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ガラス工事を通して、真に豊かな社会の実現に貢献します。また、人間と自然が

共生できる環境の調和に向け努力し、社会の発展に寄与します。

ものづくりで築く より良い未来

■企業理念



1948年8月 東京都港区において、東京板硝子
塗装株式会社を設立

1962年8月 本店を東京都渋谷区に移転

1970年5月 株式会社東硝を吸収合併し、商号を
中央硝子工事株式会社に変更

1996年2月 本店を東京都杉並区に移転

2001年4月
セントラルテクノサービス株式会社
と合併し、商号をセントラル硝子工
事株式会社に変更

2002年9月 品質マネジメントシステム
ISO 9001 取得

2009年11月 名古屋支店を開設

弊社は、「ものづくりで築くより良い未来」を企業理念とし、ガラス工事業におい
て、長年にわたり施工技術の向上・環境安全への取り組みに努めてまいりました。
また、地域の皆様のご理解、お取引様のご協力があり今日に至っていると考えており
ます。社会情勢が目まぐるしく変化する昨今、我々も現状に甘んじることなく更なる
進歩発展をしていかなくてはなりません。その為に今後も人材育成の強化・施工品質
の追究・安全作業の継続に邁進していく所存です。これからも社員一人一人がガラス
工事のプロとしての自覚を持ちお客様に満足いただける仕事を提供し続けることの出
来る会社を目指します。

代表取締役 松本 康司

■会社概要

会社名 セントラル硝子工事株式会社

代表取締役 松本 康司

所在地(本社) 東京都杉並区和泉二丁目７番２１号

TEL 03-5301-3200

FAX 03-5301-3208

所在地
(名古屋支店)

愛知県名古屋市千種区今池三丁目
１２番２０号 KAビル５０２号室

TEL 052-734-7752

FAX 052-734-7753

設立 1948年8月

資本金 100百万円

従業員数 38名(内、女性11名)

■会社沿革

本社・社屋

■ごあいさつ



■事業内容

弊社は主に建築物におけるガラス工事業を営む専門工事会社です。

他業者にはない独自の技術スタッフを擁し、板ガラスの各種強度計算による採用ガラス

の選定、施工技術の検討から安全と工程の管理を一貫して実施し、窓のガラスを通して

豊かな住環境を創造し、快適な空間を提供いたします。

■取扱工事種目

取扱工事種目はビルやマンションの窓ガラス工事及びカーテンウォールガラス工事、
各種システムガラス工事(DPG工法、MFG工法、ハイブリット工法、短冊ガラス工法、
スタビライザー工法）、内装の鏡工事、防煙垂壁工事、ガラスブロック工事、他ガラス関連
工事

■主要取引先

・大成建設株式会社 ・戸田建設株式会社

・株式会社 大林組 ・株式会社 フジタ

・鹿島建設株式会社 ・前田建設工業株式会社

・清水建設株式会社 ・三井住友建設株式会社

品質方針

当社は常に顧客要求に適合する維持可能な一定の品質を保持し、

品質マネジメントシステムの有効性を継続的に改善していくことに

よって、これを向上させ、快適環境を創造し、社会に貢献していく。

「品質マネジメントシステム」 ISO 9001：2015 採用
(本社)

本社・事務所



■安全への取り組み

基本方針

「安全第一主義を徹底し

無事故、無災害を達成する」

＜重点実施事項＞

１） 安全衛生管理体制の確立

２） 安全衛生教育の計画的な

実施

３） 健康診断の完全励行と

適正配置の実施

４) 送り出し教育（事務所、 現場）
を含めた法定教育の実施

・活動状況

安全大会(年１回)

災害防止協議会(年６回)

■親睦会

2年ごとに社員旅行を催し、

社員のコミュニケーションを
図っています。

2016年 鹿児島社員旅行

桜島を背景にて

指宿・白水館にて



■施工事例

ガラス嵌め込み作業 (ライトリフターによる機械施工)

特殊工事

一般ビル

東京スクエアガーデン・大成建設 パレスホテル東京・大林組 銀座プレイス・大成建設

三井住友銀行呉服橋ビル・清水建設 浦安市庁舎・鹿島建設 勝どきタワー・鹿島建設

OOTEMORI・MFG-S・大成建設 虎ノ門ヒルズ・MFG-EV-C・大林組 東京駅丸の内駅舎・歩道DPG
庇・鹿島建設



■工事経歴(抜粋)－１

2018年度(H30)

ゼネコン名 工事名称 施工場所
請負金額
(百万円)

大成建設㈱ 二俣川駅南口地区再開発 横浜市 125

〃 丸の内３ー２計画 千代田区 105

〃 ヒューリック有楽町二丁目計画 千代田区 65

〃 オンワード代官山 渋谷区 40

〃 水戸市新庁舎 茨城県 20

〃 麹町新スタジオ棟建設プロジェクト 千代田区 23

清水建設㈱ 熊谷ラグビー場 埼玉県 30

〃 セイコーエプソン広丘事業所９号館 長野県 11

㈱大林組 赤坂一丁目地区 港区 79

〃 ＩＨＩフロンティア･イノベーション棟計画 横浜市 42

〃 イオンモール座間 神奈川県 33

〃 船橋駅南口ビル 千葉県 25

〃 日本橋二丁目地区(Ａ街区) 中央区 47

〃 新宿第二アオイビル 新宿区 28

鹿島建設㈱ 藤沢市新庁舎 神奈川県 92

〃 花咲町六丁目地区(バルコニー手摺) 横浜市 53

〃 横浜ゴム㈱平塚製造所新技術棟 神奈川県 37

戸田建設㈱ 桜美林大学百人町キャンパス 新宿区 3

〃 国際フォーラム改修 千代田区 29

三井住友建設㈱ 新宿三丁目プロジェクト 新宿区 54

前田建設工業㈱ 白百合学園共有新校舎新築工事 千代田区 10



■工事経歴(抜粋)－２

2019年度(H31)

ゼネコン名 工事名称 施工場所
請負金額
(百万円)

大成建設㈱ 新国立競技場 千代田区 168

〃 小田急下北沢駅２期 世田谷区 28

〃 虎ノ門２ー１０計画 港区 271

〃 はとバス港南ビル 港区 40

〃 ＥＰＲプロジェクト（馬事公苑） 世田谷区 121

〃 レクサス相模原 神奈川県 24

清水建設㈱ 道玄坂一丁目 渋谷区 36

〃 虎ノ門トラストシティワールドゲート 港区 24

㈱大林組 中央区晴海二丁目計画 中央区 242

〃 東京医科大学新大学病院 新宿区 173

〃 アパホテル＆リゾート(横浜ベイタワー) 神奈川県 80

〃 新橋一丁目ビル 港区 47

〃 ＴＤＫテクニカルセンター 千葉県 30

〃 創価学会世界聖教会館 新宿区 21

〃 西武鉄道池袋ビル（ダイヤゲート池袋） 豊島区 324

〃 東京農業大学世田谷キャンパス 世田谷区 91

〃 西五反田二丁目計画 品川区 85

鹿島建設㈱ ブリヂストン横浜工場 神奈川県 12

〃 コマツ湘南独身寮建設工事 神奈川県 9

〃 アトラクション建設工事(ソアリン) 千葉県 9

〃 ＩＨＧインディゴ強羅ホテル 神奈川県 44

戸田建設㈱ 永坂産業京橋ビル 中央区 52

〃 日本文化大２号館 八王子市 31

〃 昭和大学上條記念館 品川区 30



■工事経歴(抜粋)－３

2020年度(R2)

ゼネコン名 工事名称 施工場所
請負金額
(百万円)

大成建設㈱ 気象庁虎ノ門庁舎港区立教育センター 港区 61

〃 西新宿六丁目計画 新宿区 153

〃 春日後楽園駅前南街区 文京区 84

〃 羽田２ビル国際線 大田区 190

〃 豊洲二丁目 江東区 197

〃 銀座六丁目ホテル 中央区 52

〃 大江戸線勝どき駅改良 中央区 7

清水建設㈱ 日本農業新聞新社屋 千代田区 16

㈱大林組 虎ノ門一丁目 港区 45

〃 ニッセイ総合研修所改修 千葉県 29

〃 東京駅北通路改良他 千代田区 60

〃 品川新駅(仮称)新設他
(高輪ゲートウェイ駅)

港区 88

〃 オリンピックアクアティクスセンター 江東区 43

〃 みらかＨＤあきる野新セントラルラボ計画 あきる野市 22

〃 ＡＦＭ新スープ工場 神奈川県 10

鹿島建設㈱ ＯＨ－１計画 千代田区 124

〃 専修大学靖国通り神田校舎 千代田区 143

〃 海老名Ⅳブロック計画 神奈川県 130

〃 桜美林大学本町田キャンパス 町田市 57

〃 順天堂大学新研究棟(２期分) 文京区 6

敦井産業㈱ 古町通７番町地区第一種市街地再開発 新潟県 177

戸田建設㈱ 早稲田大学研究開発センター第Ⅰ期
整備工事

新宿区 12

三井住友建設㈱ コナミクリエイティブセンター銀座 中央区 280

〃 京阪神虎ノ門ビル 港区 166



■工事経歴 施工写真

㈱大林組 2020年度竣工 みずほ丸の内タワー

大成建設㈱ 2020年度竣工
気象庁虎ノ門庁舎港区立教育センター

㈱大林組 2019年度竣工 ダイヤゲート池袋

鹿島建設㈱ 2020年度竣工
専修大学靖国通り神田校舎

大成建設㈱ 2019年度竣工 ホテルオークラ東京



㈱大林組 2020年度竣工 高輪ゲートウェイ駅

三井住友建設㈱ 2020年度竣工
コナミクリエイティブセンター銀座

大成建設㈱ 2019年度竣工 新国立競技場

鹿島建設㈱
2020年度竣工

グレーシアタワーズ海老名

戸田建設㈱
2019年度竣工 日本文化大学２号館



本 社 〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目７番２１号

TEL 03-5301-3200   FAX  03-5301-3208
名古屋支店 〒464-0850

愛知県名古屋市千種区今池三丁目１２番２０号

ＫＡビル ５０２号室

TEL 052-734-7752   FAX  052-734-7753

セントラル硝子工事株式会社


