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ごあいさつ 
 
当社は建築用板ガラス工事店として、昭和35年大竹ガラス店として創業致しました。 
昭和42年4月1日大竹建窓㈱に社名を変更。 
以来、住宅サッシ,ビル用サッシの販売,施工,設計,組立加工,現場管理部門を有する一貫請負体制を構築し、建設業界において責任ある事業を担って参りました。 
お陰様でユーザーの皆様からも厚い信頼をいただき、多くの実績を積み重ねております。 
平成14年には住宅設備の販売・施工を主体とする株式会社城南ケンソー（旧：有限会社城南ケンソートーヨー住器）を分社化し、 
エクステリア,リビング建材,照明器具,カーテンなどのニーズにも対応しています。 
現在では、これまでの一貫請負体制のもと、ビル用サッシ,ガラスはもとより、 
店舗,フロントサッシ,アルミカーテンウォール(インスタックス）,ガラスの設計製作施工, 
その他形鋼カーテンウォール,金属パネルなど、将来を見据えた幅広い事業展開を行っております。 
今後とも皆様のご要望にお応えすべく、グループが一丸となり力強く歩んでいく所存です。 
何卒ご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

                                                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　代表取締役　　大竹  博　 

会社概要 
 
 
 
 

1.商号　 
 大竹建窓株式会社 
 
2.所在地 
 東京都品川区北品川5丁目8番地19号 
 
3.代表者 
 代表取締役　大竹 博 

 
8.営業種目 
 a） 建築 ・ 設計 ・ 施工 
 b） ビル ･ 住宅関係サッシ ･ ガラス加工 ･ 工事施工 
 c） 店舗内外装工事 ・ 設計施工 
 d） 建築装飾金物 ・ 企画及び制作 
 
9. 建築業許可 
 建築工事業 　東京都知事（般）１８-３３３３５号 
 建具工事業　 東京都知事（般）１８-３３３３５号 
 
10. 年間売上 
 平成24年3月期　12億1,600万円 
 平成23年3月期     9億7,800万円 
 平成22年3月期     9億7,200万円 

 
4.創業 
 昭和35年 7月15日 
 
5.創立 
 昭和42年 4月 1日 
 
6.資本金 
 4,000万円 
 
7.従業員 
 36名 

11.土地 
 東京都品川区北品川990平方メートル 
 
12.建物 
 本社工場 （鉄骨）２階　一部３階建776平方メートル 
 
13.仕入先 
 ガラス　　　　　旭硝子（株）・日本板硝子（株）・セントラル硝子（株） 
 住宅設備機械　　LIXIL（株）・三協立山（株） 
 サッシ　　　　　三協立山（株）・LIXIL（株） 
 スチール　　　　三和シャッター工業（株）・コスモ近畿（株） 
 ステンレス　　　文化シャッター（株）・（株）ヤマシタ 
 オートドア　　　ナブコ・寺岡オートドア販売（株） 
 樹脂　　　　　　タキロン・東洋レーヨン（株）・旭硝子（株） 
 建材　　　　　　木質建材・三協立山（株）・LIXIL（株） 



沿革 15. 加工設備 
 ミーリング　　　　　　　1台 
 自動高速切断機　　　　　2台 
 アルゴン熔接機 （日立） 
 エンジンウエルダ― 
 半自動アーク熔接機 
 NCサッシ加工機 FB-5000-DT 
 各種自動車等 
 
16.車両 
 乗用車　　　　　　　　　4台 
 貨物自動車　　　　　　 11台 
 フォークリフト　　　　　1台 

16.取引銀行 
 東日本銀行 / 大崎支店 
 大東京信用組合 / 目黒支店 
 横浜銀行 / 五反田駅前支店 
 みずほ銀行 / 五反田支店 
 中小企業金融公庫 / 大森支店 
 商工中金 / 渋谷支店 
 国民金融公庫 / 五反田支店 

昭和35年  7月　　東京都目黒区にて大竹硝子を創業 
昭和42年  4月　　資本金100万で大竹硝子建窓株式会社を創立 
昭和43年  4月　　大竹建窓株式会社に社名変更し、住宅用サッシ・ストア 
　　　　　　　　  フロント・ビル用サッシ・店舗インテリア部門へ積極進出 
昭和47年  5月　　資本金700万に増資 
昭和48年  4月　　資本金1,400万に増資 
昭和49年  4月　　資本金1,600万に増資 
昭和52年  2月　　現在地に新社屋・工場を新設移転 
昭和57年  5月　　資本金2,000万に増資 
平成  2年11月　　資本金3,000万に増資 
平成11年  7月　　資本金4,000万に増資 
平成14年  4月　 （有）城南ケンソートーヨー住器 ［ 現:（株）城南ケンソー ］を分社 
平成19年10月 　 次世代フロント （インスタックス：三協アルミ）取扱い開始 ※都内唯一の指定工場 
平成23年 ４月　　多摩シャッター工業（株）の株式を取得し、子会社化 
平成24年 ９月　 （株）田久保工務店の株式を取得し、子会社化 



次の世代に大きな夢を 
事業紹介 
常に新しい技術を取り入れた他社にはできない、トータルな設計・施工力を発揮。 
最新の高機能性・高デザイン性建築物の実績を積み重ねています。 
 

当社は、創業53年、地域に根付いたサッシ・ガラスの販売・施工会社です。 
ビル・マンション関係のサッシ・ガラスの設計・施工を中心に、設計・加工部門、施工部門から営業にいたるまで一体となって、
トータルで責任ある建築・設計・施工を行っています。単に商品を供給するだけでなく、耐久性・機能性・デザイン性などを考慮し、
お客さまが満足いただけるものをご提案。ビル・マンションだけでなく住宅に関しても、グループの住宅設備販売・施工会社である
（株）城南ケンソーと一体となり、幅広い住宅設備商品をご提案しています。 
ビル・マンション・戸建て住宅を問わず、快適な住空間作りの要として、高品質な施工とともにお届けしています。 
 
 
 
設計・施工・加工技術を磨き、他社とは“違うモノ”をご提案 
 

最近は、お客さまが高デザイン性や高機能性を重視する傾向が強くなっています。 
当社では、既製品のみならず、ガラスやサッシの知識や加工・施工力を日々研鑽し、 
独自の技術力で幅広いオリジナルの製品を設計・施行しています。 



施工体制 
 
 
責任ある一括受注でお客さまの信頼を得ています 
 
建築現場では、専門分野の広がりとともに、工事が分業化されています。しかし、当社では、責任の所在の観点から、商品供給→施工にい
たるまで、一括で受注しています。例えば、開口部～開口部回りでは、サッシ工事、ガラス工事、周辺金物工事、コーキング工事など、複
合的な工事が伴います。当社では、サッシ工事のみを受注するのではなく、これらすべてを一括受注し、トータルで責任ある設計・施工を
行っています。いわば保証付き販売・施工で、お客さまから長年の厚い信頼を得ています。 

①営業・施工 
 

するどい感性と堅実なプラン 
 

当社は単にサッシを供給するのではなく、エクステリアの総合プランナーでありたい
と考えています。耐久性、デザイン性、又価格の面などあらゆるファクターにスポット
を当て、高感度なセンスでお客様のご要望に対処した営業活動を行っています。また、
工事部門は単に製品の提供だけにとどまらず、施工まで責任をもって行います。納期管
理と品質管理に要する姿勢がお客様の信頼を集めております。 

②設計・加工 
 

ハード、ソフトの両面から独自のオーダーサッシを実現 
 

個性化の時代と言われている現在、既存製品では満足出来ない、うまくマッチした
製品が見たらないといった現場サイドのニーズにお応えして、当社では設計部門、
加工部門を充実してオリジナル製品にも力を入れております。CAD・CAMシステム
の導入などの新技術の開発と、快適な住空間創りへの設計者・技術者一人ひとりの
熱意と情熱が個性ある製品づくりの原点だと考えております。 

「作る」から「創る」へ 



施工実績 
 
2013 
 
中川企画建設（株） 
（株）村上工務店     
北信土建（株）  　　　 
鉄建建設（株）  　　　 
栄港建設（株）  　　　 
北信土建（株）  　　　 
（株）渡辺富工務店 
北信土建（株）  　　 
横山建設（株）  　　 
和田建築（株）  　　 
白井建設（株）  　　 
岡山建設（株）  　　 
 
2012 
 
 

横浜薬科大 
墨田区緑集合住宅 
大田区立嶺町小学校校舎改築工事 
元町５丁目田邊ビル新築工事 
東池袋ビル新築工事 
和泉４丁目PJ新築工事 
宗福寺増築工事 
まごめ園改築工事 
世田谷区立明正小学校給食、改修工事 
T-house新築工事 
料金所安全対策建築工事23-2-1   
上小田中５丁目計画 

神奈川県 
東京都  
東京都  
神奈川  
東京都  
東京都  
東京都  
東京都  
東京都  
東京都  
東京都  
神奈川県 

2013年4月 
2013年3月   
2013年3月   
2013年3月   
2013年3月   
2013年3月   
2013年3月   
2013年2月   
2013年2月   
2013年2月   
2013年2月   
2013年1月   

鉄建建設（株） 
大新興業（株） 
（株）ヤマモトテック 
（株）荒井組   
立石建設（株） 
（株）ヤマムラ 
（株）僑和 
（株）藤木工務店 
（株）高橋工務店 
（株）大槻ホーム 
岡田建設（株） 
伊佐ホームズ（株） 
（株）平塚工業 
（株）渡辺富工務店 
（株）三富工務店 
（株）平塚工業   

船橋駅駅舎改良他工事 
桜上水の家新築工事 
高遠ビル新築工事 
新蒲田１丁目東棟プロジェクト新築工事 
KAC改築工事８警視庁交通 
上用賀プロジェクト新築工事 
本郷５丁目柴田様邸 
東京聖書学校・吉川教会増改築工事  
都住仲六郷１丁目アパート（３号棟）耐震改修工事 
世田谷区千歳台小学校校庭整備・内部改修工事 
O様邸新築工事 
Y様邸新築工事 
O様邸新築工事 
U様邸新築工事 
K様・I様邸改修 
U様邸新築工事 

千葉県 
東京都 
東京都 
東京都 
東京都 
東京都 
東京都 
東京都 
東京都 
東京都 
東京都 
東京都 
神奈川県 
東京都 
東京都 
静岡県  

2012年12月   
2012年12月   
2012年12月   
2012年12月   
2012年12月   
2012年12月   
2012年11月   
2012年11月   
2012年11月   
2012年11月   
2012年11月   
2012年10月   
2012年10月   
2012年10月   
2012年10月   
2012年10月   



大竹建窓Group 

〒141-0001 
東京都品川区北品川５丁目8番19号 
TEL:03-3449-6381　FAX:03-3449-2170 
http://www.otake-kenso.co.jp 


