
会社案内



絶えず、創意工夫を忘れず、活動を広げていく所存であります。

そのためにも、より一層のコミュニケーションを大切にしていきたいと願っております。

今後とも皆様方のご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い致します。

ご　挨　拶

代表取締役　板垣　敏彦

時下益々ご清栄のことと、お慶び申し上げます。早いもので、弊社も創業より６０年を迎えることができました。

これも皆様方の、日頃のお引き立てのお陰と感謝致しております。

さて、時代は常に目まぐるしく変化し、進歩しています。その移り変わりに、私たちは的確に対応し、発展していきたいと考えております。

また、お客様のニーズにきめ細かく対応するため、いつもお客様の立場に立って仕事を進め、使命感をもって最善を尽くします。



社名 株式会社　いたがき

代表者 代表取締役　板垣　敏彦

所在地（本社） 〒306-0504

茨城県坂東市生子2723番地1

TEL.0280-88-0457(代)　FAX.0280-88-7658

e-mail.K.itagaki@castle.ocn.ne.jp

所在地（東京営業所） 〒171-0014

東京都豊島区池袋4丁目27番2号丸信第2ビル101号

TEL.03-3590-5966(代)　FAX.03-3590-5967

e-mail.itagaki-toshi@itagaki-bld.co.jp

資本金 1000万円

設立 1953年

取引銀行 常陽銀行、つくば銀行、みずほ銀行、三菱東京ＵＦＪ銀行

1.土木建築総合請負

2.建築物の内装仕上工事

3.建築用資材の販売

4.建築物の設計及び工事管理

事業内容 5.建築に関する法令手続の代理業務

6.産業廃棄物の収集、運搬、搬入業務

7.繊維製品の販売

8.荒物雑貨の販売

9.前各号に付帯する一切の業務

グループ会社 有限会社　アムティワン（不動産業）

会社概要



1953年9月 有限会社板垣商店　設立　（板垣　寿雄）

1965年12月 内装仕上げ業　開始

1981年6月 住之江織物ＳＳＧ店　加入

1982年9月 ＡＬＣ工事業　開始

1986年12月 株式会社いたがきへ組織変更　（板垣　敏彦）

1987年1月 東京営業所　開設

2007年3月

2008年11月 ＳＥＣＯＭ取次店　開始

2017年3月18日 産業廃棄物収集運搬業許可更新　東京都知事許可第1300083429号

2017年4月28日 産業廃棄物収集運搬業許可更新　埼玉県知事許可第1101083429号

2017年11月27日 建設業許可更新　茨城県知事許可（般-28）第27761号

 沿　　革

産業廃棄物収集運搬業許可取得　東京都知事第1300083429号　埼玉県知事許可1101083429号



「イベント会場」

くるま館、政府館 内装工事 筑波科学万博 昭和年代

ウェディングパレスオータニ 内装工事 茨城県猿島郡三和 昭和年代

メトロポリタンホテル 内装工事 東京都豊島区 平成10年

岩井セレモニーホール 内装工事 茨城県岩井市 平成11年

グランフォレスト　モデルハウス 内装工事 各所 平成11年

サンデュエル桐生マンション　モデ
ルルーム

内装工事 群馬県桐生市 平成17年

サーパスマンション　モデルルーム 内装工事 各所 平成17年

リビエラ南青山 営繕工事 東京都港区南青山 平成年代

「飲食店舗」

ケーキ店舗「粉と卵」 内装工事 東京都渋谷区 平成10年

廻し鮨　「若貴」 新装工事 東京都豊島区池袋 平成10年

飲食店舗「唐人凧」 内装工事 東京都新宿区 平成14年

パブ「エンドラ」 改装工事 東京都港区六本木 平成14年

銀座クラブ「沙羅」 家具造作工事 東京都中央区銀座 平成15年

七輪焼き「大車輪」 新装工事 東京都豊島区池袋 平成17年

トルコ料理「インターフード」 造改築工事 東京都新宿区 平成18年

トルコ料理「ユーフラテス」 新装工事 東京都港区赤坂 平成18年

ラーメン「てつや」高円寺店 補修工事 東京都中央区 平成19年

イタリアンカフェバー「conceｔto
café] 新装工事 東京都豊島区 平成20年

業務経歴



「各種店舗」

ダスキン境 内装工事 茨城県境町 昭和61年

セブンイレブン各店 新築、内装工事 東京都豊島区他 平成2～８年

ときわメガネ　各店 内装工事 茨城県岩井市他 平成11年～

タワーメガネ　各店 内装工事 千葉県我孫子市他 平成12年～

デパート店舗「LAZYSWAN」 家具造作工事 東京都新宿区 平成15年

パチンコ「源代」 駐車場工事 埼玉県草加市 平成16年

（ときわ台駅前）マンガ喫茶 新築工事 東京都板橋区 平成16年

アイケアワールドメガネ　各店 内装工事 神奈川県鶴見区他 平成17年～

キリム織物「Kilim ART」 新装工事 東京都杉並区 平成18年

コミネオートセンター練馬店 改修工事 東京都練馬区 平成18年

からおけ屋練馬店 内装工事 東京都練馬区 平成19年

「美容院、エステサロン」

ビューティーいけがみ 新築工事 茨城県境町 昭和61年

ガッシュ美容室 改装工事 茨城県 平成17年3月

エステサロン「ミルキーウェイ」 内装工事 東京都渋谷区 平成17年4月

エステサロン「EST　BEAUTY」 パーティション工事 千葉県我孫子市他 平成18年4月

「バロックヘアー」 改装工事 東京都目黒区 平成27年

シャンクレール 新装工事 東京都立川市 平成29年



「病院、歯科医院、薬局、介護施設」

星野病院 内装工事 栃木県小山市 昭和年代

神田山歯科医院 内装工事 茨城県岩井市 昭和年代

シルバータウン保木間 新築、ＡＬＣ工事 東京都足立区 平成２年

成城クリニック 内装工事 東京都世田谷区 平成2年

草野歯科医院 内装工事 東京都世田谷区 平成6～⒑年

等々力歯科クリニック 内装工事 東京都世田谷区 平成13年～

そよかぜ薬局 新装工事 東京都葛飾区 平成15年

原宿デンタルクリニック ロールスクリーン工事 東京都渋谷区 平成15年

北療育園 塗装、補修工事 東京都足立区 平成16年

（有）スープ・デザイン 店舗改修工事 東京都品川区 平成28年

恵比寿　店舗 新装工事 東京都渋谷区 平成28年

「事務所、店舗ビル、マンション、アパート」

萬栄マンション　各室 各工事（内装、改修、駐車場工事） 東京都豊島区 平成6～12年

山京ビル　各室 原状回復工事 東京都豊島区他 平成6～14年

近代産業　各所ビル 各工事（内装、改修工事他） 東京都豊島区 平成9年～

トーカン柏キャステールマンション 現状回復工事 各所 平成10年

大東建託（株）日立支所　共同住宅 内装工事 茨城県日立市 平成12年

ライオンズマンション 原状回復工事 東京都板橋区他 平成14年～

国立ドミトリー　各室 原状回復工事 東京都国分寺市 平成15年代

フォーリア駒沢公園パークサイド 原状回復工事 東京都世田谷区 平成16年

方南第一マンション 改修工事 東京都杉並区 平成16年

赤坂ホワイトビル 営繕工事 東京都港区 平成17年

大野ビルB1F 軽天工事 東京都中央区銀座 平成18年

レーベンハイム常盤台 内装工事 東京都板橋区 平成21年

おもだかビル1、6、7F 現状回復工事 東京都港区芝浦 平成21年

神山ビル　各室 防水改修工事 東京都豊島区 平成22年

興和マンション　各室 内装仕上げ工事 東京都豊島区 平成22年7月

アゼリアセカンドボックス 建物改修工事 神奈川県川崎市 平成27年



「新築工事」

市川アパート 新築工事（3階建て） 東京都板橋区 平成10年

VILLA　NAGAOKAマンション 新築工事（3階建て） 東京都北区 平成12年

新橋ビル 新築工事（3階建て） 東京都港区 平成12年

新大塚駅前マンション 新築工事（3階建て） 東京都豊島区 平成12年

カサーラ我孫子 賃貸マンション新築工事 千葉県我孫子市 平成25年

木造住宅 新築工事 東京都世田谷区 平成25年

アプリコットガーデン 賃貸アパート新築工事 東京都北区 平成26年

「改修、改装工事」

集合住宅 改修工事（住宅から集合住宅へ） 東京都豊島区 平成25年

住宅 改装工事 東京都北区 平成25年

「内装仕上げ工事」

（株）トクホン宮代工場　クリーン
ルーム

クロス張り工事 埼玉県南埼玉郡宮代町 平成27年

CIMAビル2～4F 現状回復工事 東京都豊島区 平成28年

渡辺ハイツ 内装仕上げ工事 東京都板橋区 平成28年

新宿レミナビル 内装解体工事 東京都新宿区 随時

銀座大野ビル 原状回復工事 東京都中央区 随時

シャルムコート 現状回復工事 東京都豊島区 平成28年



「解体工事」

大森東マンション 建物解体工事 東京都大田区 平成14年

野澤コーポ 建物解体工事 埼玉県さいたま市 平成14年

三和荘 建物解体工事、残置物処分 東京都調布市 平成14年

カレーショップ 内装解体、造作工事 東京都豊島区 平成16年

ゲームセンター 内装工事、造作工事 東京都豊島区池袋 平成16年

徳丸耳鼻咽喉科 建物解体工事、残置物処分 東京都板橋区 平成20年

木造2階建て
建物・塀解体撤去処分工事、残置物
処分

東京都文京区白山 平成21年

アパート2棟＋居宅1軒 建物解体工事 東京都北区 平成21年

リビエラ南青山ビルB館3F 内装解体復旧工事 東京都港区南青山 平成22年

木造住宅 解体工事 東京都世田谷区 平成25年

集合住宅 内装解体工事 東京都豊島区 平成25年

鉄筋3F建て 家屋解体工事 東京都文京区 平成25年

木造住宅 解体工事 東京都豊島区 平成26年

RC造3F建て及び立体駐車場 解体工事 神奈川県川崎市 平成26年

木造住宅 解体工事 東京都豊島区 平成26年

木造住宅 解体工事 東京都西東京市 平成27年

木造住宅 解体工事 東京都文京区 平成27年

RC造3F建て 解体工事 東京都新宿区 平成27年

木造住宅 解体工事 東京都北区 平成27年

木造住宅・木造アパート 解体工事 東京都新宿区 平成28年

木造住宅 解体工事 埼玉県桶川市 平成28年

たか寿司 解体工事 千葉県野田市 平成29年

木造住宅 解体工事 東京都足立区 平成28年

木造住宅 解体工事 東京都板橋区 平成28年

泉荘 解体工事 東京都板橋区 平成28年



「学校」

生子菅小学校 内装工事 茨城県猿島町 昭和年代

保善高校 営繕工事（内装、改修工事他） 東京都新宿区 平成4～9年

東工大長津田校舎他 営繕工事（内装、改修工事他） 神奈川県長津田町他 平成6～10年

東京大学
営繕工事（生産技術研究所、先端科
学研究センター他）

東京都文京区 平成6～16年

猿島中学校 カーテン（暗幕）工事 茨城県猿島群 平成13年

東京デザイナー学院 営繕工事 東京都千代田区 平成16年代

都立保健科学大学放射線学科施設 改修工事 東京都荒川区 平成17年

17国補猿島中部集排第1号処理施設 営繕工事 茨城県猿島群 平成17年

「官公庁等」

警察職員住宅 内装工事 茨城県岩井市 昭和年代

境警察署
営繕工事（保護室、留置所内身体検
査室、警備室、取調室、調書室他）

茨城県猿島郡境町 昭和年代～

我孫子消防署布佐出張所 新築工事 千葉県我孫子市 昭和61年

通産省独身寮 内装工事 東京都東村山市、田無市 平成4年

労働省上石神井庁舎館２F 内装工事 東京都練馬区 平成4年

皇居警察寮 内装工事 東京都 平成5年

猿島町立図書館 増築工事 茨城県猿島町 平成17年

東京国税局品川寮 シャワーブース設置工事 東京都品川区 平成17年

「ガソリンスタンド」

コスモ石油春日部SS 新築工事 埼玉県春日部市 平成4年

丸石興産（株）春日部SS 新築工事 埼玉県春日部 平成4年



「工事等」

サンヨー電気筑波工場内 内装工事 茨城県つくば市 昭和年代

プロカコーポレーション 営繕工事（板橋本社、船橋工場他） 東京都板橋区 平成9～10年

（有）サウンドアクション 工場シャッター工事 東京都江東区 平成16年

カイト化学工業（株） 事務所増改築工事 千葉県野田市 平成17年

「損害保険による工事」

大福ビル 看板撤去、復旧作業 東京都豊島区 平成21年

個人宅 ブロック塀改修工事 東京都豊島区 平成22年

「収益物件」

木造2F建て 全面改修工事 東京都北区 平成21年

木造2F建て 全面改修工事 東京都江戸川区 平成21年

モンパレス前橋 外部塗替え工事 群馬県前橋市 平成23年

「その他」

ギャラリーKai 内装工事 東京都豊島区 平成10年

個人宅 敷地内草刈、フェンス撤去処分工事 東京都豊島区 平成20年

木造住宅 蔵屋根葺き替え工事 東京都豊島区 平成26年

住宅 残置物処分 東京都世田谷区 平成26年

住宅 残置物処分 東京都杉並区 平成27年

銀座大野ビル 屋上ゴンドラ撤去工事 東京都中央区銀座 平成27年

暁星学園 クリーニング 東京都千代田区 平成28年

グランドステータス並木マンション 防水工事 東京都練馬区 平成29年

「東急ホームズ」

個人宅 暮らしアップ改装工事 各所 平成24年～平成30年

個人宅 暮らしアップGREEN工事 各所 平成27年～平成30年


