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NKマイスター会
新役員のご紹介！！
新会長ごあいさつ／ブロック長ごあいさつ／役員・事務局のご紹介

NKマイスター会＆NKグループイベント報告

楽しい仲間とのひととき、
絆がより一層深まりました。

NK ALL STARS

全員で大きな第一歩を踏み出し、
共に｢HAPPY LIFE｣を目指す仲間たち。

NKマイスター会
メールマガジンのご案内
https://www.nk-meister.jp/merumaga/
　協力会社様にお届けする旬なニュースをNKマイスター会ホームページ
に掲載してまいりましたが、さらなる情報を発信すべくメールマガジンとし
ても発行することとなりました。有用な情報を随時発信してまいりますの
で、ぜひこの機会にご登録ください。
　なお、登録方法は、下記をご参照ください。

1

メルマガの登録方法

NKマイスター会のメルマ
ガ登録ページを開きます。
上記アドレスよりアクセス
してください。

上記手順で、登録されているメールマガジンの配信を解除して、新しいメールアドレスで配信登録してください。

1 NKマイスター会の
NKメルマガページを開きます。

2 「メルマガ解除」の項目へ、配信
を解除するEメールアドレスを入
力し送信してください。

3 確認メールが届きますので、本
文にあるURLクリックします。
これで完了です。

5 登録ページから会社名とご利用になる方のお名前を入力し、
送信していただければ登録完了になります。

2 「メールマガジンの登録」
で、配信希望のEメールア
ドレスを入力の上、送信ボ
タンをおしてください。

3 登録されたアドレスに確
認メールが送信されます。

4 確認メールの本文にある
URLをクリックします。

配信メールアドレスの変更方法

お問い合わせは

メルマガの
登録解除方法

（株）内藤工業所 総務部　SI企画室　安斎まで　TEL.024-923-1800



ひとそれぞれの人生があります。

だからこそ｢NAITO｣では、

会社として何ができるか。何を与えられるか。

仕事とは何か。人生とは何か。

考えつづけたいと思っています。

才能ある仲間と共に仕事をし、

過程を楽しみながら成果を上げ喜びを分かち合うこと。

そして、皆の才能を開花させること。

仲間とHAPPY LIFEをつくりあげたい。

未来に向けて

県内No1総合設備会社を目標に一致団結！

すべての人が幸せな人生を送れるように

これからも仲間と未来をつくります。

全員で大きな第一歩を踏み出し、共に｢HAPPY LIFE｣を目指す仲間たち。

NKグループ代表

NKマイスター会スローガン

新会長ご挨拶

ブロック長ご挨拶（北ブロック・南ブロック）

役員紹介／事務局紹介

NKマイスター会＆NKグループイベント報告

NK HISTORY

内藤工業所会社概要

【裏表紙】NKマイスター会メルマガ配信について
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業界で工事力を最大限発揮し、
共に、NO.1を目指しましょう。

イシグロ株式会社
NKマイスター会会長 石塚    茂東日本営業本部　東北ブロック長

　皆様に於かれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
この度、平成30年4月24日の役員会開催におきまして、会長のお話を頂き、今回新会長として就任致しました。
イシグロ（株）東北ブロック石塚で御座います。
　大変身が引き締まる思いで、何分不馴れ故、前任の小林会長様、役員様のご指導のもと、NKマイスター会のスローガンである「ありがとう」と言ってもら
える、会運営を心掛けて行きたいと思います。
　現在の業界を取り巻く環境は、2020年東京オリンピックに向けた首都圏の施設建築・再開発の建設物件増加は伺えるものの、働き方改革・労働人口の
減少問題から現場環境は課題が多く、厳しさも伺える状況が見受けられます。
　この様な環境下、東北でも大手ユーザー様・他案件の投資もある事より、NKマイスター会会員の皆様の技術力・スピード力・提案力で、皆様と共に邁進
して行きましょう。
　また、会運営に於きましては、NKグループの社員様とNKマイスター会会員様が力を合わせ、業界で工事力を最大限発揮し、NO.1を目指しましょう。
　最後となりますが、NKグループ社員の皆様・マイスター会会員の皆様のご支援を得まして、任期の2年間を全力投球で頑張っていく所存です。
どうぞよろしくお願い致します。

◎新会長ごあいさつ

【NKマイスター会スローガン】

NKマイスター会、
新会長にご挨拶をいただきました。

① 協力し合う精神と感謝の気持ちで「ありがとう」があふれる会にしよう

② 人と人との繋がりを大切にし、NKマイスターネットワークを全国に拡げよう

② 1つ1つの仕事に感謝を忘れず、高い技術と商品力で皆の力を結集しよう

ごあいさつ

我々の仕事はものづくりです。どんな建物、製品も人の手が加わって最終的に作り上げる、その職人さんが讃えられるというイ

メージを打ち出すために、職人さんの地位として一番高い位と称される「マイスター」という名称を使用しました。

ロゴマークには、仲間が手と手を取り合い、多くの業者さんやNKグループの社員全員で大きな第一歩を踏み出し、

｢HAPPY LIFE｣を目指しましょう、という願いが込められております。
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株式会社 内藤工業所

会計 遠藤  彰彦

総務部長
有限会社 日殖設備工業

（北ブロック）
会計監査 齋藤  伸吾

専務取締役
有限会社 佐久間工業

（北ブロック）
幹事 佐久間 辰夫

代表取締役社長
三喜工業 株式会社

（北ブロック）
幹事 久我  真也

仙台支店 支店長
株式会社 東北デバイス工業

（南ブロック）
会計監査 君島  宏行

代表取締役

2018年NKマイスター会、役員のご紹介。

■ 副会長 兼 北ブロック長ごあいさつ

■ 役員紹介

■ 事務局

■ 副会長 兼 南ブロック長ごあいさつ

　皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

　今期より「NKマイスター会」副会長兼北ブロック長を務めさせて頂き

ます有限会社工藤ダクト製作所 工藤と申します。宜しくお願い致します。

　2016年4月に発足致しました「NKマイスター会」も2期目3年目に入り

ます。その間、総会・安全大会・行事等行ってまいりましたが、いかがで

したでしょうか。特にボウリング大会は初年度から行っている行事であ

ります。

　また、今年度はNKグループとの合同で秋に運動会も開催される予定

です。その他ゴルフコンペ、勉強会など様々な企画もあります。

　この「NKマイスター会」を通じてスローガンにもなっております「あり

がとう」を感じられる会になればと思っておりますので、会員の皆様もぜ

ひ参加して頂き、NKマイスター会を共に盛り上げていきましょう。

『内藤工業所』の70周年と軌を一にして、［NKグループ］の協力会である［NKマイスター会］が発足しました。

発足より2年が経ち、会員の皆様のご意見･ご要望をお受けし、それを具現化するための環境を整え、

仕組みを作ってまいりました。さらなる生産性と顧客満足度向上のために、

［NKマイスター会］の皆様の『HAPPY LIFE』のために・・・・。役員一同、皆様のお役にたてるよう努めてまいります。

有限会社 工藤ダクト製作所 工藤  強太郎代表取締役社長

　このたび、NKマイスター会の副会長兼南ブロック長と拝命させていた

だきました、援護化学株式会社 代表取締役社長  滝田吉宏と申します。

業種は、この会ではめずらしい分類になりますが、消防設備を専門として

おります。

　華々しくこの会が発足して2年がたちました。これからは会員のみなさ

まと社員や家族など関係者に笑顔が広がっていく事業を試行錯誤なが

ら展開してまいりたいと思います。

　今後とも皆様の商いの発展の一助となれるようなNKマイスター会の

運営を心がけて、「顔晴って（がんばって）」まいりたいと存じますので、御

協力の程よろしくお願い申し上げます。

援護化学 株式会社 滝田  吉宏代表取締役社長

有限会社 ディーシーサービス

（北ブロック）
幹事 久保田   勉

代表取締役社長
有限会社 那須空調工業

（南ブロック）
幹事 白井    猛

代表取締役
東テク 株式会社

（南ブロック）
幹事 畠 　良栄

郡山営業所  所長
有限会社 光恵設備工業

（南ブロック）
幹事 橋本  光雄

代表取締役

株式会社 内藤工業所

顧問 小野    勘

代表取締役社長
株式会社 内藤工業所

事務局 高橋 　恵

常務取締役
株式会社 内藤工業所

事務局 鈴木  富司

環境本部 執行役員 本部長
株式会社 内藤工業所

小林  通晃

メンテナンス本部  本部長

事務局長

株式会社 内藤工業所

事務局 三須  辰彦

工事サービス本部 執行役員 本部長

株式会社 内藤工業所

事務局 伊藤  敏宏

工事サービス本部 技術部長
株式会社 内藤工業所

事務局 増子  好広

メンテナンス本部  副本部長
株式会社 内藤工業所

事務局 内藤    寛

環境本部 副本部長
株式会社 内藤工業所

事務局 遠藤    清

株式会社 内藤工業所

大橋  重夫

工事サービス本部 副本部長

事務局

ブロック長
ごあいさつ
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たくさんのイベントが催され、楽しい仲間 とのひととき、絆がより一層深まりました。

マイスター会
マイスター会 ＆ NKグループで行われ たイベントの一部をご紹介致します。

NKグループ

北ブロック「第2回親善ボウリング大
会」が開催されました。

2017年7月6日

　NKマイスター会北ブロックでは、会員相互の親睦
をより深めることを目的に、「第2回親善ボウリング大
会」（北ブロック）を7月6日、コロナキャットボウル仙
台店で開催しました。会員をはじめNKグループ社員
など約40人が参加、2ゲームの総スコアで腕を競いま
した。ストライクやスペアで飛び出すたびに歓声と拍
手が起こるなど、参加者は和気あいあいとした雰囲
気の中、ボウリングを満喫していました。

NKマイスター会「リクリエーションゴルフコンペ」開催！！

2017年11月30日

　NKマイスター会のレクリエーションゴルフコンペ
が、11月3日、矢吹ゴルフ倶楽部で開かれ、会員とNK
グループの社員ら約30人が参加しました。この日は、
スタート時は少し霞がかかっていましたが、時間とと
もに天気が好転、日中は雲一つない晴天が広がる絶
好のコンディションとなりました。
　参加者は和気あいあいとした雰囲気の中、プレー
を楽しみました。

毎年恒例！！  NKグループ大運動会2017＆懇親会開催！！

2017年9月15日

　NKグループ最大の社内イベント「大運動会2017」
が9月15日、郡山市待池台の西部第二体育館で開か
れました。この大運動会は、NKグループ4社の社員約
200人が一堂に会し、様々な競技を通じて親睦を深め
ることが目的ですが、社内運動会は「社員間の交流が
増えることにより、チームワークが向上する」「職場全
体が明るくなり、仕事へのモチベーションがアップす
る」「健康意識が高まる」などのメリットが見直されは

じめ、全国的に社内運動会の開催数が増えています。
　今回の大運動会も、グループ各社から選ばれた社
員による実行委員会が企画・運営を行っているのが
特徴で、競技のアイデアや使用備品の協力を募るな
ど、様々な形で社員が参加しています。
　運動会は、紅白対抗戦と10チームが競うチーム対
抗戦で行われ、ユニークな12種目を通じて、参加者は
快い汗を流しながら、懇親を深め合いました。

　競技終了後、二本松市岳温泉のホテルあづま館に
場所を移して、表彰式を兼ねた懇親会が開かれ、い
つもながらの趣向を凝らした余興で大いに盛り上が
り、笑顔あふれる楽しいひとときを過ごしました。
　今年も9月21日（金）～22日（土）に行われます。今
回は会場が変わり、郡山総合体育館になります。例年
通り、宿泊での大宴会も行う予定となっております。南ブロック「第2回親善ボウリング大

会」が開催されました。

2017年7月20日

　南ブロックの親善ボウリング大会は、7月20日にポ
ウルアピア郡山で開かれました。去年を上回る110
人が参加した今大会では、深澤正晃幹事（小泉東北
東北本社所長）が始球式を行い、大会がスタートし
ました。今回も180近いスコアが飛び出すなどハイレ
ベルな戦いが繰り
広げられ、参加者た
ちは和やかな雰囲
気の中、ボウリング
を満喫していまし
た。

NKマイスター勉強会を実施。

2017年2月22日

　技術者のスキルアップを目的とした「NKマイス
ター勉強会」が、2月22日、北ブロックと南ブロックに
分けて行われました。
　今回のセミナーでは、“環境・節電・省エネ・高品
質”を目指した店舗用エアコン・ビル用マルチエアコ
ン・設備用PAC・全熱交換器（業務用ロスナイ）など
の新商品と納入事例も紹介いただきました。

「成長期へ決意新たに」3Kマスター大会！！

2017年10月27日

　NKグループでは10月27日、3Kマスター大会を開
催しました。今回の大会では、エヌケー製作所、エヌ
ケー紫波、エヌケー・テックの各部門長を含めて約
60人が参加し、第73期の方針を共有しました。大会
ではまず、小野社長が「前期はなかなか厳しい状況
でしたが、最後に形になり、粘り強い頑張りに感謝し
たい。資格取得者も増えて、総合設備会社の体制も

整ってきており、5カ年計画の3年目になる今年から
は、成長期に入るという固い決意を持って頑張って
いきましょう」とあいさつ。
　続いて、高橋恵常務取締役をはじめ、各部門長が
新年度の目標と具体的なアクションを発表しました。
その後に開かれた懇親会では、参加者が会社・組織
の枠を超えて、夜が更けるまで親睦を深めました。

合同安全衛生パトロールを実施。

2017年3月8日

　NKマイスター会では3月8日、内藤工業所と合同
安全パトロールを実施しました。今回の現場は「三
幸学園仙台8号館新築ダクト工事」（宮城県仙台市）
で、点検表に基づいて安全な作業環境が確保され
ているかどうかをチェックしました。

NKゴルフ部始動！！

2017年10月28日

　NKグループゴルフ部の初コンペが10月28日(土)
に那須伊王野カントリークラブで開かれました！
　当日は、気温はやや低かったものの、幸い台風の
心配もなく、まずまずのコンディションで、部員を含
めて16人が参加、和気あいあいとした雰囲気の中、
プレーを楽しみました。先日、2018年5月12日に第２
回大会も行われました。

【結果】
優勝＝矢部浩樹（福菱冷熱）
準優勝＝吉田征四郎（吉田ビニール）
③橋本浩一（日栄化研）
④小林通晃（福菱冷熱／当時）
⑤君島源次（東北デバイス工業）

7 8



NKグループの歴史。
NK HISTORY

1945（昭和20年） 郡山市鶴見坦1丁目で創業

1960（昭和35年） 『有限会社内藤工業所』設立

1967（昭和42年） ［喜久田第1工場］を建設。［本社］を併設

1970（昭和45年） ［喜久田工第二工場］を増設

1972（昭和47年） ［仙台営業所］を開設
工場を独立させ、『株式会社内藤製作所』に組織変更

1973（昭和48年） 郡山市創業の地（郡山市鶴見坦1丁目）に『内藤ビル』を建設

1984（昭和59年） 『エヌケー商事株式会社』設立

1986（昭和61年） 『株式会社山田板金』を買収

1990（平成2年） 『エヌケー紫波株式会社』を設立
『株式会社山田板金』を『エヌケー山形株式会社』に商号変更

1991（平成3年） 『エヌケー・テック株式会社』を設立

1998（平成10年） 『エヌケー山形株式会社』を合併

2004（平成16年） 『エヌケー商事株式会社』を合併

2008（平成20年） ［仙台営業所］を移転

2013（平成25年） ［テクニカルセンター］完成

2015（平成27年） 内藤工業所創業70周年

2016（平成28年） ｢NKマイスター会｣発足

2018（平成30年） 『CEEM株式会社』を買収
『濾過精工株式会社』を設立

　創業70年『株式会社内藤工業所』には、
戦中･戦後を一職人として生き抜いた初代
会長内藤國勝の職人魂が、いまも脈々と流
れています。
　昭和20年10月、長男内藤衛（初代社長）
は父の國勝とともに『内藤工業所』を興しま
す。しかし、その当時、思うように仕事はあり
ませんでした。そのため衛は警察予備隊（現
在の自衛隊）に入隊し、2年間の任期を終え
れば支給される退職金で、『内藤工業所』の
事業拡大を図りました。

　その後、高度成長の波に乗り、事業を拡
大。社内に労働省認定の職業訓練校を創設
し、技術者を養成。県外にも事業拠点を設
けて、さらなる飛躍を遂げます。
　内藤清吾（2代目社長）の時代には、職人
の世界にITによる生産管理をいち早く取り
入れ、｢より安く｣から｢より高く｣を目指し、ダ
クトの設計を手掛け、自社製の製造機械の
生産を開始しました。

　内藤國勝･衛父子が、郡山の職人町で始
めた小さな板金工場が、『株式会社内藤工
業所』に成長し、内藤清吾が受け継ぎ、創
業70周年を機に、未来への舵取りを小野
勘に託されました。
　『HAPPY LIFE』に向かって、県内NO.1総
合設備会社を目指して、社員一同日々成長
をつづけております。

■社名 株式会社 内藤工業所

テクニカルセンター・喜久田工場／仙台支店／山形営業所／東京営業所

■代表者 代表取締役社長　小野　勘

■設立 昭和35年10月7日（創業／昭和20年10月1日）

■本社所在地 〒963-8861 福島県郡山市鶴見坦1丁目14番5号

■資本金 3億3,645万円（平成30年4月現在）

■建設業許可 国土交通大臣許可（特-27）第3178号

■従業員数 101名

管工事業
土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業

舗装工事業
塗装工事業
機械器具設置工事業
水道施設工事業

電気工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
消防施設工事業

会 社 概 要

グ ル ー プ 会 社

事 業 拠 点

株式会社 エヌケー製作所
〒963-0541
福島県郡山市喜久田町堀之内字
地田東17番2号
TEL.024-959-2220
FAX.024-959-2214

エヌケー紫波 株式会社
〒028-3451 
岩手県紫波郡紫波町稲藤字
升形201番地
TEL.019-673-8100
FAX.019-673-8110

エヌケー･テック 株式会社
〒963-0541
福島県郡山市喜久田町堀之内字
地田東17番2号
TEL.024-923-1913
FAX.024-938-2328

濾過精工 株式会社
〒103-0014
東京都中央区日本橋
蛎殻町1-12-7 KOIビル6階
TEL.03-6264-8575
FAX.03-6264-8576
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