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1987年、
はじまりは海でした。

一艘の貨物船に乗り込んだ青年 ― 橋口博海（創業者）は、
船舶の内燃機関や付属機器類の整備に携わり、
日夜業務に励みました。
以来、四半世紀にわたって技術を研鑽し積み重ね、
周囲から厚い信頼を獲得した後に、
昭和62年9月独立し起業。
平成元年6月に数名の技術者とともに
「有限会社橋口エンジニアリングサービス」を立ち上げ、
山口県周南市を拠点に、
船舶の分野で設計・製作・据付-改修・改造修理等の業務を開始しました。
併せて陸上の分野においても鋼構造物、水処理機械装置などの
設計・製作・据付・改修施工に進出し、
多くの顧客から同様の信頼を得て今日に至っています。
先人の思いを継承した技術集団は、常に仕事に誇りと責任をもって
確かな技術とサービスを提供しています。

創業者 橋口博海

山口県周南市
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ごあいさつ

経営理念

SDGs宣言
橋口エンジニアリングサービスは、
持続可能な社会の実現に向けて第一歩を踏み出しました。

─ 私たちは、お客様とともに未来進行形を目指す技術集団です ─

代表取締役 社長
野村由美子

　有限会社 橋口エンジニアリングサービスは、山口県に拠点
を置き、主に機械や船舶における分野で設計・製作・据付・改
修・改造修理などの事業を行っております。
　私たちは、これまで多くのお客様のニーズに応えながら、常に
仕事に誇りと責任を持って確かな品質の製品やサービスを提
供してまいりました。
　そうして培ってきた知識と経験、そして卓越した技術をもっ
て、より一層良質な製品やサービスの提供を心掛けると共に、
皆様に愛され信頼され続けるエンジニア集団として、良きパー
トナーであるお客様と共に、大きな飛躍に向かって全力で挑戦
していきたいと願っています。
　今後ともご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

当社は、共に働く仲間ひとりひとりが幸福になるために、常に前向きに誰にも負けない
努力・精進をいたします。私心なき様 な々問題に、一つひとつていねいにお客様に寄り
添い、責任をもって手掛けてまいります。

HASHIGUCHI
ENGINEERING
SERVICE  Co.,LTD.
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会社概要

沿革

会　社　名 有限会社 橋口エンジニアリングサービス

主要取引先

昭和62年9月1日 橋口エンジニアリングサービス　創立

平成元年6月16日 有限会社 橋口エンジニアリングサービス
設立

免許
機械器具設置工事  山口県知事（般-3）第22717号

所　在　地 〒746-0004 山口県周南市三笹町23番12号

連　絡　先 TEL 0834-63-2991／FAX 0834-63-2968

設　　　立 平成元年6月16日（創業 昭和62年9月1日）

資　本　金 300万円

代　表　者 代表取締役 野村由美子

従 業 員 数 30名（協力工含む）

取 引 銀 行 山口銀行　　花岡支店
西京銀行　　富田支店
山口県農協　三田川支所

本社

工場内

【船舶関係】
ジャパンマリンユナイテッド株式会社
株式会社JUMアムテック
東ソー物流株式会社
向島ドック株式会社
株式会社カナサシ重工
鹿児島ドック鉄工株式会社
株式会社新来島宇品どっく
小池造船海運株式会社
ヤンマーエンジニアリング株式会社
MES由良ドック株式会社
株式会社ダイゾー
株式会社神田造船所
明港汽船株式会社

【陸上関係】
株式会社IHI原動機
株式会社神戸製鉄所
誠和工機株式会社
株式会社荏原製作所
綜合設備管理株式会社
富士産業株式会社
ダイハツディーゼル株式会社
ヤンマーエネルギーシステム
  株式会社

【公共事業】
（山口県）
山口県土木建築事務所
山口県農林事務所
山口県企業局

（周南市）
周南市上下水道事業管理者

（下松市）
下松市上下水道事業管理者
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”伝統”に支えられた”革新”が
私たちのテクノロジーを生みだします。

船舶、陸上の分野に置いて、内燃機関や付属機器類の整備をはじめ、
さまざまな業務を行っています。

ディーゼル機関分解整備

水門巻上げ機点検整備

水門水密ゴム取替整備

機械器具設置工事及び点検整備
ボイラー、タービン、ディーゼル機関、発電機、ポンプ、
他回転機器及び往復動機器　他

鋼構造物、据付及び改修施工
水門扉、水圧鉄管、配管、各種塔槽類　他

水処理機械装置据付及び改修施工
下水処理、汚泥処理、産業排水処理　他

船舶エンジンの点検・整備・修繕
船体、機関、電気機器　他

化学工業用機械設備の点検整備・修理

調速機・燃料噴射ポンプの
点検・整備・修繕
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海と陸に いま届けたい“技術”と”信頼”があります。

船舶、陸上を問わず常にニーズに沿った点検整備と技術者を
提供しています。

船用機械全般を取り扱い、内熱機関や付属機器類のメンテナンスを主に行っています。
特に需要の高い、低速・中速・高速エンジン製品の整備においては、当社の豊富な経験
と高い技術力をもって、常にお客様の様 な々要望に応え、状況に応じた判断で迅速丁寧
に整備業務を遂行し、信頼を得る努力をしております。

点
検
整
備

クランク軸整備 過給機点検

海上試運転

シリンダヘッドカバー開放準備

クランク軸抜出し中 ピストン抜出し整備

船舶関連
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現場取外し 組立て中分解整備完了

現場取外し 組立て中分解整備完了

着工前 工場整備分解中

組立て 整備完了組立て

陸上では、鋼構造物、水処理機械装置などの設計施工をはじめ、化学工業用機械設備、
調速機・燃料噴射ポンプなど、幅広く製品や整備、技術を提供しています。

陸上関連

減速機

ポンプ類

排水ポンプ場発動機分解整備
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さらなる高みをめざして 私たちの挑戦は続きます。

資
格
・
許
可
等
／
技
術
者
一
覧

技術者一覧

資格・許可等
■ 機械器具設置工事　山口県知事（般-3）第22717号

特別教育 人数

職長教育

研削といしの取替え等

7名

7名

アーク溶接 8名

高低圧電路作業 7名

フォークリフト 6名

小型車両系建設機械 8名

ローラーの運転

低圧電気

7名

1名

3名

3名

技能講習 人数

足場の組立等作業主任者 6名

4名

玉掛け 15名

11名

8名

8名

7名

床上操作式クレーン運転

小型移動式クレーン運転

ガス溶接

フォークリフト運転

18名フルハーネス型墜落制止用器具作業

1名あと施工アンカー第1種施工士

酸素欠乏危険作業主任者（第2種）

車両系建設機械

高所作業車の運転
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（株）神戸製鋼所 岡山県倉敷市 三菱ケミカル（株）水島事業所2021年度定修工事

（株）神戸製鋼所 山口県周南市 東ソーアニリンAK-301圧縮機点検工事

誠和工機（株） 山口県周南市 2021年度定修工事 TBA冷凍機点検

誠和工機（株） 山口県周南市 PE3系二次圧縮機定期検査

周南市 山口県周南市 野村開作排水ポンプ場3号ポンプ発動機潤滑油交換整備

（株）IHI原動機 山口県防府市 防府浄化センターB点検

（株）IHI原動機 広島県呉市 JMU呉発電所ガスエンジン発電設備定期保守点検

山口県 山口県下関市 木屋川発電所放水口ゲート点検整備工事

（株）IHI原動機 広島県福山市 手城川排水機場年点検業務

山口県 山口県防府市 佐波川発電所 天井クレーン点検整備工事

山口県 山口県防府市 令和3年度 清水川単独河川改修（通常）工事 第1工区

山口県 山口県周南市 徳山発電所 換気装置点検整備工事

綜合設備管理（株） 山口県下松市 令和2年度 玉鶴川特定構造物改築（補正）工事 第1工区

山口県 山口県萩市 新阿武川発電所 クレーン修繕工事

（株）IHI原動機 山口県防府市 山口県立総合医療センター消防点検2年目

（株）IHI原動機 広島県広島市 新千田ポンプ場雨水ポンプ用ディーゼルエンジン整備

（株）IHI原動機 山口県防府市 NHK大平山テレビ放送所自家発電装置簡易整備

（株）神戸製鋼所 山口県周南市 山口リキッドハイドロジェン（株）2CP-730圧縮機接ガス部点検工事

（株）神戸製鋼所 山口県周南市 アニリンプラントBK-301圧縮機(KR-20-4)点検工事

誠和工機（株） 山口県周南市 東ソー南陽事業所PE第1・2系列二次圧縮機PE第2系列一次圧縮機定期検査

（株）IHI原動機 山口県萩市 中電見島（発）4号機E種点検SV派遣他

ユーディーエンジニアリング（株） 山口県岩国市 由宇港海岸老朽化対策工事第9工区機械設備据付工事

（株）IHI原動機 福井県福井市 福井石油備蓄（株）エンジン定期点検工事（令和3年度）

萩市 山口県萩市 田万川地区樋門点検業務

ヤンマーエネルギーシステム（株） 山口県岩国市 令和2年度麻里布川特定構造物改築（補正）工事

ヤンマーエネルギーシステム（株） 山口県岩国市 令和3年度由宇港海岸老朽化対策工事 第1工区

ヤンマーエネルギーシステム（株） 山口県周防大島町 令和3年度小松港海岸老朽化対策（排水施設）工事 第1工区

富士産業（株） 山口県宇部市 令和2年度沢波川ほか特定構造物改築（補正）工事 第2工区

下松市 山口県下松市 温見ダム非常用発電機修繕工事

誠和工機（株） 山口県下松市 令和3年度平田川特定構造物改築工事 第1工区

受注先 施工場所 工事内容

令和3年度 （令和4年1月1日現在）
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受注先 施工場所 工事内容

（株）理化 山口県宇部市 梅田川ほか特定構造物改築工事 第1工区

ヤンマーエネルギーシステム（株） 山口県岩国市 令和2年度 麻里布川特定構造物改築工事 第2工区

東ソー霞エンジ（株） 三重県四日市市 東ソー（株）四日市高圧PE YTL/YL主圧縮機分解検査

山口県 山口県防府市 古祖原ポンプ場高圧系ポンプ点検整備工事

山口県 山口県美祢市 農業競争力強化農地整備事業 万倉西奥地区農地整備工事（付帯）1工区2号

山口県 山口県周南市 末武川発電所給排水装置点検整備工事

富士産業（株） 山口県山陽小野田市 大正川特定構造物改築工事 第1工区

山口県 山口県周南市 水越ダム洪水吐ゲート点検整備工事

富士産業（株） 山口県宇部市 植松川他特定構造物改築工事に伴う点検業務委託 第1工区

山口県 山口県山口市 吉敷川単独河川改修（通常）工事 第1工区

（株）IHI原動機 広島県広島市 大津野ポンプ場雨水ポンプ場原動機点検調査

誠和工機（株） 山口県岩国市 由宇港海岸老朽化対策工事 第1工区

山口県 山口県山口市 井関川特定構造物改築工事 第3工区

ヤンマーエネルギーシステム（株） 山口県柳井市他 柳井川ほか特定構造物改築工事 第1工区

誠和工機（株） 山口県下松市 令和2年度 平田川特定構造物改築工事 第1工区

山口県 山口県下松市 令和2年度 玉鶴川特定構造物改築工事 第1工区

綜合設備管理（株） 山口県岩国市 平成31年度 麻里布川特定構造物改築工事 第5工区

ヤンマーエネルギーシステム（株） 山口県柳井市他 西の河原川・麻里布川・土穂石川・大内川・灸川年次点検

ユーディーエンジニアリング（株） 山口県岩国市 No.2減速機整備工事、No.2ポンプ点検

（株）IHI原動機 大阪府守口市 大庭浄水場送水管理センターほか計算機設備及び水道設備補修工事

周南市 山口県周南市 野村開作排水ポンプ場4号ポンプ発動機分解整備工事

山口県 山口県下松市 令和2年度 玉鶴川特定構造物改築工事 第2工区

（株）IHI原動機 福井県福井市 福井石油備蓄（株）福井事業所エンジン定期点検工事

山口県 山口県周南市 水越ダム洪水吐ゲート点検整備工事

ヤンマーエネルギーシステム（株） 山口県周防大島町 令和2年度 小松港海岸老朽化対策（排水施設）工事 第1工区

山口県 山口県防府市 迫戸ポンプ場ポンプ設備点検整備工事

誠和工機（株） 山口県周南市 東ソー（株）南陽事業所PE第1・2系列二次圧縮機定期検査

（株）神戸製鋼所 山口県周南市 東ソー（株）南陽事業所BK-301圧縮機点検工事（アニリン）

ヤンマーエネルギーシステム（株） 山口県防府市 三田尻中関港海岸老朽化対策工事（前町排水機場）工事 第3工区

（株）神戸製鋼所 山口県周南市 山口リキッドハイドロジェン（株）1CP-730圧縮機接ガス部点検工事

（株）神戸製鋼所 山口県山陽小野田市 西部石油（株）山口製油所K-2511点検工事

大嶋運輸機工（株） 山口県山陽小野田市 西部石油（株）山口製油所ターボコンプレッサー定修

千代田工商（株） 山口県山陽小野田市 西部石油（株）山口製油所UT-2排水ポンプ整備工事

山口県 山口県萩市 相原調整池洪水吐ゲート点検整備工事

（株）IHI原動機 広島県広島市 新千田ポンプ場ポンプ設備工事 その3

山口県 山口県下松市 令和元年度 玉鶴川特定構造物改築工事 第1工区

誠和工機（株） 山口県周南市 PE3系二次圧縮機定修工事

下松市 山口県下松市 竹屋川ポンプ場No.1エンジンクラッチ分解整備工事

（株）IHI原動機 広島県呉市 ジャパンマリンユナイテッド呉工場ガスエンジン発電設備定期保守点検

（株）神戸製鋼所 岡山県倉敷市 三菱ケミカル水島工場高圧ポリエチレンC101Aハイパー圧縮機全分解・アライメント

令和2年度
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愛ある夢を描きます。



有限会社  橋口エンジニアリングサービス

https://hashiguchi-eng.jp/

〒746-0004　山口県周南市三笹町23番12号
TEL 0834-63-2991 / FAX 0834-63-2968

HP

富
田
川

ジュンテンドー
防府
←

徳山駅
株式会社
みうら

株式会社トクヤマ
南陽工場

●

→

●

株式会社トクヤマ
本社

●

●
県道172号線（産業道路）

HASHIGUCHI
ENGINEERING
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