
■　KSK 鹿児島県機械製缶工業会
〒891-0201　鹿児島市喜入瀬々串町 2532-2（株式会社　中川製作所　内）
TEL：099-347-1234　　FAX：099-347-1237

　鹿児島県機械製缶工業会は、地域の活性化が叫ばれる中で、地域技術の中核となる組織が欲しい、との願
いで設立されました。会員企業が、相互扶助の精神に基づいて、技術の研鑚、経営及び品質管理の研究を行っ
て参りました。私共が誇りたいのは、チームワークが生み出す「安心」です。お客様から安心して仕事を任
せていただける受け皿となるべく、常に信頼される高度な技術と、保証された品質、完璧なアフターサービ
スをお届けします。

個々の能力を結集し、高い技術・管理力から生まれた KSK というブランドのカタチが ing で動いています。

■受　注
　受注内容に応じて、総会・役員会を行い、各企業の特性を考慮し、最適な企業による行程分担を決定します。 
■設　計
　強度や忍耐性、現場に適合するかなど十分な協議をしながら、CAD により、お客様の要求事項を満足すべく計画、
製作各段階の設計を行います。
■製　作
　納入期限に合わせて、機械加工、溶接、組立等、最新鋭の設備、技術者によって安全管理を徹底しながら製作します。
■検査･試運転
　出荷前に工場内での可動テストをし、お客様の要求性能の確認はもとより、安全面、使い勝手にも考慮した検査・試
運転を行っていきます。
■据付け
　現場での据え付け工事も熟練したスタッフにより、最新の注意をはらいながら安全確実に行われます。
■技術指導
　お客様に製品の使用方法、保守管理等につき適切に、そして入念な技術指導を行いますお客様に製品の使用方法、保
守管理等につき適切に、そして入念な技術指導を行います。
■アフター・メンテナンス
　万一の故障、定期的なメンテナンスについて迅速、丁寧を旨としたアフターサービスを行えるのも、私たちの各企業
間の連携によるチームワーク体制の証しです。

受注システム

共同受注実績

会 員 名 簿

①南日汽缶工業㈱
〒892-0836
鹿児島市錦江町 11 番 53 号
TEL：099-226-1266
FAX：099-226-1256
www.n-k-k.jp/

②㈱丸和工業
〒891-0132
鹿児島市七ツ島 1 丁目 3 番 16 号
TEL：099-261-7551
FAX：099-261-9554
https://maruwa.info/

④㈱中川製作所
〒891-0201
鹿児島市喜入瀬々串町 2532－2
TEL：099-347-1234
FAX：099-347-1237
www.nakagawa-inc.com/

⑤丸山鐵工㈱
〒890-0073
鹿児島市宇宿 2 丁目 6 番 23 号
TEL：099-256-2181
FAX：099-255-9467
www.maruyama-iw.co.jp/

⑦㈱大木
〒891-0122
鹿児島市南栄 2 丁目 7-8
TEL：099-268-5687
FAX：099-268-5775
www.ooki.ecnet.jp/

⑧旭鉄工㈱
〒890-0073
鹿児島市宇宿 2 丁目 6 番 19 号
TEL：099-252-4312
FAX：099-252-4324
www.asahi-co.jp/

⑩㈱南光
〒891-0132
鹿児島市七ツ島 2 丁目 1 番地
TEL：099-263-0888
FAX：099-261-0909
www.nanko.co.jp/

⑬㈲永田鋼管工業
〒899-2704
鹿児島市春山町 440 番地
TEL：099-278-7057
FAX：099-208-1115
https://nagata-kk.com/

⑪福留工業㈱
〒896-0046
いちき串木野市西薩町 17-15
TEL：0996-32-4050
FAX：0996-32-4124
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③㈱マツオ
〒890-0073
鹿児島市宇宿 2 丁目 6 番 25 号
TEL：099-256-5598
FAX：099-256-5585
www.matsuoco.co.jp/

⑥㈱プランテムタナカ
〒891-0132
鹿児島市七ツ島 1 丁目 1 番 26 号
TEL：099-262-1201
FAX：099-262-0333
www.plantem-tanaka.co.jp/

⑨㈲橋口製作所
〒891-0132
鹿児島市七ツ島 1 丁目 2 番 16 号
TEL：099-262-2330
FAX：099-261-6231
www.hasi-ss.jp/

⑫八光工業㈱
〒891-0202
鹿児島市喜入中名町 1000 番地 20　
TEL：099-345-1121
FAX：099-345-1122
www.hakko-ind.co.jp/

水処理施設 自立型煙突（30m） 国家石油備蓄基地　

サイロ及搬送機器（志布志飼料工場） 製品タンク（360kl）
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