
全国ステンレス流通協会連合会 

 
平成２６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（水）鉄鋼会館（出席者 61名 合格者 75名）、大阪会場は２月１３日（金）大

阪新阪急ホテル（出席者 44 名 合格者 66 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副会長より、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８名（東京会場 4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） 

        株式会社メタルワン     神谷 裕史さん 

 優秀成績者 （７名） 

        ＮＳステンレス株式会社     山田 和也さん 

        株式会社メタルワン     渡部 暢彦さん 

        阪和工材株式会社      天達 祐貴さん 

鈴木治作株式会社      渋谷 雄介さん 

        松井鋼材株式会社      岩田 隆さん 

        ＮＳステンレス株式会社   片山 大輔さん 

        大和特殊鋼株式会社     滝 升博さん 

【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 

 

  井上 英利 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」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礼を述べるの㈱メタルワン 神谷裕史さん 



【東京会場懇親会】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステンレス協会 

   常務理事 小林 美寿夫様の祝辞     岸本 則之 東京ステンレ流通協会 

                             副理事長による乾杯 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会会場 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会に出席頂いた販売技士研修講座講師の山本晋也様（新日鐵住金㈱） 

と加賀祐司様（新日鐵住金ステンレス㈱）の祝辞 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辻 宏光 ステンレス鋼販売技士検定委員による中締め 

 

 

 

 

 

 

 



【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 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 

 

  

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合格者を代表して答礼を述べる 

鈴木治作㈱の渋谷雄介さん 

    



【大阪会場懇親会】 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤 孝之 大阪ステンレス流通協会副理事長     青山 雅雄 大阪ステンレス流通協会副理事長 

による乾杯の挨拶                  による中締めの挨拶 

 

 

平成２６年度ステンレス鋼販売技士検定試験に合格されました 

141 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

1182 朝日ステンレス株式会社 米倉　正伸

1183 アラヤ特殊金属株式会社 泉　亮大

1184 株式会社アロイ 細野　忠博

1185 井上金属株式会社 岡田　貴洋

1186 井上金属株式会社 遠藤　洋貴

1187 井上金属株式会社 長野　太一

1188 株式会社ＵＥＸ 岩崎　哲也

1189 株式会社ＵＥＸ 津田　裕志

1190 株式会社ＵＥＸ 村田　将大

1191 株式会社ＵＥＸ 多古　優

1192 株式会社ＵＥＸ 大田　裕紀

1193 株式会社ＵＥＸ 上村　俊幸

1194 ウメトク株式会社 赤木　克行

1195 ウメトク株式会社 森　崇顕

1196 株式会社永和 山田　耕嗣

1197 ＮＳステンレス株式会社 小野寺　健

1198 ＮＳステンレス株式会社 船津　豊

1199 ＮＳステンレス株式会社 平山　尚樹

1200 ＮＳステンレス株式会社 山田　和也

1201 ＮＳステンレス株式会社 渡邉　孝太郎

1202 ＮＳステンレス株式会社 片山　大輔

1203 ＭＩ万世ステンレス株式会社 中村　康太朗

1204 ＭＳＳステンレスセンター株式会社 三田　昌信

1205 株式会社岡本正太郎商店 眞田　稔

1206 岡谷鋼機株式会社 北村　裕介

1207 開進工業株式会社 武井　良之

1208 キソメック株式会社 熊田　和郎

1209 キソメック株式会社 赤木　亮太朗

1210 株式会社サステック 淺川　貴彬

1211 株式会社サステック 井河　隼也

1212 株式会社サステック 荒本　茂之

1213 株式会社サステック 斉藤　元哉

1214 株式会社サステック東北 吉田　秀樹

1215 株式会社サステック東北 千田　光剛

1216 株式会社サステック東北 早川　清彦

1217 三興鋼材株式会社 箕輪　佑市

平成26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26年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

1218 三信金属株式会社 濱野　正也

1219 株式会社山陽金属工業所 池上　佑葵

1220 ＪＦＥ商事株式会社 髙橋　宏典

1221 ＪＦＥスチール株式会社 山本　寿

1222 シオヤ産業株式会社 本田　嗣延

1223 株式会社島産業 北村　修平

1224 株式会社島産業 川村　篤史

1225 信栄機鋼株式会社 木村　英也

1226 信栄機鋼株式会社 小川　恵

1227 新興金属株式会社 鍛治　利通

1228 新興金属株式会社 宮村　知也

1229 鈴木治作株式会社 佐竹　良一

1230 鈴木治作株式会社 井尻　晶久

1231 鈴木治作株式会社 渋谷　雄介

1232 鈴木治作株式会社 森上　成揮

1233 株式会社スチール 辻　　毅

1234 株式会社スチール 野田　庸祐

1235 ステンレス管機株式会社 名田　篤

1236 ステンレス管機株式会社 土居　大作

1237 ステンレス鋼機株式会社 馬場　一彰

1238 株式会社ステンレスワン 太田　直人

1239 住友商事株式会社 田中　庸雅

1240 株式会社西鋼 中　弘樹

1241 株式会社西鋼 児島　佑兆

1242 太華工業株式会社 山本　啓明

1243 大成ステンレス株式会社 山田　純之

1244 大同特殊鋼株式会社 篠田　道成

1245 太平金属株式会社 藤田　英樹

1246 太平金属株式会社 西脇　克宗

1247 太平金属株式会社 小田　宜征

1248 太平金属株式会社 萩原　弘己

1249 太平工材株式会社 藤田　真樹

1250 太平工材株式会社 小林　雅昭

1251 大和特殊鋼株式会社 吉見　卓也

1252 大和特殊鋼株式会社 額田　典明

1253 大和特殊鋼株式会社 小島　茂弘



Ｎｏ3

認定証番号 社　　　　　名 合格者氏名

平成26年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

1254 大和特殊鋼株式会社 滝　升博

1255 タカサゴスチール株式会社 末長　道久

1256 宝ステンレス株式会社 七海　勇紀

1257 田島スチール株式会社 浅田　和磨

1258 田島スチール株式会社 刘　　　争

1259 辰巳屋興業株式会社 寺本　豊

1260 千葉金属工業株式会社 新井　静香

1261 千葉金属工業株式会社 竹内　彰弘

1262 千葉金属工業株式会社 小泉　仁美

1263 月星商事株式会社 手塚　大輔

1264 月星商事株式会社 山田　大和

1265 東京金商株式会社 細田　優也

1266 東洋特殊鋼業株式会社 森岡　裕太

1267 東洋特殊鋼業株式会社 水口　茂之

1268 東洋特殊鋼業株式会社 高橋　誠

1269 東洋特殊鋼業株式会社 胡内　忠夫

1270 東洋特殊鋼業株式会社 佐久間　由一郎

1271 トーステ株式会社 吉益　智史

1272 トーステ株式会社 河合　竜太

1273 トーステ株式会社 伊藤　孝任

1274 ナガラ金属株式会社 鷲見　嘉明

1275 ナス物産株式会社 簑浦　大智

1276 ナス物産株式会社 宗政　祐人

1277 ナス物産株式会社 加藤　啓倫

1278 ナス物産株式会社 荻原　揚一

1279 ナス物産株式会社 明地　誠一

1280 日鋼アロイ株式会社 田口　由尚

1281 日鋼ステンレス株式会社 大村　陽一朗

1282 株式会社ニッコー 江本　慶伸

1283 日章アステック株式会社 岸本　秀之

1284 日章アステック株式会社 下前　喜生

1285 日章アステック株式会社 渡邉　亮平

1286 日新ステンレス商事株式会社 笠原　聡

1287 日鉄住金工材株式会社 佐藤　宗悟

1288 日鉄住金ステンレス鋼管株式会社 徳田　貴也

1289 日豊産業株式会社 田中　康弘



Ｎｏ4

認定証番号 社　　　　　名 合格者氏名

平成26年度ステンレス鋼販売技士検定試験合格者リスト

1290 日豊産業株式会社 西村　泰孝

1291 能勢鋼材株式会社 川島　佑一

1292 能勢鋼材株式会社 岸人　康雄

1293 野水鋼業株式会社 熊井　努

1294 阪和工材株式会社 五十公野　良太

1295 阪和工材株式会社 東　裕有史

1296 阪和工材株式会社 天達　祐貴

1297 阪和工材株式会社 元谷　一盛

1298 阪和工材株式会社 江口　彰良

1299 藤田金屬株式会社 渡邊　爵元

1300 藤田金屬株式会社 佐藤　勇樹

1301 藤田金屬株式会社 宇山　順人

1302 藤田金屬株式会社 渡部　貴

1303 藤田金屬株式会社 田邉　祐太

1304 藤田金属株式会社 長谷川　徹

1305 株式会社プロスチール 伊藤　大介

1306 株式会社プロスチール 寺崎　謙二

1307 本間鋼業株式会社 根津　卓巳

1308 松井鋼材株式会社 岩田　隆

1309 三井物産スチール株式会社 福嶋　真理子

1310 三井物産スチール株式会社 鈴木　崇史

1311 三井物産スチール株式会社 原　一英

1312 明道メタル株式会社 樋口　陽大

1313 明道メタル株式会社 山添　万里子

1314 株式会社メタルワン 大川　知樹

1315 株式会社メタルワン 渡部　暢彦

1316 株式会社メタルワン 神谷　裕史

1317 株式会社モーリレーザ 大上　辰也

1318 株式会社ヤマス 中島　秀樹

1319 吉川金属株式会社 相馬　槙二

1320 吉川金属株式会社 古沢　未来

1321 豫洲短板産業株式会社 若松　伸吾

1322 豫洲短板産業株式会社 前田　博仁
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