 三井物産スチール株式会社 平塚　洋輔

1168 三宅金属株式会社 塚本　章夫

1169 株式会社メタルワン 木森　剛史

1170 株式会社メタルワン 樽見　祐介

1171 株式会社モーリレーザ 大串　紀之

1172 モリ工業株式会社 天田　宗亮

1173 モリ工業株式会社 南京　勉

1174 山進産業株式会社 朴　成浩

1175 株式会社ヤマス 劉　智明

1176 山本特殊鋼株式会社 中川　貴雄

1177 山本特殊鋼株式会社 森田　健吾

1178 豊産業株式会社 吉野　啓

1179 豫洲短板産業株式会社 杉山　剛

1180 豫洲短板産業株式会社 西田　理

1181 株式会社ワコー 満足　みゆき
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