
経  歴  書 
 
 

名   称  大川建設株式会社 

所 在 地  静岡県沼津市新沢田町 ２番 １４号 

業務内容   一般建築・木造・Ｓ造・ＲＣ造・住宅・事務所 

店舗・増築工事・機械基礎工事・改装工事・リフォーム全般・他 

設立年月日  昭和４３年１２月２１日 

          昭和８年設立の大川建設（個人）設計、施工の 

          主要技術並びにスタッフに依り 

昭和４３年１２月２１日 大川建設株式会社 

を設立する。 

資 本 金  １０００万円 

取引先銀行  (株)スルガ銀行・(株)静岡銀行・沼津信用金庫 

主な取引先  (株)竹中工務店・サンデン(株)・(株)マルサン書店 

       (株)スーパーマルトモ・(株)神田工務店・(株)鈴与建設 

       (株)佐藤商事・(有)植松衣料・他 

加盟組合及び団体 

          社団法人静岡県建築士会沼津市部 

          財団法人 住宅リフォーム紛争処理支援センター 

          （増改築相談員） 

          沼津市建設連合組合 



主な工事経歴 
 
注文者       工事名          住所          受注金額     年月日 
                                   （千円） 
 
佐藤潤一郎    佐藤邸新築工事        沼津市幸町６５   １００，２５０  昭和６３年 ８月 
斉藤定男     マルエスストアー新築工事   沼津市内浦三津    ６４，５８１  平成 １年 ８月 
小林基常     加茂川キリスト教会新築工事  三島市加茂川町    ５７、１２７  平成 ２年 ２月 
村松弘政     杉浦工業（株）社屋新築工事  沼津市西沢田    １４４，２００  平成 ２年 １月 
飯田恵美子    飯田邸増改築工事       沼津市本郷町     ２５，７００  平成 ２年 ５月 
土屋武彦     土屋邸新築工事        修善寺町熊坂     ３４，６０８  平成 ２年 ６月 
日吉正明     池田屋商店新築工事      沼津市大岡      ４９，５４３  平成 ２年 ９月 
大川勇之助    大川邸新築工事        沼津市旭町      ２７、８１０  平成 ２年１０月 
スタジオカーサ  ファミリーマート島郷店新築工事 沼津市島郷     ２０，１５０  平成 ２年 ９月 
竹中工務店    立石電気三島工場増築工事   三島市        ２０，２７０  平成 ２年 ９月 
（有）植松衣料  原東中デリバリーセンター新築 沼津市原東中    １４３，９００  平成 ３年 ４月 
（株）神田工務店 社屋工場新築工事       三島市平成台     ７０，２１０  平成 ３年 ４月 
丸山政男     丸山邸増改築工事       清水町長沢      １５，４５０  平成 ３年 ４月 
沢田耕治     沢田邸増改築工事       清水町伏見      １０，０００  平成 ３年 ９月 
竹中工務店    暁秀高等学校改修工事     沼津市岡の宮      ８，６００  平成 ３年１０月 
戸塚清女     戸塚邸増改築工事       沼津市真砂町     １０，０００  平成 ４年 ４月 
杉村憲一郎    杉村邸増改築工事       沼津市真砂町     １２，１９０  平成 ４年 ５月 
（株）マルサン書店 事務所改修工事       沼津市北高島町    １５，０００  平成 ４年 ４月 
（株）鈴与建設  川口邸新築工事        沼津市三枚橋町    ３２，７００  平成 ４年 ６月 
沼津信用金庫   北支店増改築工事       沼津市大岡      ３９，１００  平成 ４年 ８月 
田中宗一     田中邸新築工事        沼津市大岡      ２６，８００  平成 ４年１１月 
（株）神田工務店 愛知木材沼津営業所      沼津市黄瀬川     ３８，９５０  平成 ５年 ６月 
スタジオカーサ  岩端医院増改築工事      沼津市藤井原     １５，３００  平成 ５年 ５月 
倉田純一     倉田邸新築工事        沼津市住吉町     ６３，０００  平成 ５年 ９月 
（株）佐藤商事  事務所増改築工事       沼津市幸町      １７，７００  平成 ５年 ９月 
（有）植松衣料  倉庫新築工事         沼津市原東中     ３２，１００  平成 ６年 １月 
新谷       新谷邸増改築工事       沼津市双葉町     １１，５００  平成 ６年 ３月 
西浦       西浦艇新築工事        沼津市八重      ２５，５００  平成 ６年 ７月 
石川雄一     石川写真館改修工事      沼津市町方町     ２３，５００  平成 ７年 ２月 
植松長太郎    植松邸新築工事        沼津市沼北町     １８，９００  平成 ７年 ６月 
杉山良一     杉山邸新築工事        駿東郡長泉町     １５，０００  平成 ７年１１月 
（株）神田工務店 大橋商店増改築工事      沼津市花園町     ２３，７００  平成 ７年 ８月 
三島高台キリスト教会 講堂増築工事       三島市南本町     １６，０００  平成 ７年１２月 
岡田秀彦     岡田邸新築工事        沼津市杉崎町     ２０，０００  平成 ７年 ４月 
石井光雄     石井邸新築工事        沼津市浅間町     ３０，０００  平成 ７年１２月 
大野園吉     大野邸新築工事        沼津市下河原     １６，７００  平成 ８年 ４月 
西武百貨店    吉田邸改修工事        伊東市伊豆高原     ７，０００  平成 ８年 ７月 
奥村茂春     奥村邸新築工事        沼津市松長      ２７，５００  平成 ８年 ７月 



注文者       工事名          住所          受注金額     年月日 
                                   （千円） 
 
富井康人     富井邸新築工事        清水町徳倉      １１，０００  平成 ８年 ９月 
（株）竹中工務店 ＴＥＣ大仁工場改修工事    田方郡大仁町     １７，４００  平成 ９年 １月 
小林敏美     小林邸新築工事        沼津市共栄町     ９９，９１０  平成 ８年１２月 
山口育雄     山口邸新築工事        三島市        ３９，９００  平成 ９年 ４月 
（株）マルサン書店 仲見世店改修工事      沼津市大手町     ５６，８５０  平成１０年 １月 
佐野みよ子    佐野邸増改築工事       三島市        ２９，５００  平成１０年 ２月 
臼幸産業（株）  石川邸新築工事        富士市        １３，５００  平成１０年 ６月 
沢田耕治     沢田邸改修工事        清水町伏見       ５，０００  平成１０年１０月 
杉村 優     杉村邸新築工事        沼津市千本東町    ６０，０００  平成１０年１１月 
臼幸産業（株）  松本邸新築工事        沼津市大岡      １３，１００  平成１０年１１月 
臼幸産業（株）  柏木邸新築工事        裾野市        ７５，０００  平成１１年 ４月 
中根道雄     中根邸新築工事        沼津市共栄町     ４７，５００  平成１１年 ４月 
（株）岳陽通信社 事務所改修工事        清水町徳倉       ８，８５０  平成１１年 ６月 
（株）佐藤商事  工場改修工事         沼津市幸町       ６，５００  平成１１年１１月 
（株）西電工   シーマキ店舗改修工事     三島小中島       ６，２００  平成１２年 ５月 
佐藤純一郎    佐藤邸改修工事        沼津市幸町      ２３，０００  平成１２年 ８月 
小森優子     小森邸新築工事        沼津市出口町     ２５，２００  平成１２年１０月 
（株）神田工務店 中公邸新築工事        神奈川県小田原市   ２１，０００  平成１３年１１月 
（株）富倉製作所 工場改修工事         沼津市新沢田町    １９，５５０  平成１３年１１月 
サンデン（株）  ファミリーマート熱海梅園店  熱海市         ３，４００  平成１４年 ５月 
サンデン（株）  ファミリーマート沼津あしたか店 沼津市愛鷹     １０，６００  平成１４年 ５月 
（有）植松衣料  工場改修工事         沼津市原東中      ３，２８０  平成１４年 ７月 
（株）アトリウム 池原邸改装工事        富士市今泉       １，５６９  平成１４年１２月 
（株）アトリウム みどり企画改装工事      御殿場市新橋        ８２１  平成１５年 １月 
（株）アトリウム 芦川邸家屋解体工事      沼津市石川       ４，２７６  平成１５年 ２月 
（株）アトリウム チョン助改装工事       田方郡函南町      １，８２９  平成１５年 ２月 
（株）マルトモ  元ひかりパチンコ内装解体工事 沼津市大手町      ２，７８２  平成１５年 ３月 
サンデン（株）  ＦＭ熱川店倉庫増床工事    加茂郡東伊豆町熱川   ２，５１１  平成１５年 ５月 
サンデン（株）  ＦＭ土肥店倉庫増床工事    伊豆市土肥       ２，９６６  平成１５年 ５月 
（株）アトリウム 富士三つ沢物件改装工事    富士市三つ沢      ５，４５１  平成１５年 ７月 
（株）神田工務店 第二倉庫新築工事       三島市平成台      ５，０８０  平成１５年 ８月 
（有）東洋メカシステム 事務所新築工事     沼津市新沢田町     ７，０３９  平成１５年 ９月 
中田宏      新築工事           沼津市新沢田町     ７，９３５  平成１５年１１月 
早川征治     耐震補強改装工事       沼津市山王台     １０，５００  平成１６年 １月 
（有）ふじ衛生社 事務所改修工事        沼津市原        ７，６００  平成１６年 ３月 
青木医院     青木医院撤去工事       静岡市清水区      ５，８８０  平成１６年 ４月 
青木医院     青木医院改修工事       静岡市清水区     ３７，５４８  平成１６年 ７月 
今村淳      今村邸改修工事        湯河原        １３，４００  平成１６年１２月 
（株）マルトモ  店舗修理工事         沼津市         １，９６１  平成１６年１２月 
佐藤純一郎    修理工事           沼津市幸町       １，６６８  平成１６年１２月 
古沢       住宅修理工事         沼津市         １，１６７  平成１６年１２月 



注文者       工事名          住所          受注金額     年月日 
                                   （千円） 
 
東陽建設（株）  ＮＰＯ法人ｼﾞｮﾌﾞﾈｯﾄ原改修工事 沼津市原        ２，２６３  平成１７年 ３月 
古沢照子     古沢邸改修工事        沼津市島郷       ２，７８２  平成１７年 ４月 
後藤浩蔵     屋根葺き替え工事       沼津市米山町      ２，４１５  平成１７年 ５月 
唐亜明      内装改修工事         伊東市一碧湖      ２，１４２  平成１７年１０月 
高木きょうこ   増築工事           沼津市原        ２，３５２  平成１７年１２月 
佐藤純一郎邸   建物修理工事         沼津市幸町       ７，１０６  平成１７年１２月 
サンデン（株）  店舗修理工事         静岡県東部       ９，１１４  平成１７年１２月 
（株）日幸製作所 工場増築工事         裾野市         ９，０７５  平成１７年１２月 
（株）マルトモ  店舗修理工事         沼津市         ９，３１２  平成１７年１２月 
（有）愛鷹電機製作所工場改修工事          沼津市青野      １０，５２６  平成１７年１２月 
佐藤泰司     敷地境界擁壁工事       沼津市千本       １，４７０  平成１８年 ５月 
岡本       岡本邸修繕工事        沼津市         １，７７４  平成１８年 ６月 
加藤       屋根吹き替え工事       沼津市米山町      １，７７４  平成１８年 ６月 
沼津中央青果（株）シャワーユニット設置工事   沼津市丸子町        ５００  平成１８年 ６月 
佐野邸      佐野邸内外装全面改装     沼津市新沢田     １７，４００  平成１８年１０月 
株式会社スーパーマルトモ ビル全面改装     沼津市大手町     ４２，０００  平成１９年 １月 
熱海市重要文化財 旧日向邸 地下ＲＣ壁防水工事 熱海市         １，４１７  平成１９年 １月 
沼津中央青果（株）内装改修           沼津市丸子町        ８５３  平成１８年 ６月 
羽野久雄     羽野邸内外装改修工事     沼津市千本常盤町    ６，９００  平成１９年 ２月 
羽山       羽山邸外装塗装雨戸取り換え等 函南町畑毛       １，６８０  平成１９年 ６月 
塩谷       塩谷邸内外修繕工事      沼津市下香貫      ３，０１４  平成１９年 ６月 
古沢       古沢邸改修工事        沼津市下香貫        ８１４  平成１９年 ７月 
タイヨーパッキング シートシャッター設置    富士市大渕         ６２６  平成１９年 ７月 
伊東一碧円マンション              伊東市           ６２６  平成１９年 ８月 
中島      中島邸マンション改修      伊東市         １，４５１  平成１９年 ８月 
沼津中央青果（株）シャワーユニット設置工事   沼津市丸子町        ８５３  平成１９年 ６月 
篠塚       篠塚邸新築工事        裾野市        ３３，１８０  平成１９年 ５月 
丸山       丸山邸内外装改修工事     駿東郡清水町      ７，４９２  平成１９年 ５月 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



経  歴  書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大川建設株式会社   


