
有限会社柳井工業 のご紹介



弊社は昭和55年以来、
機械器具の設置工事に従事しています。

国内、海外の大型プラントを始め、
各分野の回転機器や
タービン等の工事を経験してきました。

据付工事における豊かな経験と確かな技術で、
発展拡大に努力し、
お客様から信頼と安心を頂ける
メンテナンス＆エンジニアリング会社を
目指しております。

今後も誠実さをモットーに務め、
人材育成と更なる技術向上を目指し
努力してまいります。

柳井 寿栄

代表挨拶

常務取締役 柳井 寿栄



Vision‣Mission

関わる業界を“より”クリーンにする

エンジニアを誇りに思える仕事にする

Vision

Mission



事業概要

往復動圧縮機 遠心圧縮機

ルーツブロワ 汎用ポンプ

発電用タービン 攪拌機

押出機 減速機

メンテナンス対象の回転機（代表例）メンテナンス対象の工場（代表例）

工程管理・品質管理・安全管理を全面的にサポート

石油
プラント

化学
プラント

発電所
食品製造
プラント



No. 項目 価格

1 工事費 6,000,000

2 材料費 250,000

3 特殊工具損料 200,000

4 機工具消耗品 300,000

5 重機車両費 250,000

6 旅費・交通費 200,000

7 宿泊費 600,000

8 仮設費 150,000

9 諸経費 750,000

合計 8,700,000

No. 項目 価格

1 工事費 5,000,000

2 材料費 200,000

3 特殊工具損料 400,000

4 機工具消耗品 500,000

5 安全対策費 200,000

6 重機車両費 200,000

7 旅費・交通費 150,000

8 宿泊費 600,000

9 その他工事費 N/A

10 仮設費 150,000

11 設計・監督費 1,500,000

12 法定福利費・労務費 800,000

13 諸経費 1,500,000

合計 11,200,000

工事費に
含まれる

他社よりも低コストであり、クオリティは業界最高水準を実現

※同条件にてご発注頂く場合を想定しております。
※各項目の価格は仮となります。

・柳井工業の場合 ・他社の場合

当社の強み①



当社の強み②

日本全国から動員が可能 地元協力会社から動員のため動員が限定的

作業指揮者の適格なマネジメント 作業指揮者 ＜職人のスキルに頼りがち

※柳井工業の作業指揮者は、本人の技術力はもちろんのこと、
多様な職種経験により、他社と比較しても圧倒的に応用力
があります

“圧倒的動員力” × “（作業指揮者の）経験値”でほぼ全ての現場に対応可能

業界平均を大幅に超える3-4倍の動員数 動員数が業界平均 ※1拠点3－5名

・柳井工業の場合 ・他社の場合



・治具を活用する3つのメリット

１．作業の手間を削減

弊社では治具を用いて作業を行うため、
ムリ・ムダ・ムラを防ぎ、高品質なクオリティを実現する

３．作業難易度の軽減２．品質の統一

ベテラン

新人

同工程の作業を
治具で効率化

治具を活用することで
クオリティの担保

誰がやっても
作業難易度が不変

当社の強み③



実績一覧
工事期間 工事現場 工事名 施工内容 元請

2020.2 - 2020.5 　昭和電工㈱Ｑプラント 　回転機点検工事 　ノンシール、汎用ポンプ整備工事 　山九㈱大分

2020.2 - 2020.5 　昭和電工㈱ACプラント 　回転機点検工事 　遠心圧縮機整備点検工事 　山九㈱大分

2020.3 - 2020.4 　味の素㈱九州工場 　タービン定修工事 　発電用蒸気タービン定期点検工事 　朝日工業㈱川内

2020.3 - 2020.4 　東ソー㈱四日市PPS装置 　SDM工事 　押出機、ドライヤー整備点検工事 　エイワテック㈱

2020.3 - 2020.4 　東ソー㈱四日市YP装置 　SDM工事 　撹拌機、往復動圧縮機、ブロワ整備点検工事 　エイワテック㈱

2020.4 - 2020.5 　丸善石油㈱千葉 　ガスタービン整備工事 　発電用ガスタービン発電機点検工事 　山九㈱千葉

2020.4 - 2020.5 　コスモ石油㈱千葉 　2020年春製造3課TA工事 　ブロワ据替、汎用ポンプ整備点検工事 　山九㈱千葉

2020.4 - 2020.5 　コスモ石油㈱霞発電所 　IPP SDM工事 　タービン補機整備点検工事 　エイワテック㈱

2020.5 - 2020.7 　丸善石油㈱千葉 　3EP装置SDM工事 　ＳＲＭ、両持ちポンプ、駆動用ﾀｰﾋﾞﾝ整備点検工事 　山九㈱千葉

2020.6 - 2020.7 出光興産㈱苫小牧 製油1課 SDM工事 トラベルスクリーン分解点検工事 　山九㈱苫小牧

2020.6 - 2020.7 太陽石油㈱愛媛 SDM工事 レシプロコンプレッサー点検工事 ㈱神戸製鋼所

2020.6 - 2020.7 三井化学㈱大阪 SDM工事 ﾚｼﾌﾟﾛｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ、ﾙｰﾂﾌﾞﾛﾜ 点検工事 東海工機㈱

2020.7 - 2020.8 　旭化成㈱延岡 　定期点検工事 　発電用蒸気タービン点検工事 　清本鐵工㈱

2020.8 - 2020.9 住友化学㈱新居浜 SDM工事 汎用ポンプ、竪型ポンプ 点検工事 東海工機㈱

2020.10 - 2020.12 　コスモ石油㈱四日市製油所 1R TA工事 遠心圧縮機/駆動用ﾀｰﾋﾞﾝ、ﾚｼﾌﾟﾛｺﾝﾌﾟﾚｯｻｰ点検工事 　エイワテック㈱

2021.1 - 2021.2 橘湾発電所 　蒸気タービン点検工事 　発電用蒸気タービン点検工事 　原田工業㈱

2021.1 - 2021.3 　コスモ石油㈱四日市製油所 OSM工事 トラベルスクリーン据付工事 　エイワテック㈱

2021.2 - 2021.3 昭和電工㈱大分 ACプラント SDM工事 　汎用ポンプ分解整備工事 　山九㈱大分

2021.2 - 2021.3 三菱瓦斯化学㈱水島 SDM工事 　汎用ポンプ分解整備工事 　中谷エネテック㈱

2021.2 - 2021.3 出光興産㈱千葉 SPS装置 SDM工事 押出機分解整備工事 　山九㈱千葉

2021.3 - 2021.4 出光興産㈱千葉 1・3PP SDM工事 押出機 / 往復動圧縮機 分解整備工事 　山九㈱千葉

2021.5 - 2021.6 出光興産㈱千葉 製油2課 SDM工事 駆動用タービン ブロワー 分解整備工事 　山九㈱千葉

2021.6 - 2021.7 出光興産㈱千葉 2PP装置 SDM工事 押出機 / 震動篩 /遠心分離機 分解整備工事 　山九㈱千葉

2021.5 - 2021.6 昭和石油㈱四日市 RESIC2 SDM工事 遠心圧縮機/駆動用ﾀｰﾋﾞﾝ 分解点検工事 　山九㈱三重

2021.7 - 2021.8 　旭化成㈱延岡 　定期点検工事 　発電用蒸気タービン点検工事 　清本鐵工㈱

2021.9 - 2021.10 三菱瓦斯化学㈱四日市 SDM工事 汎用ポンプ、攪拌機 分解点検工事 　山九㈱三重

2021.10 - 2021.11 　旭化成㈱延岡 　定期点検工事 発電機分解点検工事 　清本鐵工㈱

2022.1 - 2022.2 三菱マテリアル㈱横瀬工場 　定期点検工事 コンベア駆動装置他 分解整備工事 星和工業㈱

2022.1 - 2022.3 住友化学㈱姉崎 CP装置 SDM工事 空送ブロワ 分解整備工事 　山九㈱千葉

2022.1 - 2022.3 丸善石油㈱千葉 4EP装置 SDM工事 多段ポンプ/駆動用タービン/IDF 分解整備工事 　山九㈱千葉

2022.1 - 2022.4 昭和電工㈱大分 AL1/VA/Q/EA2 プラント SDM工事 　汎用ポンプ/遠心圧縮機 分解整備工事 　山九㈱大分

2022.3 - 2022.4 東ソー㈱四日市 YH装置 SDM工事 撹拌機/ポンプ 分解整備工事 　山九㈱三重

2022.3 - 2022.4 住友化学㈱新居浜 SDM工事 ルーツブロワ 分解整備工事 東海工機㈱

2022.5 - 2022.6 住友化学㈱赤穂 　定期点検工事 発電用蒸気タービン 分解整備工事 　原田工業㈱

2022.5 - 2022.6 JSR㈱鹿島 EP装置 SDM工事 撹拌機/ポンプ 分解整備工事 山九㈱鹿島

2022.5 - 2022.6 昭和石油㈱四日市 RESIC2 SDM工事 遠心圧縮機 分解整備工事 山九㈱三重

2022.6 - 2022.7 出光興産㈱苫小牧 製油1課 SDM工事 遠心圧縮機/駆動用蒸気タービン 分解整備工事 　山九㈱苫小牧



会社概要

社名 ： 有限会社柳井工業

創業者 ： 柳井 寿朗

設立 ： 1981年6月

本社 ： 大分県大分市大字宮崎1196-23

社員数 ： 10名

最大動員数 ： 60名

資本金 ： 20,000,000円

事業概要 ： 機械器具の設置工事
国内外の大型プラントのメンテナンス
各分野の回転機やタービンのメンテナンス
太陽光発電事業
太陽光EPC事業



会社沿革
1981年06月 有限会社柳井工業 創設

1986年08月 一般建設業 許可取得

1995年09月 資本金 500万円へ増資

1998年12月 会社事務所移設（現住所：大分市宮崎）

2012年04月 一般労働派遣事業および特定労働派遣事業 許可取得

2013年04月 太陽光発電による売電事業 許可取得
太陽光発電事業 参入

2017年01月 柳井寿栄 役員〔常務取締役〕就任

2018年06月 資本金 1000万円へ増資

2019年03月 一般労働派遣事業および特定労働派遣事業 許可申請変更
労働者派遣事業 許可取得

2021年12月 建設業許可 (土木工事) 取得

2022年04月 資本金 2000万円へ増資

2022年05月 特定建設業許可取得




