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就任2期目にあたって
会長ごあいさつ／副会長ごあいさつ

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 × NKグループ
EVENT PHOTO ALBUM

〒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

エヌケー紫波株式会社

エヌケー・テック株式会社

http://www.shiwa.co.jp/

〒963-0541 福島県郡山市喜久田町堀之内字地田東17-2
TEL.024-959-2220/FAX.024-959-2214

株式会社エヌケー製作所
http://engi.nk-g.co.jp/

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-10-1 ゲーテハウス（株）内
TEL.03-6264-8575/FAX.03-6264-8576

濾過精工株式会社
http://www.rokaseiko.com/

【喜久田オフィス】 〒963-0541 福島県郡山市喜久田町堀之内字地田東17-2
TEL.024-923-1913/FAX.024-938-2328

http://www.multi.ne.jp/

〒963-8861 福島県郡山市鶴見坦1丁目14番5号 TEL.024-923-1800

【仙台支店】 〒983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野4丁目2番地の31
TEL.022-388-7176/FAX.022-388-7186

【山形営業所】 〒990-2445 山形県山形市南栄町2丁目13番17号
TEL.023-633-0692/FAX.023-633-0695

【東京営業所】 〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町1-10-1 ゲーテハウス（株）内
TEL.03-3669-1700/FAX.03-3669-1701

【喜久田工場】 〒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

http://kougyou.nk-g.co.jp/



会長ごあいさつ

副会長ごあいさつ（北ブロック・南ブロック）

役員インタビュー

NKマイスター会 × NKグループ
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【NKマイスター会スローガン】

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

③ 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

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。

EVENT  PHOTO ALBUM

【裏表紙】LINE配信について



総合設備業として業界での工事力を存分に発揮し、
全力で取り組みNO.1になりましょう。

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、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
何分不慣れから、役員様、関係各位様からのご支援により、1年が過ぎようとしております。
　誠に有り難う御座いました。
　今年度は、平成から新元号の令和へ変わり、新しい思いでスタートをされている事と思います。業界で見れば、首都圏を中心に相応に動きが有り、地方
に於いても小中学校での空調設置工事の集中発注が重なる所も有る事により、非常に動きは出て来ている様に思えます。ただ、現場管理から働き方改
革・人材不足等の課題が多い年で、業界全体での工夫・対策は重要事項であると考えます。
　2年目での会運営では株式会社内藤工業所様の5ヶ年計画の最終年度となる事により、総合設備業としてNKグループ社員の皆様・マイスター会会員の
皆様とともに、業界での工事力を存分に発揮し、全力で取り組みNO.1になりましょう。
　最後になりますが、皆様のご支援ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

　皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　2016年4月に発足致しました「NKマイスター会」も2期目4年目に入
りました。今年は年号が平成から令和へと変わり、来年2020年は東京
オリンピックが開催される年となります。
　建設業では、首都圏でオリンピック特需により、職人の不足資材高
騰、資材納期の遅れ等により会員の皆様も忙しい日々だと思います。
それもオリンピックが終了後には建設業の風向きはどのように推移
するか不安定であります。
　そうした中でも、内藤工業所様には逆風にさらされる事なく安定
した受注等でマイスター会会員にお仕事を頂き、我々マイスター会
員は、会員皆さんの力で返して行くことがこの先の理想の形なのか
なと思いますので、この先、お仕事、マイスター会行事等を宜しくお
願い致します。

NKマイスター会会長より、
2期目にあたり、
ごあいさつをいただきました。
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副会長のお二人にごあいさつをいただきました。
　『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、

3年が経ちました。会員の皆様のご意見･ご要望をお受けし、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。

　そこで会員の皆様へ、役員を代表して副会長のお二人にごあいさつをいただきました。

ごあいさつ

副会長
ごあいさつ

■ 副会長 兼 北ブロック長ごあいさつ

有限会社 工藤ダクト製作所 工藤  強太郎代表取締役社長

　皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　華々しく会が発足して3年がたちました。「マイスター」という「人
財」を大切に育てていき、令和という少子化の時代を乗り越えて、次
代へと繋げていくことは、この会の大きな役割であると私は考えて
おります。
　引き続き、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。

■ 副会長 兼 南ブロック長ごあいさつ

援護化学 株式会社 滝田  吉宏代表取締役社長
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昨年の定時総会以降にインタビューさせていただいた
役員の皆さんをご紹介致します。
以前NKマイスター会ホームページに掲載した内容を一部抜粋にて掲載しております。

役員
インタビュー

若手技術者の教育、
現場監督者の育成に注力を。

（有）光恵設備工業

幹事（南ブロック）

橋本  光雄

代表取締役

　当社は平成元年4月に創業し、15年前に法人化しました。主に、一般住宅と工場関

係の設備工事と、住宅設備機器の販売を行っています。テリトリーは、郡山市内を中

心に、本宮から白河方面、県外は栃木県まで対応しています。

-御社の概要をお聞きかせください。

　やはり、漏水や、空調や工場の蒸気配管のトラブルに対して、迅速に対応出来るこ

とが強みですね。技術的にちょっとしたものはほとんど持っているので、ある程度の

ものはすぐ対応できるというのが、よそとは違うと思っています。

-御社の強みをお聞きかせください。

　内藤さんとは、以前星野設備さんが受けた現場の下請けで入ったこともありまし

たが、直接は、小野社長が就任した3年前からですね。個人的には幹部の社員の方と

は20年以上前から面識があり、会員の協力業者さんの中には、ほかの現場で一緒に

仕事をした会社もたくさんいます。

-NKグループとの付き合いはいつから？

　高校を卒業して、7年ほど建築関係の会社に在籍して、設備に関する設計を担当し

ていました。その関係で、設備会社に引っ張られて8年勤めたあと、独立しました。

　そのころ、水道配管でも技術的に特殊な作業も手がけていて、宇宙開発事業団の

担当者が「日本一の配管」と語っていた作業に、監督として携われたのが、最高の幸

せでしたね。

-橋本幹事のプロフィールをお聞きかせください。

　申し訳ないのですが、はっきり言って薄いです。小野社長とも「若手の育成のため

に、協力業者が集まって、楽しく、助け合っていきしょう。私ができることは協力します

よ」という話したこともあるのですが、今後マイスター会の仲間と充実した教育がで

きればいいなと思っています。まぁ、幹事といっても、何をどうしていいか分からない

のが現状ですが…。（笑）

-マイスター会の印象はいかがですか？

人とのつながりを大切に、
地道に活動を重ねたい。

東テク（株）

幹事（南ブロック）

畠 　良栄

郡山営業所  所長

　当社は、空調機器の総合商社として機器販売、自動制御機器関係では空気調和の

計装工事、それからメンテナンスとして販売・工事が終わったところの修理・メンテ・

保守契約、これまで工事を手がけた既設の建物に対するソリューション（リニューア

ル）という形で、空調設備、計装工事、エネルギー分野の仕事をさせていただいてい

ています。また最近は、新しい建物自体がだんだん少なくなってきているので、例え

ば10数年たった古い建物に対して、補助金による空調機器等の提案営業を行って

います。

-御社の概要をお聞きかせください。

　設備機器の販売だけではなく、施工もしますし、メンテナンスもしますから、トータ

ル的なことが社内でできるので、お客様にとっては機械を買うだけでなく、すべての

ことが一貫して発注できる環境になっていると思います。ですから、目指すところは、

NKグループさんも同じではないかと思います。

-御社の強みをお聞きかせください。

　私が入社して32年になりますが、その時に既に内藤工業所さんとは機械などの販

売の取引がありましたから、かなり古いと思いますね。

-NKグループとの付き合いはいつから？

　私は昭和61年、28歳の時に東テクに入社しました。ちょうど社名変更をするのに

合わせて社員を募集していて、郡山出張所からまもなく郡山営業所に変わる時でし

た。以来、運がいいのか悪いのか、32年間ずっと郡山にいます。（笑）

-畠幹事のプロフィールをお聞きかせください。

　内容は承知しております。今度の運動会にも参加させていただきます。いままで

は社員の方だけだったのが、今年からマイスター会会員も参加できるようになった

と聞いています。

　マイスター会にはいろいろな業種の会社が参加されていらっしゃることを痛感し

ていますし、当社で協力できることがあれば、いろいろな面で協力させていただきた

いと思っています。

-マイスター会の印象はいかがですか？

機動力を生かした
空調ダクト工事の体制確立を。

NKマイスター会
ホームページ

（有）那須空調工業

https://www.nk-meister.jp/

幹事（南ブロック）

白井　猛

代表取締役

　業務内容としては、空調ダクト工事がほぼ専門です。そのほか、たまに頼まれて保

温工事を行っています。エリアは、北は福島県、南は佐野市までが多いのですが、話

があれば出張でも対応しています。

-御社の概要をお聞きかせください。

　当社は平均年齢が33～34歳とかなり若いので、機動力があると思っています。ま

た、ダクト製作が出来るので、寸法を取って、翌日にはほぼ出来上がっているので、

急ぎ、突貫の現場には強いと思います。

-御社の強みをお聞きかせください。

　私が25、6歳の時からですから、17年になります。現場は、工場のような規模の大

きなものから、3～4日で終わるところまで様々ですが、全部トータルで年間40～50

箇所の現場を担当させて頂いていますね。大型物件だと10件いくかいかないかと

いうところですね。

-NKグループとの付き合いはいつから？

　私は高校（那須高校）を卒業してから、家業であるこの会社に入って、以来ずっとダ

クトですね。高校の時からずっとアルバイトをやっている感じでした。

-白井幹事のプロフィールをお聞きかせください。

　資格取得に向けた講習会や勉強会は、我々にとってもありがたいことなので、今

後も続けていってもらいたいですね。それからレクリエーションも、コミュニケーショ

ンを取る上では大事なので、私も社員も参加したいと思っているのですが、現場に

追われるとなかなか行けないのが現状です。時間が取れれば、積極的に参加したい

ですね。

-マイスター会の印象はいかがですか？

ダクト工事に専念し、
更なるスキルアップ目指す。

（有）ディーシーサービス

幹事（北ブロック）

久保田   勉

代表取締役社長

　親会社であるエヌケー紫波から依頼を受けて、工場や新築物件などのダクト取付

を専門に行っています。テリトリーは岩手県内が中心ですが、時々秋田県で作業する

こともあります。

-御社の概要をお聞きかせください。

　いまは新築物件があって、仕事は回っているのですが、それから先も同じ状況な

のかどうなのか、不安はありますね。岩手県内でも、いままで復興関連の工事がたく

さんあって、大型物件の話も耳にしていますが、果たしてその先はあるのかな？と思

います。私が知らないだけかもしれませんが…。（笑）

-業界の現状はどうとらえていらっしゃいますか？

　少人数の会社なので、現状はダクト取付に専念して、管工事施工管理技士など必

要な資格を取りながらやっていきたいと思います。それから、自分のいまのやり方が

本当にいいのか判断できないので、ほかのダクト屋さんの現場で、例えばこういう

形で時間を短縮しているというものが見れれば…という思いがありますね。

-今後の方針をお聞かせください。

　高校卒業後、設備業界とは別な仕事をしていたのですが、20歳の時に設備会社に

転職して、ダクトの取付をやっていました。そして、ディシーサービスに平成9年6月に

入社したのですが、いまエヌケー紫波の所長を務めている岩脇さんも少し前に入ら

れていて、私は1カ月遅れの入社でした。当社は以前常務を務められていた三坂さ

んが立ち上げたと思うのですが、三坂さんから「社長をやらないか」という話があり、

平成14年12月に社長に就任しました。

-久保田幹事のプロフィールをお聞きかせください。

　協力会というものに入会したのは、マイスター会が初めてなんです。いろいろなイ

ベントが開催されて、いろいろな方と知り合い、交流できる機会が増えたので、とて

も良いことだと思っています。

　任期中にみなさんの役に立つことができて、私自身も成長できるように、協力して

いきたいと思っています。

-マイスター会の印象はいかがですか？



北・南ブロック
ボウリング大会

ゴルフコンペ
＆

バスケ観戦会

北・南ブロック
ボウリング大会

ゴルフコンペ
＆

バスケ観戦会バスケ観戦会

ゴルフコンペ

バスケ観戦会

昨年度行われたイベントの一部を振り返り！！

NKマイスター会 × NKグループ
EVENT

PHOTO ALBUM
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ストライク！！

ナイスタッチ！！ナイスショット！！

ナイスシュート！！

ナイスアウト！！
おつかれさまでした。

ハイタッチ！！

おめでとうございます！！
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NKグループ
大運動会
＆
懇親会

感謝祭
定期総会

NKグループ ＆

NKマイスター会

NKマイスター会




