
全国ステンレス流通協会連合会主催の「平成25年度ステンレス鋼販売技士認定証
授与式」が２月４日、11時から東京会場（八重洲富士屋ホテル）で行われたのに続
き、13日、11時からは大阪会場（ホテル阪急インターナショナル）でも開催されま
した。大阪会場では合格者75人のうち55人が出席した授与式で、全ス連副会長の今
井隆・大阪ステンレス流通協会理事長や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創造やステンレスの
伝道師を託して祝辞とエールを送りました。
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白石有生 鈴木敏夫 村若智里 鬼頭貴広



連番 所属協会 社　　　　　　　　名 合格者氏名

1 大阪 アークハリマ株式会社 牛尾　純平

2 大阪 アラヤ特殊金属株式会社 瀬沼　洋史

3 名古屋 アラヤ特殊金属株式会社 谷口　原太郎

4 四国 石原金属株式会社 石原　武

5 四国 石原金属株式会社 湯浅　正臣

6 東京 井上金属株式会社 上山　健一郎

7 東京 井上金属株式会社 高山　明広

8 東京 井上金属株式会社 橋本　敦治

9 東京 井上金属株式会社 山縣　幸治

10 中国 ウメトク株式会社 吉村　直樹

11 中国 大石ステンレス産業株式会社 川口　正貴

12 中国 大石ステンレス産業株式会社 池口　功一

13 中国 キソメック株式会社 梶原　千喜

14 中国 キソメック株式会社 川﨑　義治

15 中国 キソメック株式会社 中島　明宏

16 大阪 株式会社サステック 永津　大明

17 中国 株式会社山陽金属工業所 仁科　良太

18 大阪 株式会社三和ステンレスセンター 諸見里　繁

19 大阪 ＪＦＥ商事株式会社 笠間　啓太

20 四国 信栄機鋼株式会社 白石　有生

21 四国 信栄機鋼株式会社 中村　典晃

22 東京 鈴木治作株式会社 岩佐　浩紀

23 東京 鈴木治作株式会社 中村　公二

24 大阪 ステンレス管機株式会社 中條　圭祐

25 中国 太華工業株式会社 村中　徹

26 大阪 大同興業株式会社 加藤　俊史

27 大阪 大同興業株式会社 森永　高広

28 大阪 大同興業株式会社 大澤　直樹

29 大阪 太平工材株式会社 細見　恭彦

30 大阪 太平工材株式会社 鎌谷　和生

31 大阪 大和特殊鋼株式会社 鈴木　敏夫

32 大阪 大和特殊鋼株式会社 村若　智里

33 大阪 大和特殊鋼株式会社 三矢　康晴

34 大阪 大和特殊鋼株式会社 辻　秀樹

35 大阪 大和特殊鋼株式会社 大野　真弘

36 大阪 大和特殊鋼株式会社 大川　飛幸　

37 大阪 大和特殊鋼株式会社 鈴木　靖之

38 大阪 田島スチール株式会社 生田　晃義

39 大阪 辰巳屋興業株式会社 青木　博史

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

（大阪会場）



連番 所属協会 社　　　　　　　　名 合格者氏名

40 名古屋 中部ステンレス株式会社 鬼頭　貴広

41 大阪 東洋特殊鋼業株式会社 仲野　成幸

42 大阪 東洋特殊鋼業株式会社 伊藤　尚道

43 大阪 東洋特殊鋼業株式会社 伊藤　直哉

44 名古屋 ナガラ金属株式会社 森　一康

45 大阪 ナス鋼帯株式会社 高橋　真治

46 東京 ナス物産株式会社 坂下　貴信

47 東京 ナス物産株式会社 木田　智基

48 東京 ナス物産株式会社 菊池　崇正

49 東京 ナス物産株式会社 原　弘之

50 東京 日金スチール株式会社 大脇　悠

51 大阪 日鋼ステンレス株式会社 高木　悠

52 大阪 日鋼ステンレス株式会社 田上　勇治

53 大阪 日鋼ステンレス株式会社 草場　善昭

54 大阪 日章アステック株式会社 杉田　章一

55 大阪 日章アステック株式会社 馬場　隆志

56 東京 日豊産業株式会社 達城　正明

57 大阪 能勢鋼材株式会社 花倉　良則

58 大阪 阪和興業株式会社 峯　圭吾

59 大阪 阪和興業株式会社 原田　和樹

60 大阪 阪和工材株式会社 三浦　亮治

61 大阪 阪和工材株式会社 牧　慎也

62 大阪 株式会社堀田ハガネ 西浦　修平

63 大阪 三井物産スチール株式会社 平塚　洋輔

64 大阪 三宅金属株式会社 塚本　章夫

65 大阪 株式会社メタルワン 樽見　祐介

66 大阪 モリ工業株式会社 天田　宗亮

67 大阪 モリ工業株式会社 南京　勉

68 大阪 山進産業株式会社 朴　成浩

69 大阪 株式会社ヤマス 劉　智明

70 大阪 山本特殊鋼株式会社 中川　貴雄

71 大阪 山本特殊鋼株式会社 森田　健吾

72 名古屋 豊産業株式会社 吉野　啓

73 大阪 豫洲短板産業株式会社 杉山　剛

74 四国 豫洲短板産業株式会社 西田　理

75 中国 株式会社ワコー 満足　みゆき

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

（大阪会場）


