
氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

網岡　卓二 トヨタ車体（株） 会長、　元）社長

福島　孝一 住友金属鉱山（株） 相談役、　元）会長、　元）社長

ナストーア（株） 代表取締役・社長

日本冶金工業（株） 常務取締役

平島　凰希 本田技研工業（株） 元）専務取締役、社友

片岡　慎一郎 耐火物技術協会 相談役

九州工業大学 教授（工学部）、特任教授

三菱重工業（株） 元）長崎研究所・技監・主管研究員

工学博士

大津　芳孝 日本軽金属（株） 執行役員

（財）北九州産業学術推進機構 産学連携統括センター長

三菱重工業（株） 元）長崎研究所・所長・技監・技師長

工学博士

馬場　孝三 住友金属鉱山（株） 元）専務執行役員・取締役・技術本部長

香川　　学 日立電線（株） 執行役常務・技術本部・本部長

貝掛　　敦 住友金属鉱山（株） 執行役員　安全環境部長

松本　伸弘 住友金属鉱山（株） 執行役員　金属事業本部・副本部長

近藤　孝之 日新製鋼ホールディングス 常務執行役員・技術総括部・部長

村田　秀樹 東京製綱（株） 常務取締役・技術開発本部・本部長

日鉄住金ロールズ（株） 取締役・製造部長

新日鐵住金（株） マネージャー

三浦　昭男 合同製鐵（株） 大阪製造所・管理部・部長

上川　　満 三井金属鉱業（株） 元）取締役・兼常務執行役員

古柴　　豊 三菱アルミニウム（株） 取締役副社長・富士製作所長

日野　光雄 （株）神戸製鋼所 営業企画部・技術主管

江口　洋一 （株）エヌ・ジェイ・アール福岡 社長

（株）コベルコ科研 技監

神戸製鋼（株） 次席研究員

宮崎　建雄 ジャパン　マリンユナイテッド（株） 技術総括部・技監　工学博士

元）常務取締役

元）北九州事業所　所長

矢岡　　隆 彦島製錬（株） 前）社長

DOWAメタル（株） 社長

DOWAメタニクス（株） 社長

日揮触媒化成（株）

木原　茂文

岡本　芳雄

増山　不二光

納富　　啓

石橋　修二

大家　正二郎

岡田　則行



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

金本　秀雄 川岸工業（株） 社長

中山　安正 新日本非破壊検査（株） 代表取締役・社長

中村　和夫 非破壊検査サービス（株） 社長　博士（工学）

小樋　誠二 東邦金属（株） 取締役・社長

KMCホールディングス（株） 取締役・会長

九州三菱自動車販売（株） 代表取締役・社長

瀬尾　武久 日立金属商事（株） 社長

高岸　正章 第一高周波工業（株） 代表取締役・副社長

原田　士郎 （株）ルミカ 社長

増田　行雄 アルバック（株） 取締役・品質保証部長

（社）日本鉄鋼協会 社会鉄鋼工学　幹事

川鉄クノリサーチ（株） 元）主任研究員部長　工学博士

日塚　健治 東洋鋼鈑（株） 商品開発部・部長参事

大江　敬三 山陽特殊鋼（株） 取締役

くろがね工業（株） 参与

九築工業（株） 元）取締役

河原　　渉 三菱日立パワーシステムズ（株） 主管技師長

鶴崎　洋士 三菱日立パワーシステムズ（株） 生産技術部長

山田　恒二 （株）酉島製作所 生産本部・副本部長、兼ポンプ製造部長

高橋　浩一 （株）フジクラ 元）佐倉事業所　所長　兼　石岡事業所長

池之迫　正昭 日本鋳鍛鋼（株） 副社長

荒木　恭一 新日鐵住金（株） 本社・製銑技術部長

林田　輝樹 新日鐵住金（株） 名古屋製鐵所・主幹

馬場　信次 新日鐵住金（株） 八幡製鐵所・薄板部・部長

新日鐵住金（株） 八幡製鐵所・マネージャー

日鉄住金精圧品（株） 総務部　室長

和田　耕治 新日鐵住金（株） 名古屋製鐵所・マネージャー

池田　卓穂 新日鐵住金（株） 本社・マネージャー

伊豆　大助 新日鐵住金（株） 八幡製鐵所・棒線部・上席主幹

村上　敬二 小松（常州）建機公司 社長

岩尾　潔志 KIC Corporation Group Holdings. CEO(最高経営責任者)

コマツ（株） 本社・生産本部　生産改革室　副室長

コマツロシア製造（有） 元）社長

塚本　泰久

城戸崎　健二

天辰　正義

小森　正剛

小玉　一郎



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

コマツ産機（株） 代表取締役・社長

コマツ（株） 元）生産本部・金沢工場長

尾島　康夫 エヌ・イー　ケムキャット（株） 常務執行役員・沼津事業所長

河島　広樹 三菱日立パワーシステムズ（株） 大崎建設事務所・所長

難波　祥吾 協同シャフト（株） 取締役・工場長

今里　州一 日本タングステン（株） 取締役　博士（工学）

田中　茂明 千代田化工建設（株） 交通プロジェクトセクション・担当部長

泉　　真吾 NSソーラーマテリアル（株） 社長

諫山　知明 日新製鋼（株） 呉製鉄所・製鋼部長

佐藤　　恭 三菱日立パワーシステムズ（株） ボイラ技術本部・主幹技師

川原口　和夫 ヤンマー（株） 常務取締役･資材部長

守中　康治 日本鋳鍛鋼（株） 技師長

堀　　裕満 東芝ビジネス・ライフサービス（株） プリンティングサービス　部長

平田　雅治 古河電工（株） 金属カンパニー・技術部長

平井　正一郎 古河電工（株） 研究開発部・主査

執行役員

素材関連事業本部　薄膜材料事業部長

吉富　丈記 黒崎播磨（株） 技術研究所・所長

野口　雅弘 興国鋼線索（株） 代表取締役・社長

鹿子木　公春 西日本ペットボトルリサイクル（株） 代表取締役・社長

岩橋　次郎 非破壊検査（株） 取締役・副社長

藤井　宣憲 新日鐵住金（株） 八幡製鐵所・マネージャー

相本　美徳 新日鐵住金（株） 君津製鐵所・課長

槌永　雅光 新日鐵住金（株） 八幡技術研究部・主任研究員

井澤　淳一 カルソニックカンセイ九州（株） 取締役・社長

藤原　眞久 （株）テックイトウ 取締役・社長

植田　英男 吉川工業（株） 取締役・鉄鋼事業本部長

森　　俊雄 吉川工業（株） 鉄鋼事業本部　鉄鋼技術室長

藤川　聖一郎 （株）ＵＡＣＪ 深谷製造所　品質保証部・部長

久本　利一 （株）ＵＡＣＪ 福井製造所　鋳造課・課長

宮崎　光宏 （株）神戸製鋼所 真岡製造所・主任部長

松本　和眞 （株）村上精機工作所 取締役

本田　嗣男 （株）黒木工業所 技術研究所　部長　博士（工学）

高城　俊之 （株）香春製鋼所 代表取締役・社長

川西　宣明

世良　佳弘 三井金属鉱業（株）



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

小林　一三 セントラルエンジニアリング（株） 機械保全部長

トヨタ自動車（株） 法人事業部　担当部長

元）防衛庁 元）特装本部副支部長

宮城　修司 日本精線（株） 常務取締役

直江　　泰 トヨタ車体（株） 海外事業部・部長

河島　広樹 （株）日立製作所 日立建設事務所・所長

平田　都洋 山九（株） 技術開発本部・品質保証部長

鐘ヶ江繁光 （株）アステック入江 常務取締役

井上　英二 （株）アステック入江 FM事業部・事業部長

山口　祥司 日立建機（株） 研究本部・技術開発センター長

友田　勝博 （株）四阪製錬所 社長

寺田　朋嗣 （株）旺計社 社長

中山　祥太郎 東亜非破壊検査（株） 社長

山九（株） 溶接センター長

九州工業大学 特任准教授博士（工学）

田中　和美 日金マグキャスト（株） 営業技術本部　取締役本部長

氏本　泰弘 日本環境安全事業（株） 北九州事業所・所長

益田　穣司 九州三井アルミニウム（株） 取締役・製造本部長

（株）高田工業所 理事・技術本部・技術部長

九州工業大学 客員教授　博士（工学）

久留島　靖章 日本高周波鋼業（株） 取締役　富山製造所副所長

黒田　英一 （株）ササクラ 常務取締役

横見　正宏 （株）ティクスTSK 常務取締役

技術開発本部　先端技術研究所

新材料・界面研究部長　博士（工学）

寺島　英俊 新日鐵住金（株） 君津製鐵所・マネージャー

伊藤　　力 新日鐵住金（株） 八幡製鐵所・ステンレス部・主幹

吉田　達哉 新日鐵住金（株） 八幡製鐵所・スパイラル鋼管・工場長

スチール研究所・接合・強度研究部長

博士（工学）

水洗　賢二 （株）テツゲン 執行役員広畑支店長

大藪　　博 富士電機（株） 生産センター・開発部長

山本　安宏 硫酸協会 調査部・技術担当部長

筒井　隆夫 黒崎播磨（株） 統括産業医・医師　医学博士

安西　敏雄

上村　賢一 新日鐵住金（株）

池田　倫正 JFEスチール（株）

冨高　精蔵

吉本　辰也



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

高木　祐治 サンウエーブ工業（株） 上席執行役員(技術統括)

高嶋　毅 日本精鉱（株） 大阪営業所　所長

ロボット事業部

バイオメディカル技術部　部長

ロボット事業部

システム技術第１課　課長

早川　博敏 （株）ワイ・イー・データ ミラモーション事業部・副事業部長

竹下　裕之 トヨタ車体（株） 特装・福祉営業部・部長

石尾　健一 新東工業（株） 取締役

北野　英男 （株）フジクラ 自動車電送品技術部長兼開発部長

徳原　直文 古河電工（株） 銅箔事業部・開発部長

藤岡　　尭 アルコアジャパン（株） 常勤監査役

宮本　浩二 日本鋳鍛鋼（株） 製品技術部長

中島　康博 （株）マツボー 代表取締役・社長

石橋　和也 トヨタ車体（株） 富士松工場製造技術員室・グループ長

内山　輝之 日鉄住金ハード（株） 取締役・常務執行役員

永迫　弘行 日本鋳鍛鋼（株） 専務取締役

成瀬　春彦 日本鋳鍛鋼（株） 技術開発・上席マネージャー

農頭　重喜 日本エアーリキッド（株） 産業監査部長

久留島靖章 日本高周波鋼業（株） 取締役・富山製造所・副所長

勝浦　康治 姫路鐵鋼リファイン（株） 代表取締役・社長

和才　芳美 日本磁力選鉱（株） 取締役・技術本部長

石川　英文 日本磁力選鉱（株） 技術本部・生産技術部長

爲成　純一 新日鐵住金（株） 光製鐵所・マネージャー

二宮　涼一 新日鐵住金（株） 名古屋製鐵所・マネージャー

新日鐵住金（株）Nippon Steeｌ Pipe Vietam
Co.,ltd

（ベトナムにおける鋼管製造会社）

大分製鐵所・マネージャー

(H22.11～豪州留学(2年間）

中村　孝幸 新日鐵住金（株） 棒線部　主幹

三原　雅之 日本非破壊検査（株） 技術顧問、　前）取締役

中村　信夫 日本非破壊検査（株） 専務取締役

首藤　光生 日鉄住金ハード（株） 大分製造所・所長

中村　裕二 ヤンマー建機（株） 取締役・生産部長

山下　剛 （株）安川電機

松谷　吉高 製造部長

塚崎　祥充 新日鐵住金（株）

村井　真二 （株）安川電機



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

日下部　武 大口電子（株） 常務取締役

東郷　一郎
MITSUBISHI ELECTRIC AUTOMOTIVE CZECH
（チェコ）

社長

入谷　百則 ＮＳＫステアリングシステムズ（株） 代表取締役・社長

三浦　治郎 （株）ジェーシーエム 社長

秋穂　昭之 山九（株） 専門マネージャー

長久　健司 いすゞ自動車（株） 調達第三部・シニアスタッフ

有働　洋一 ダイヤモンド秀巧社印刷（株） 取締役・経営統括本部長

中條　聡 （株）東芝 品質推進部　グループ長

石田　康祐 （有）かねいし 代表取締役

松尾　研一郎 松尾鉄工所 代表取締役

綾部　雅彦 本田技研工業（株） 埼玉製作所・四輪生産企画室・室長

久保　幸宏 ホンダエンジニアリング（株） 生産技術部・技術主任

香月　淳一 日新製鋼ホールディングス 技術研究所・主席研究員(部長)

桝本　弘人 新日鐵住金（株） 名古屋支店　主幹

鳥越　泰治 三菱重工業（株） 高砂研究所　主席研究員　博士（工学）

谷口　貴之 三菱重工業（株） 船舶・海洋事業本部・主席技師

青柳　　勇 三菱重工業（株） 船舶・海洋事業本部・主席技師

富士電機（株） 材料技術アドバイザー

東北大学 客員教授　工学博士

（株）弘輝 材料技術顧問

桜井　裕士 富士電機（株） エネルギープラント・マネージャー

技術開発本部　技術研究所　部長

博士（工学）

松瀬　貴裕 （株）ブリジストン 開発第３ユニットリーダー　博士（工学）

野間　淳一 （株）栗本鐵工所 製品開発部　課長　博士（工学）

市川　　洋 三菱マテリアル（株） 事業部次長

平田　耕一 MHIソリューションテクノロジーズ（株） 常務取締役

パナソニック電工

ライティング・デバイス（株）

松下　敏久 中央発條（株） 精密生技室・室長

谷口　和弘 日新製鋼（株） 衣浦製造所　副所長

杉原　　浩 豊臣機工（株） 常務取締役

西村　善仁 （株）IHI プラントセクター工事統轄部・主査

椎木　克昭 （株）本田技術研究所 第６技術開発室　主任研究員

山下　満男

安部　正光 日立造船（株）

桝本　明宏 専務取締役



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

高崎　伸公 第一高周波工業（株） 北九州工場長

柿本　悦二 旭化成（株） 高機能マテリアルズ・グループ長

酒井　哲郎 三菱マテリアル（株） 銅事業カンパニー・製錬部長

中野　和則 山九（株） 岩国支店・副支店長

元木　健一 日鐵住金建材（株） 取締役

長田　正信 三菱マテリアルエネルギー 開発研究所・副主任研究員

本村　孝造 （株）酉島製作所 鋳造課 管理グループリーダー

秋山　博之 （株）酉島製作所 鋳造課　課長

飯田　典久 三菱伸銅（株） 製造部・部長

奥村　史生 住友金属工業（株） 鋼管生産技術・参事

今里　　晃 三菱長崎機工（株） 国内営業部・主査

中島　多一 西部ガス（株） 供給部・部長

江藤　裕基 ヤンマー建機（株） 生産部・課長

藤井　浩二 日本タングステン（株） 基礎技術センター・主幹

藤井　裕一 トヨタ車体（株） ボデー生産技術部・課長

奥野　勉 日新製鋼ホールディングス ステンレス・SP商品開発チームリーダー

谷口　和弘 日新製鋼ホールディングス 周南製鋼所）冷延精整部・精整課長

金子　哲也 日新製鋼ホールディングス 商品開発部　自動車鋼材開発チームリーダー

岩丸　弘 三菱アルミニウム（株） 押出工場・担当部長

酒井　裕二 済宇新高多液圧管件有限公司 総経理（社長）

佐々木　康宏 パンパシフィク・カッパー（株） 佐賀関製錬所　技術部長

秦　　吉範 アステック入江（株） 本社　部長

河津　嘉 東京製鐵（株） 岡山工場・管理部長

古賀　光浩 九州指月（株） システム管理課長　兼　監査室長

寺山　悟 東京製鐵（株） 岡山工場・管理部・管理課長代理

安西　知哉 三池製錬（株） 化成品工場・工場長

菊川　　剛 日本磁力選鉱（株） 営業部・課長

榊　　一嘉 日立オートモティブシステムズ九州（株） 生産合理化推進部・部長

吉満　　卓 （株）片岡商店 取締役・技術部長

持永　　忠 東ソー(株) 南陽事業所　環境管理課長

桝田　　均 DOWAホールディングス（株） 秋田ジンクリサイクリング（株）元）社長

尾上　仁志 山九（株） 南関東支店・支店長

香月　博貴 日鉄住金ハード（株） 技術開発部・次長

羽田　周作 日鐵住金建材（株） シニアマネージャー



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

尾勢　澤夫 日新工機（株） 機械技術部長

松本　陽二 神鋼検査サービス（株） 社長

奥野　浩英 大光炉材（株） 取締役・技術統括部長

辻丸　敏彦 日本鉄塔工業（株） 取締役・研究開発

桑原電工（株） 企画部　部長

安川モートル（株） 元）取締役　事業企画部長

服部　和憲 （株）黒木工業所 取締役・技術研究所・所長

田中　義彦 九州ベアリング（株） 社長

西村　正之 日本検査キューエイ（株） 九州事務所・所長

別府　高文 （株）三井ハイテック 金型事業本部・第２営業部長

炭矢　芳男 （株）高田工業所 技術本部・診断サービス技術・部長

安部　賛 （株）アドマテックス 代表取締役・社長

長岡　康之 （株）アミック 代表取締役・社長

三輪　秀雄 （株）アミック 専務取締役

高鍋　雅則 （株）アミック 管理部長

白石　　隆 （株）ケーヒン 開発本部　材料開発　部長

嘉屋　文隆 （株）丸和技研 社長

福島　裕充 西日本総合コンサルタント（株） 社長

安永　隆行 八幡枝光本町郵便局 局長

山本　英司 豊精密（株） 経営企画室・課長

川谷　哲也 八戸製錬（株） 製錬課・課長

坂田　太志 （株）フジコ― 山陽工場長代行（兼　製造課課長）

須藤　正樹 （株）ケイエス電子 社長

FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY CORP.

台湾工場　副工場長

渋谷　智 周南紙業（株） 製造部長

甲斐　猛男 日本非破壊検査（株） 水島事業所・所長

今城　清吾 ポニー工業（株） 取締役・副社長

横溝　亮一 山九（株） 三重支店工作事業所・事業所長

梶栗　幸雄 山九（株） プラント事業部・担当部長

河村　正剛 新日本非破壊検査（株） 取締役　執行役員・本部長

脇部　康彦 新日本非破壊検査（株） 執行役員・技術本部長

日立造船（株） 技術研究所　グループ長

京都大学 特定准教授博士（工学）

甲斐　文隆 （株）SUMCO

福田　直晃

宮本　健和



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

白倉　義弘 エヌケイ精工（株） 取締役

上尾田　浩文 吉川工業（株） 鉄鋼事業部長

田中　喜久 吉川工業（株） 経営企画部長

宮田　秀夫 ダイヤ国際RC研究所 社長

八尋　寛司 STEM Biomethod 社長

古田　博昭 （株）フジコ― 山陽工場・課長　溶射管理士

大野　京一郎 （株）フジコ― 若松響工場・課長

与田　靖之 （株）戸畑製作所 製造部・専門部長

日下部　兼治 （株）エヌ・ジェイ・アール福岡 総務部次長

山田　敦司 日鐵住金建材（株） 豊前ニッテックス工場　工場長

原田　浩次 日鐵住金建材（株） グループ長

綾部　広顕 ヤンマー建機（株） 事業企画部長

宮崎　良忠 計測検査（株） 技術部　部長

濱田　浩幸 国際テックサービス（株） 取締役　検査部長

田崎　利浩 （株）ライセンス&プロパティコントロール 知財管理グループ　グループリーダー

末吉　輝 （株）トーカイ 加工品事業部長

有田　修志 （株）翼エンジニアリング 営業本部長

今川　幸久 新日本非破壊検査（株） 技術管理部長

山下　利彦 日本磁力選鉱（株） 電炉工場　課長

江戸　正和 三菱アルミニウム（株） 研究開発部　熱交開発室　室長

畚野　章 （株）神戸製鋼所
アルミ・銅事業部門　長府製造所銅板工場　銅板
研究室　室長

有吉　道雄 有吉歯科医院 院長・歯科医師

岸本　義幸 （一社）日本産業カウンセラー協会 事務局長

富田　美幸 NTT東日本（東日本電信電話（株）） 東京東支店・課長

清尾　泰仁 中津青果商業協同組合 理事

吉松　研一 吉松中小企業診断士事務所 中小企業診断士

九州大学 RCSLA客員教授

九州工業大学 名誉教授　工学博士

芹野　正幸 久留米工業大学 元）副学長　博士（工学）

産学連携機構九州（九大TLO） 産学連携コーディネーター

（株）安川電機 元）知財部長博士（工学）

村山　武昭 九州大学 元）教授（工学研究院）　工学博士

沖野　隆久 大分大学 教授（工学部）　工学博士

河原　正泰 熊本大学 教授（工学部）　工学博士

近浦　吉則

原　　賢治



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

澤本　　章 山口大学 教授（教育学部）　工学博士

植森　龍治 九州大学 教授（鉄鋼リサーチセンター）　博士（工学）

金子　泰成 立命館大学 教授（理工学部）　工学博士

池田　英幸 鹿児島高専 教授（機械工学科）　博士（工学）

教授（元　生命体工学研究科

キャリアセンタ長）　工学博士

西日本工業大学 学長

九州工業大学 名誉教授（元　生命体工学研究科長）

工学博士

教授（システムデザイン学部）

工学博士

永井　恭一 東亜大学 教授（医療科学専攻）　工学博士

篠崎　信也 九州工業大学 教授（生命体工学研究科）　工学博士

楠元　一臣 群馬大学 教授（教育学部）　工学博士

奥山　哲也 久留米工専 教授（材料工学科）　博士（工学）

中川　雅晴 九州大学 准教授（歯学研究院）　歯学博士

板倉　　賢 九州大学 准教授（総合理工学院）　工学博士

白石　孝信 長崎大学 准教授（歯学部）　工学博士

山口　富子 九州工業大学 准教授（工学研究院）　博士（工学）

徳永　辰也 九州工業大学 准教授（工学研究院）　博士（工学）

田島　　清 九州歯科大学 元）講師（歯学科）　博士（歯学）

田中　敏子 九州歯科大学 助教（歯学科）　博士（歯学）

大坪　文隆 九州工業大学 准教授（機器分析センター）　博士（工学）

九州工業大学 特任教授

山九（株） 品質保証部・参与　博士（工学）

高野　禎資 福岡県立香椎工業高校 元）校長

福岡県立福岡工業高校 元）校長

全国工業高校校長会 理事

那波　正宣 福岡県立八幡工業高校 校長

橋内　政和 福岡県立苅田工業高校 校長

小山　　繁 福岡県立若松高校 校長

徳永　次郎 熊本県立天草工業高校 元）校長

佐世保実業高校 校長

長崎県立鹿町工業高校 元）校長

西尾　一政

下村　芳樹 首都大学東京

和田　洋二

平野　孝幸

嶋田　一郎

下崎　敏唯 九州工業大学



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

江口　博孝 中津市立永岩小学校 校長

海田　和彦 周南市立大津島小学校 校長

岩男　哲司 大分県立中津東高校 元）教頭

田中　良明 福岡女学院中高等学校 教諭

伊藤　義信 大分県立鶴崎工業高校 教諭

平田　千鳥 福岡県立筑豊高校 教諭

二村　洋一 福岡県立八幡工業高校 教諭

長沢　辰成 福岡県立筑紫丘高校 教諭

田中　　淳 福岡県立福岡工業高校 教諭

於保　康王 福岡県立築上西高校 教諭

川波　亮造 福岡県立浮羽工業高校 教諭

田中　誠一 福岡県立小倉工業高校 教諭（主幹教諭）

中村　富也 福岡県立八女工業高校 教諭

中村　　巖 福岡県立八幡工業高校 教諭

田中　啓喜 山口県立西市高校 教諭

有井　初志 大分県立日出暘谷高校 教諭

大冨　忠洋 大分県立中津工業高校 教諭

三木　　亮 兵庫県立人鹿高校 教諭

高依来陽治 長崎県立西彼農業高校 教諭

山田　信介 福岡県立八幡工業高校 教諭

佐賀県工業技術センター 元）所長　工学博士

九州地区溶接技術検定委員会 元）事務所長

臼井　一郎 佐賀県工業技術センター 元）所長

鳥越　　清 宮崎県機械技術センター 元）所長

山田　隆裕 山口県産業技術センター 理事長

高島　光 福岡県議会事務局 次長　兼　総務課長

瀧内　直祐 長崎県工業技術センター 工業材料科長　博士（工学）

外山　真也 宮崎県工業技術センター 元）材料開発部　部長　博士（工学）

中村　憲和 福岡県工業技術センター 機械電子研究所　課長　博士（工学）

阪本　尚孝 福岡県工業技術センター 化学繊維研究所　化学課　博士（工学）

高橋　芳朗 大分県産業科学技術センター 機械・金属担当・主任研究員　博士（工学）

（株）ユーテック 山口事業所長

山口県産業技術センター 元）企業支援部・副部長　工学博士

玉井富士夫

井手　幸夫



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

(財)高輝度光科学研究センター 特別研究員

住友金属工業（株） 元）厚板部長工学博士

西特許事務所 弁理士

特許庁 元）審判長

（株）ナカコー 代表取締役

（株）小松製作所 元）小松ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ（株）取締役企画部長

日立電線（株） 元）取締役関西支店長

花島電線（株） 元）代表取締役社長

日本鉱業（株） 元）日立製錬副所長

日鉱防触（株） 元）代表取締役社長

中村　十朗 （株）ｱｶｵｱﾙﾐ 元）専務取締役

日本電信電話（株） 元）研究開発本部　機構技術研究部長

（株）トーキン 元）常務取締役　仙台研究所長

大山　　勲 （株）テクノ大手 元）取締役環境事業本部長

松尾　喜久 住友金属工業（株） 元）執行役員

新城　昭夫 住友鋼管（株） 元）常務取締役

石川　　真 （株）テクノ大手 元）営業本部本部長付

日本高周波鋼業（株） 元）理事　富山製造所製造部長

NKﾒｯｸｽ（株） 元）代表取締役社長

三菱重工業（株） 元）広島製作所機工部長

日本鋳鍛鋼（株） 元）専門部長

九州工業大学 元）客員教授

安川電機（株） 元）材料技術担当部長工学博士

泉谷　哲男 西部新東工業（株） 元）代表取締役・社長

本田技研工業（株） 元）ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ部地術主管

日信工業（株）ｳﾞｪﾄﾅﾑ 元）社長

小鳥居和也 （株）メタルフオージ 元）代表取締役・社長

光洋熱処理（株） 元）代表取締役・社長

ダイベア（株） 元）理事

住友軽金属工業（株） 元）営業本部調査役

東海ﾌｨﾃｲﾝｸﾞ（株） 元）営業部長

田中　正敏 住金日鉄ステンレス鋼管（株） 元）常務取締役

三菱重工業（株） 元）東京自動車工作部次長

山梨ふそう自動車販売（株） 元）取締役

武藤　哲男

筧　　鎮雄

中村　　紘

佐藤　潤一

徳吉　睦生

入沢　捷史

井上健次郎

池田　満昭

奥村　昭浩

橋本　　保

西　　義之

中　　幸轟

桂　　義之



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

濱田　幹雄 日本鉄塔工業（株） 元）専務取締役

日産ディーゼル工業（株） 元）製造部長

ｻﾝ用品（株） 元）代表取締役・社長

安岡　頴一 アミタ（株） 元）事業本部副本部長

JFEスチール（株） 元）常務取締役・千葉製鉄所長

JFEメカニカル（株） 元）代表取締役・社長

新日鐵住金（株） 元）プラント事業部マネージャー

（株）吉川工業 元）マネージャー

三井金属鉱業（株） 元）薄膜材料事業部部長

彦島製錬（株） 元）代表取締役・社長

新日鐵住金（株） 元）技術協力部プロマネージャー

日本検査（株） 元）専門部長

新城　和夫 日立金属（株） 元）九州工場長

鋼鈑工業（株） 元）代表取締役・社長

東洋鋼鈑（株） 元）執行役員

日本発条（株） 元）品質保証部長

（株）ホリキリ 元）取締役

関谷　敏男 日本高周波鋼業（株） 元）取締役営業部長

佐藤　俊明 日本発条（株） 元）研究開発本部長

下畑　勝己 日本発条（株） 元）品質保証部長

吉村　久志 九州ホイール（株） 元）社長

中島　喜満 高周波精密（株） 元）代表取締役・社長

加藤　利宜 （株）ベネックス 元）社長

陽鋼物産株式会社 元）取締役副社長

山陽特殊製鋼株式会社 元）取締役・常務取締役

藤村　浩史 三菱重工業（株） 元）名古屋研究所・高分子材料研究室長

池田　隆吉 神鋼リードミック（株） 元）取締役

青野　泰久 日立製作所（株） 元）日立研究所・研究部長　工学博士

住友金属工業（株） 元）部長

住金小倉鉱化（株） 元）取締役・生産部長

志水　慶一 東洋鋼板（株） 元）研究部長

土井　　健 TOTO（株） 元）業務改革推進本部・本部長

政近　康生 株式会社ティクスTSK 元）執行役員

児玉　裕文 日立電線（蘇州）精工有限公司 元）総経理（社長）

吉田　謙二

渡辺　敬介

野村　良樹

山本　高司

高見　恭和

村井　達典

藤原　正治

山本　武美

吉田幸一郎



氏　　名 企　業　等　の　名　称 役　職　名

九州工業大学 元）学長

九州国際大学 元）理事長

九州工業大学 名誉教授　工学博士

北九州高専 元）校長

九州工業大学 名誉教授　工学博士

芦塚　正博 九州工業大学 名誉教授　工学博士

若松　良徳 九州工業大学 名誉教授　工学博士

野口　文男 九州工業大学 元）准教授　工学博士

小園　凱夫 九州歯科大学 元）副学長　歯学博士

長崎県工業技術センター 元）センター長

福岡大学 元）教授　工学博士

平成31年1月15日までに収録した資料

迎　　静雄

植田　安昭

長田　純夫


