
全国ステンレス流通協会連合会主催の「平成24年度ステンレス鋼販売技士認定証授与式」が２

月５日、11時から東京都中央区・八重洲富士屋ホテルで行なわれたのに続き、12日、11時からは

大阪市北区の新阪急ホテルで開催されました。大阪会場での合格者75人のうち56人が出席した授

与式で、副会長の今井隆・大阪ステンレス流通協会理事長、吉村知記販売技士検定委員長らは新

たにステンレス鋼販売技士となった出席者にステンレスの新規需要開拓への大きな期待をこめて

祝辞とエールを送りました。
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湯瀬伸哉 池田敏彦 山田真意 深津裕雄 南幸典



連番 社　　　　　名 合格者氏名 連番 社　　　　　名 合格者氏名

1 アークハリマ株式会社 東郷　教男 41 三興鋼材株式会社 市川　智一

2 愛知製鋼株式会社 高味　武彦 42 株式会社山陽金属工業所 後藤　健士

3 新家工業株式会社 河合　慎吾 43 ＪＦＥスチール株式会社 片岡　淳

4 新家工業株式会社 正田　公太郎 44 株式会社島産業 伊与田　泉

5 アラヤ特殊金属株式会社 中村　聡 45 信栄機鋼株式会社 中田　将

6 アラヤ特殊金属株式会社 上田　純誠 46 信栄機鋼株式会社 西口　将之

7 アラヤ特殊金属株式会社 伊東　志郎 47 信栄機鋼株式会社 中柄　幸一

9 石原金属株式会社 川井　聖仕 48 信栄機鋼株式会社 牧野　亮平

10 石原金属株式会社 谷崎　優 49 鈴木治作株式会社 山中　啓造

8 井上金属株式会社 高田　真一 50 鈴木治作株式会社 市田　祐太

11 井上金属株式会社 海野　将宏 51 スズキテクノス株式会社 大倉　秀明

12 井上金属株式会社 川上　慎也 52 株式会社ステンレスワン 中島　康裕

13 岩谷産業株式会社 石川　厚志 53 株式会社ステンレスワン 若杉　武志

14 岩谷産業株式会社 上野　雅史 54 株式会社ステンレスワン 大橋　晋二郎

15 株式会社ＵＥＸ 若林　直樹 55 株式会社ステンレスワン 田中　裕樹

16 株式会社ＵＥＸ 中島　岳人 56 株式会社西鋼 谷　知幸

17 株式会社ＵＥＸ 大庭　直紀 57 大同興業株式会社 梅澤　領

18 株式会社ＵＥＸ 富里　泰男 58 大同興業株式会社 西原　渉

19 株式会社ＵＥＸ 田畑　綱介 59 大同興業株式会社 山中　正太郎

20 ウメトク株式会社 吉田　光宏 60 大同興業株式会社 松井　春樹

21 ＮＳステンレス株式会社 小林　章宏 61 大同興業株式会社 広瀬　勝太

22 ＮＳステンレス株式会社 石元　佑一 62 大同興業株式会社 山岸　聡

23 ＮＳステンレス株式会社 北川　広基 63 大同興業株式会社 樋口　真衣

24 ＮＳステンレス株式会社 谷山　憲一郎 64 太平金属株式会社 大西　秀和

25 大石ステンレス産業株式会社 池田　悦孝 65 太平工材株式会社 石見　達也

26 大石ステンレス産業株式会社 牧川　竜一 66 大和特殊鋼株式会社 山本　伸

27 開進工業株式会社 若林　朋也 67 大和特殊鋼株式会社 矢部　康之

28 開進工業株式会社 小川　大輔 68 大和特殊鋼株式会社 竹田　雅隆

29 株式会社関西金属工業所 冨澤　真介 69 タカサゴスチール株式会社 西田　晋也

30 キソメック株式会社 藤田　貴一 70 宝ステンレス株式会社 新藤　和彦

31 キソメック株式会社 小林　裕和 71 田島スチール株式会社 河合　智行

32 キソメック株式会社 山下　博之 72 辰巳屋興業株式会社 澤井　裕典

33 キソメック株式会社 平木　知邦 73 辰巳屋興業株式会社 矢野　洋祐

34 クルマ商事株式会社 呉藤　慎哉 74 千葉金属工業株式会社 佐藤　穣

35 恒成株式会社 石高　隆仁 75 千葉金属工業株式会社 工藤　伸彦

36 株式会社サステック 月川　恭平 76 千葉金属工業株式会社 長田　克彦

37 株式会社サステック東北 菊池　大 77 月星アート工業株式会社 藤井　拓也

38 株式会社サステック東北 川合　秀司 78 月星商事株式会社 半沢　彰

39 株式会社三榮 山内　弘幸 79 月星商事株式会社 定村　尚

40 株式会社三榮 和光　亮太 80 月星商事株式会社 角　直樹
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連番 社　　　　　名 合格者氏名 連番 社　　　　　名 合格者氏名

81 東京金商株式会社 横田　英文 121 阪和工材株式会社 石井　友英

82 東京金商株式会社 山根　隆志 122 フジステンレス販売株式会社 武藤　達彦

83 トーステ株式会社 津山　哲史 123 藤田金屬株式会社 近藤　大輔

84 トーステ株式会社 佐藤　直樹 124 藤田金屬株式会社 斉藤　誠司

85 トーステ株式会社 北条　克典 125 藤田金屬株式会社 髙橋　吉康

86 トーステ株式会社 板倉　史武 126 藤田金屬株式会社 土田　拡治

87 トーステ株式会社 大道　翼 127 冨士特殊金属株式会社 南　幸典

88 中川ステンレス株式会社 田村　正直 128 双葉ステンレス工業株式会社 中山　幸明

89 ナガラ金属株式会社 湯瀬　伸哉 129 株式会社プロスチール 米田　麟太郎

90 ナガラ金属株式会社 池田　敏彦 130 株式会社プロスチール 小池　赳

91 ナス物産株式会社 村上　賢太 131 株式会社堀田ハガネ 中谷　建太

92 ナス物産株式会社 塩谷　茂樹 132 松井鋼材株式会社 篠崎　一城

93 ナス物産株式会社 宮嶋　裕樹 133 マツオメタル株式会社 中山　鉄平

94 ナス物産株式会社 勝見　亨 134 三井物産スチール株式会社 長谷川　浩史

95 ナス物産株式会社 亀本　将大 135 三井物産スチール株式会社 松縄　英明

96 新潟ステンレス加工株式会社 伊東　鉄兵 136 株式会社モーリレーザ 片山　亮範

97 日金工商事株式会社 飯野　知宏 137 株式会社モーリレーザ 長井　裕介

98 日金スチール株式会社 鈴木　俊太 138 モリ工業株式会社 沢田　純志

99 日金スチール株式会社 加藤　航一 139 モリテックスチール株式会社 西山　智也

100 日金スチール株式会社 佐藤　亮太 140 モリテックスチール株式会社 松山　荘司

101 日金スチール株式会社 玉川　博州 141 吉川金属株式会社 郷　猛

102 日金ヤマニ株式会社 長沼　智幸 142 陽鋼物産株式会社 熊田　司

103 日鋼ステンレス株式会社 兵庫　史朗 143 豫洲短板産業株式会社 萩原　浩一

104 日鋼ステンレス株式会社 徳水　陽一 144 豫洲短板産業株式会社 山田　真意

105 株式会社ニッコー 中塚　健太

106 日清鋼業株式会社 深津　裕雄

107 日新製鋼株式会社 鈴木　健太郎

108 日新製鋼株式会社 小川　真門

109 日鉄住金工材株式会社 石田　由二

110 能勢鋼材株式会社 金田　拓三

111 能勢鋼材株式会社 横田　正勝

112 野水鋼業株式会社 湯田　隆之

113 野水鋼業株式会社 花﨑　建郎

114 阪和工材株式会社 菊池　亮史

115 阪和工材株式会社 牛尾　俊介

116 阪和工材株式会社 山口　哲史

117 阪和工材株式会社 赤木　健志

118 阪和工材株式会社 中山　大基

119 阪和工材株式会社 根津　洋

120 阪和工材株式会社 金子　幸生
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