
 建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第1項の規定により，以下のとおり建設業の許可を取り消しましたのでお知らせします。

１ 許可取消しの原因

  建設業に係る廃業等の届出があり，建設業法第29条第1項第4号に該当するため。

２ 商号又は名称等

 

商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

武者工務店 仙台市若林区一本杉町１１ー５ （般ー２４） 全部廃業 平成29年4月5日

武者 栄 第１３３８号  一般建設業 平成29年4月5日

  建築工事業 平成29年4月5日

  大工工事業 平成29年4月5日

平成29年4月5日

タケダ金属工業株式会社 登米市豊里町新田町１９ （般ー２６） 一部廃業 平成29年4月5日

武田 正德 第１２８９４号  一般建設業 平成29年4月5日

  塗装工事業 平成29年4月5日

  防水工事業 平成29年4月5日

平成29年4月5日

株式会社宮城中央環境緑化 仙台市泉区市名坂字万吉前１９ー１ （般ー２４） 一部廃業 平成29年4月5日

齋藤 文雄 第１３５８５号  一般建設業 平成29年4月5日

  土木工事業 平成29年4月5日

  建築工事業 平成29年4月5日

  とび・土工工事業 平成29年4月5日

平成29年4月5日

共進工業有限会社 気仙沼市赤岩五駄鱈１４０ー６ （般ー２４） 一部廃業 平成29年4月5日

武田 孝次 第１３５９７号  一般建設業 平成29年4月5日

  鋼構造物工事業 平成29年4月5日

平成29年4月5日

石山板金工業 加美郡加美町字味ケ袋弥助前１３ （般ー２４） 全部廃業 平成29年4月5日

石山 健一 第１６５３０号  一般建設業 平成29年4月5日

  建築工事業 平成29年4月5日

  屋根工事業 平成29年4月5日

平成29年4月5日

西原産業株式会社 仙台市青葉区米ケ袋１ー３ー４３ （般ー２４） 全部廃業 平成29年4月5日

寺腰 嘉友 第１６７８８号  一般建設業 平成29年4月5日

  管工事業 平成29年4月5日

平成29年4月5日

平清創建株式会社 仙台市太白区⾧嶺１４ー１７ （般ー２８） 一部廃業 平成29年4月5日

佐藤 浩一 第１９１２１号  一般建設業 平成29年4月5日

  建築工事業 平成29年4月5日

  大工工事業 平成29年4月5日

平成29年4月5日

株式会社アローズ 仙台市若林区六丁目字南９７ー３ （般ー２７） 全部廃業 平成29年4月5日

針生 光紀 第２０６２９号  一般建設業 平成29年4月5日

  とび・土工工事業 平成29年4月5日

平成29年4月5日

株式会社北都建設 仙台市泉区実沢字八乙女⿁田１ー６ー１ （般ー２８） 一部廃業 平成29年4月5日

上坂 賢二 ー１０７Ｂ−１５Ｌ 第２０８８０号  一般建設業 平成29年4月5日

  大工工事業 平成29年4月5日

  左官工事業 平成29年4月5日

  屋根工事業 平成29年4月5日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年4月5日

  板金工事業 平成29年4月5日

  ガラス工事業 平成29年4月5日

  塗装工事業 平成29年4月5日

  防水工事業 平成29年4月5日

  内装仕上工事業 平成29年4月5日

  熱絶縁工事業 平成29年4月5日

  建具工事業 平成29年4月5日

平成29年4月5日

交通施設工業株式会社 仙台市青葉区堤町２ー３ー１２ （般ー２７） 一部廃業 平成29年4月20日

菊田 浩之 第７９０３号  一般建設業 平成29年4月20日

  電気工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

古光建設 石巻市渡波字梨木畑６７ー３ （般ー２７） 全部廃業 平成29年4月20日

古内 敏正 第１１００８号  一般建設業 平成29年4月20日

  土木工事業 平成29年4月20日

  とび・土工工事業 平成29年4月20日

  舗装工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

株式会社千葉正工務店 登米市東和町錦織字大町８ー１ （般・特ー２６） 一部廃業 平成29年4月20日

千葉 正雄 第１１０３８号  一般建設業 平成29年4月20日

  管工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

宮城機械株式会社 仙台市泉区山の寺３ー１２ー１６ （般ー２４） 一部廃業 平成29年4月20日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

深堀 昇 第１４７３０号  一般建設業 平成29年4月20日

  石工事業 平成29年4月20日

  しゅんせつ工事業 平成29年4月20日

  塗装工事業 平成29年4月20日

  水道施設工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

株式会社藤田興業 仙台市若林区若林２ー６ー１４ （般・特ー２４） 一部廃業 平成29年4月20日

藤田 和俊 第１７２４２号  一般建設業 平成29年4月20日

  建築工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

株式会社中央開発 岩沼市下野郷字新関迎１ （般ー２６） 全部廃業 平成29年4月20日

佐藤 和男 第１７４０４号  一般建設業 平成29年4月20日

  土木工事業 平成29年4月20日

  建築工事業 平成29年4月20日

  とび・土工工事業 平成29年4月20日

  石工事業 平成29年4月20日

  鋼構造物工事業 平成29年4月20日

  舗装工事業 平成29年4月20日

  水道施設工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

カメイエンジニアリング株式会社 仙台市青葉区国分町３ー１ー１８ （般・特ー２４） 一部廃業 平成29年4月20日

高橋 清光 第１８１４１号  一般建設業 平成29年4月20日

  管工事業 平成29年4月20日

 特定建設業 平成29年4月20日

  左官工事業 平成29年4月20日

  とび・土工工事業 平成29年4月20日

  石工事業 平成29年4月20日

  鉄筋工事業 平成29年4月20日

  板金工事業 平成29年4月20日

  ガラス工事業 平成29年4月20日

  塗装工事業 平成29年4月20日

  防水工事業 平成29年4月20日

  建具工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

株式会社豊島 塩竈市杉の入３ー２５ー２ （般ー２４） 一部廃業 平成29年4月20日

坂本 進 第１９３０５号  一般建設業 平成29年4月20日

  建築工事業 平成29年4月20日

  大工工事業 平成29年4月20日

  屋根工事業 平成29年4月20日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年4月20日

  内装仕上工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

株式会社富貴 登米市迫町北方字高見５０ー７ （般ー２４） 一部廃業 平成29年4月20日

小原 富貴枝 第１９３５３号  一般建設業 平成29年4月20日

  大工工事業 平成29年4月20日

  屋根工事業 平成29年4月20日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年4月20日

  内装仕上工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

東特エステートサービス株式会社 仙台市太白区⾧町７ー２０ー１ （般ー２４） 一部廃業 平成29年4月20日

佐々木 茂範 第１９４９４号  一般建設業 平成29年4月20日

  電気工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

有限会社快適プラン・住設 亘理郡山元町浅生原字箱根２３ー１ （般ー２６） 一部廃業 平成29年4月20日

渡邊 俊彦 浅生原字箱根地区８ー５ 第２０２１０号  一般建設業 平成29年4月20日

  建築工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

株式会社大雄建設 気仙沼市滝の入５ー５７ （般ー２６） 一部廃業 平成29年4月20日

大津 耀一 第２０２８９号  一般建設業 平成29年4月20日

  建築工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

大洋建設株式会社 仙台市宮城野区日の出町３ー３ー１０ （般ー２７） 一部廃業 平成29年4月20日

小松 綾子 第２０４５９号  一般建設業 平成29年4月20日

  石工事業 平成29年4月20日

  鋼構造物工事業 平成29年4月20日

  しゅんせつ工事業 平成29年4月20日

  水道施設工事業 平成29年4月20日

  解体工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

伊達板金 仙台市青葉区中央１ー２ー３ １９Ｆ （般ー２７） 全部廃業 平成29年4月20日

坂本 孝景 第２０６８５号  一般建設業 平成29年4月20日

  板金工事業 平成29年4月20日

平成29年4月20日

有限会社首藤工務店 登米市東和町米川字町裏１０１ー４ （般ー２４） 一部廃業 平成29年5月10日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

首藤 光則 第３５８５号  一般建設業 平成29年5月10日

  土木工事業 平成29年5月10日

  とび・土工工事業 平成29年5月10日

平成29年5月10日

協和工業株式会社 宮城郡利府町利府字新谷地脇 （般ー２８） 全部廃業 平成29年5月10日

菊池 秀市 第１０６０６号  一般建設業 平成29年5月10日

  管工事業 平成29年5月10日

  機械器具設置工事業 平成29年5月10日

平成29年5月10日

株式会社シンワ 仙台市若林区南染師町６０ー１ （般ー２７） 全部廃業 平成29年5月10日

和田 昭十七 第１２３９９号  一般建設業 平成29年5月10日

  建築工事業 平成29年5月10日

  大工工事業 平成29年5月10日

  左官工事業 平成29年5月10日

  とび・土工工事業 平成29年5月10日

  石工事業 平成29年5月10日

  屋根工事業 平成29年5月10日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年5月10日

  鋼構造物工事業 平成29年5月10日

  鉄筋工事業 平成29年5月10日

  板金工事業 平成29年5月10日

  ガラス工事業 平成29年5月10日

  塗装工事業 平成29年5月10日

  防水工事業 平成29年5月10日

  内装仕上工事業 平成29年5月10日

  熱絶縁工事業 平成29年5月10日

  建具工事業 平成29年5月10日

平成29年5月10日

株式会社コスモグリーン 仙台市太白区大野田２ー２ー１４ （般ー２７） 一部廃業 平成29年5月10日

宇田 均 第１３９５５号  一般建設業 平成29年5月10日

  造園工事業 平成29年5月10日

平成29年5月10日

株式会社仙台シビル 仙台市若林区日辺字前田３７ （般ー２５） 全部廃業 平成29年5月10日

第１７１０１号  一般建設業 平成29年5月10日

  土木工事業 平成29年5月10日

  とび・土工工事業 平成29年5月10日

  舗装工事業 平成29年5月10日

平成29年5月10日

三春設備 仙台市宮城野区幸町２ー７ー２８ （般ー２５） 全部廃業 平成29年5月10日

三春 浩 ー２０２ 第１７１２６号  一般建設業 平成29年5月10日

  管工事業 平成29年5月10日

平成29年5月10日

株式会社東北温泉メンテナンス工業 大崎市鳴子温泉字大畑６４ー３ （般ー２６） 全部廃業 平成29年5月10日

遊佐 ひろ子 第１７３９４号  一般建設業 平成29年5月10日

  土木工事業 平成29年5月10日

  とび・土工工事業 平成29年5月10日

  管工事業 平成29年5月10日

  さく井工事業 平成29年5月10日

  水道施設工事業 平成29年5月10日

平成29年5月10日

山仁建業株式会社 東松島市赤井字川前一１ー２ （般ー２４） 全部廃業 平成29年5月10日

山田 仁 第１９２７１号  一般建設業 平成29年5月10日

  建築工事業 平成29年5月10日

  大工工事業 平成29年5月10日

  内装仕上工事業 平成29年5月10日

平成29年5月10日

株式会社ディーイーカスタマサポート 仙台市若林区二軒茶屋１ー２ （般ー２４） 全部廃業 平成29年5月10日

幕田 浩 第１９４３０号  一般建設業 平成29年5月10日

  電気通信工事業 平成29年5月10日

平成29年5月10日

あおば電設 東松島市矢本字上河戸２８５ー１ （般ー２４） 全部廃業 平成29年5月10日

音羽 恵介 第１９５００号  一般建設業 平成29年5月10日

  電気工事業 平成29年5月10日

平成29年5月10日

仙石建業 仙台市宮城野区平成１ー１６ー２８ （般ー２４） 全部廃業 平成29年5月25日

仙石 昭永 第９２２８号  一般建設業 平成29年5月25日

  建築工事業 平成29年5月25日

  大工工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

有限会社名取光園 名取市手倉田字堰根３９１ （般ー２８） 全部廃業 平成29年5月25日

髙橋 輝明 第９２７７号  一般建設業 平成29年5月25日

  造園工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

佐慶建業 仙台市青葉区八幡５ー３ー２ （般ー２４） 全部廃業 平成29年5月25日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

佐藤 慶昭 第１０６１１号  一般建設業 平成29年5月25日

  大工工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

有限会社白土建築工房 石巻市広渕字町北２２５ （般ー２４） 全部廃業 平成29年5月25日

白土 茂 第１４９５６号  一般建設業 平成29年5月25日

  建築工事業 平成29年5月25日

  大工工事業 平成29年5月25日

  内装仕上工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

髙橋工業 仙台市青葉区中山台４ー４ー２２ （般ー２６） 全部廃業 平成29年5月25日

髙橋 正志 第１５４７４号  一般建設業 平成29年5月25日

  とび・土工工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

コスモエンジニアリング株式会社 名取市杜せきのした２ー４ー２ （般ー２４） 一部廃業 平成29年5月25日

梅井 秀樹 第１５９５０号  一般建設業 平成29年5月25日

  建築工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

佐藤工業 角田市横倉字左関１９８ー５ （般ー２６） 全部廃業 平成29年5月25日

佐藤 光男 第１８４６９号  一般建設業 平成29年5月25日

  鉄筋工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

株式会社ＣＩ青工 仙台市太白区茂庭字人来田東４５ー４ （般ー２８） 全部廃業 平成29年5月25日

下池 重義 第１９０２０号  一般建設業 平成29年5月25日

  電気工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

アスリード 仙台市泉区住吉台東５ー９ー４ （般ー２４） 全部廃業 平成29年5月25日

松澤 智 第１９２９９号  一般建設業 平成29年5月25日

  内装仕上工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

株式会社エービーコーポレーション 仙台市青葉区宮町３ー９ー２７ー２０３ （般ー２９） 一部廃業 平成29年5月25日

阿部 倫明 第１９２３９号  一般建設業 平成29年5月25日

  建築工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

株式会社ワンアイド・キャピタル・ 仙台市青葉区本町１ー１１ー２ ９Ｆ （般ー２４） 一部廃業 平成29年5月25日

アドバイザーズ 第１９４１８号  一般建設業 平成29年5月25日

田口 修   土木工事業 平成29年5月25日

  舗装工事業 平成29年5月25日

  しゅんせつ工事業 平成29年5月25日

  水道施設工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

株式会社渡邊総建 名取市杜せきのした５ー２０ー３ （般ー２５） 一部廃業 平成29年5月25日

渡邊 真伍 第１９９７８号  一般建設業 平成29年5月25日

  大工工事業 平成29年5月25日

  屋根工事業 平成29年5月25日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年5月25日

  内装仕上工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

株式会社光起 仙台市青葉区土樋１ー６ー３１ （般ー２７） 全部廃業 平成29年5月25日

髙島 浩一 第２０６５６号  一般建設業 平成29年5月25日

  土木工事業 平成29年5月25日

  とび・土工工事業 平成29年5月25日

  石工事業 平成29年5月25日

  鋼構造物工事業 平成29年5月25日

  舗装工事業 平成29年5月25日

  しゅんせつ工事業 平成29年5月25日

  水道施設工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

ヤマセン商事 大崎市鹿島台木間塚字小谷地５０８ー６ （般ー２８） 全部廃業 平成29年5月25日

千崎 宗一 第２０９５２号  一般建設業 平成29年5月25日

  土木工事業 平成29年5月25日

  建築工事業 平成29年5月25日

  左官工事業 平成29年5月25日

  とび・土工工事業 平成29年5月25日

  鋼構造物工事業 平成29年5月25日

  板金工事業 平成29年5月25日

  塗装工事業 平成29年5月25日

  防水工事業 平成29年5月25日

  内装仕上工事業 平成29年5月25日

平成29年5月25日

有限会社仙台保温工業 仙台市宮城野区新田３ー１９ー１ （般ー２４） 全部廃業 平成29年6月9日

若生 武志 第５８１１号  一般建設業 平成29年6月9日

  熱絶縁工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

桜井建設工業 石巻市門脇字青葉西２４ー１ （特ー２４） 一部廃業 平成29年6月9日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

櫻井 典男 第５８１７号  一般建設業 平成29年6月9日

  造園工事業 平成29年6月9日

 特定建設業 平成29年6月9日

  鋼構造物工事業 平成29年6月9日

  しゅんせつ工事業 平成29年6月9日

  水道施設工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

高橋建設株式会社 大崎市鳴子温泉字町３６ （般ー２７） 全部廃業 平成29年6月9日

高橋 武利 第９６４３号  一般建設業 平成29年6月9日

  土木工事業 平成29年6月9日

  とび・土工工事業 平成29年6月9日

  舗装工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

株式会社ミヤックス 仙台市泉区寺岡１ー１ー３ （般・特ー２７） 一部廃業 平成29年6月9日

高橋 文蔵 第１１９０７号  特定建設業 平成29年6月9日

  土木工事業 平成29年6月9日

  建築工事業 平成29年6月9日

  大工工事業 平成29年6月9日

  とび・土工工事業 平成29年6月9日

  鋼構造物工事業 平成29年6月9日

  内装仕上工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

有限会社グリーンサービス 仙台市泉区山の寺１ー６ー１６ （般ー２８） 全部廃業 平成29年6月9日

菅原 耀子 第１４４６９号  一般建設業 平成29年6月9日

  土木工事業 平成29年6月9日

  とび・土工工事業 平成29年6月9日

  造園工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

有限会社矢本工業 東松島市矢本字大溜８６ー１ （般ー２７） 一部廃業 平成29年6月9日

矢本 幸博 第１５５５３号  一般建設業 平成29年6月9日

  塗装工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

中央環境プラント工業株式会社 仙台市泉区南光台５ー１７ー１６ （般ー２８） 全部廃業 平成29年6月9日

景山 允雄 第１６３５６号  一般建設業 平成29年6月9日

  土木工事業 平成29年6月9日

  とび・土工工事業 平成29年6月9日

  石工事業 平成29年6月9日

  鋼構造物工事業 平成29年6月9日

  舗装工事業 平成29年6月9日

  水道施設工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

株式会社アイテックエア 仙台市若林区六丁の目東町４ー１５ （般ー２４） 一部廃業 平成29年6月9日

相澤 千加子 第１７５２１号  一般建設業 平成29年6月9日

  建築工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

有限会社ムツミ設備 塩竈市字伊保石３９０ー１ （般ー２８） 一部廃業 平成29年6月9日

櫻井 惠子 第１７８６２号  一般建設業 平成29年6月9日

  土木工事業 平成29年6月9日

  とび・土工工事業 平成29年6月9日

  舗装工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

泰和工業株式会社 仙台市若林区沖野３ー２３ー１ （般ー２４） 全部廃業 平成29年6月9日

佐藤 泰樹 第１９４２９号  一般建設業 平成29年6月9日

  管工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

株式会社明親建設 仙台市青葉区一番町２ー５ー２２ （般ー２６） 一部廃業 平成29年6月9日

城戸 明治 第２０１１４号  一般建設業 平成29年6月9日

  大工工事業 平成29年6月9日

  左官工事業 平成29年6月9日

  屋根工事業 平成29年6月9日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年6月9日

  板金工事業 平成29年6月9日

  ガラス工事業 平成29年6月9日

  塗装工事業 平成29年6月9日

  防水工事業 平成29年6月9日

  内装仕上工事業 平成29年6月9日

  熱絶縁工事業 平成29年6月9日

  建具工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

相互建築一心 栗原市栗駒中野稲荷前５２ー２ （般ー２６） 全部廃業 平成29年6月9日

千葉 幸春 第２０１８１号  一般建設業 平成29年6月9日

  建築工事業 平成29年6月9日

  大工工事業 平成29年6月9日

  屋根工事業 平成29年6月9日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年6月9日

  内装仕上工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

エヌテック株式会社 仙台市泉区泉中央１ー１４ー１ （特ー２７） 一部廃業 平成29年6月9日

永沼 武志 インテレクト２１ビル 第２０５５１号  特定建設業 平成29年6月9日

  電気工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

伊藤興業 登米市南方町大門８４ー１５ （般ー２８） 全部廃業 平成29年6月9日

伊藤 忠司 第２１００８号  一般建設業 平成29年6月9日

  とび・土工工事業 平成29年6月9日

平成29年6月9日

株式会社加藤建設 大崎市田尻沼部字新家前１４０ （般ー２４） 一部廃業 平成29年6月27日

加藤 晃 第１２４号  一般建設業 平成29年6月27日

  水道施設工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

本山振興株式会社 仙台市青葉区昭和町６ー１９ （般・特ー２４） 一部廃業 平成29年6月27日

本山 耕三 第１２６０号  特定建設業 平成29年6月27日

  機械器具設置工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

中鉢組 大崎市古川小稲葉町１０ー１４ （般ー２４） 全部廃業 平成29年6月27日

中鉢 道生 第７６８０号  一般建設業 平成29年6月27日

  とび・土工工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

青山建設株式会社 仙台市泉区南中山２ー４１ー１ （般ー２４） 一部廃業 平成29年6月27日

青山 義則 第１１７４３号  一般建設業 平成29年6月27日

  管工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

ハード株式会社 仙台市若林区六丁の目西町７ー２５ （般ー２６） 全部廃業 平成29年6月27日

半谷 四郎 第１２２３９号  一般建設業 平成29年6月27日

  建築工事業 平成29年6月27日

  大工工事業 平成29年6月27日

  とび・土工工事業 平成29年6月27日

  石工事業 平成29年6月27日

  屋根工事業 平成29年6月27日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年6月27日

  鋼構造物工事業 平成29年6月27日

  鉄筋工事業 平成29年6月27日

  板金工事業 平成29年6月27日

  ガラス工事業 平成29年6月27日

  塗装工事業 平成29年6月27日

  内装仕上工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

シンコークリエート株式会社 仙台市宮城野区中野字神明５１ー１ （般ー２７） 一部廃業 平成29年6月27日

佐々木 順 第１２７０９号  一般建設業 平成29年6月27日

  建築工事業 平成29年6月27日

  大工工事業 平成29年6月27日

  屋根工事業 平成29年6月27日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年6月27日

  内装仕上工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

有限会社山田石販 角田市高倉字八神坂５３ー１ （般ー２６） 全部廃業 平成29年6月27日

山田 能資 第１３８６７号  一般建設業 平成29年6月27日

  とび・土工工事業 平成29年6月27日

  石工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

日光建築 遠田郡美里町北裏字新大曲１３ （般ー２６） 全部廃業 平成29年6月27日

日向 光男 第１５７０７号  一般建設業 平成29年6月27日

  建築工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

新興工材株式会社 仙台市宮城野区出花１ー１５ー３ （般ー２７） 一部廃業 平成29年6月27日

武田 譲司 第１７５０３号  一般建設業 平成29年6月27日

  塗装工事業 平成29年6月27日

  造園工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

株式会社相澤建築士事務所 大崎市鹿島台平渡字小沢４４ （般ー２５） 全部廃業 平成29年6月27日

相澤 元策 第１８１６９号  一般建設業 平成29年6月27日

  建築工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

株式会社新成 亘理郡亘理町逢隈神宮寺字袖ヶ沢１５ （般ー２６） 全部廃業 平成29年6月27日

小堤 聰 第１８６６１号  一般建設業 平成29年6月27日

  とび・土工工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

泉工業 多賀城市高橋２ー１５ー２ （般ー２７） 全部廃業 平成29年6月27日

泉 訓 第１８７２０号  一般建設業 平成29年6月27日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

  管工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

株式会社エスペラント開発 仙台市宮城野区福室２ー１ー２６ （般ー２４） 一部廃業 平成29年6月27日

阿部 義満 第１９３１８号  一般建設業 平成29年6月27日

  土木工事業 平成29年6月27日

  建築工事業 平成29年6月27日

  大工工事業 平成29年6月27日

  とび・土工工事業 平成29年6月27日

  石工事業 平成29年6月27日

  屋根工事業 平成29年6月27日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年6月27日

  鋼構造物工事業 平成29年6月27日

  舗装工事業 平成29年6月27日

  しゅんせつ工事業 平成29年6月27日

  内装仕上工事業 平成29年6月27日

  水道施設工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

株式会社エコフィールドシステム 仙台市若林区河原町２ー１０ー２３ （般ー２４） 全部廃業 平成29年6月27日

齋藤 裕之 第１９３３１号  一般建設業 平成29年6月27日

  建築工事業 平成29年6月27日

  ガラス工事業 平成29年6月27日

  塗装工事業 平成29年6月27日

  内装仕上工事業 平成29年6月27日

  建具工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

蔵王リース株式会社 名取市ゆりが丘２ー２５ー１ （般ー２８） 全部廃業 平成29年6月27日

平間 宏樹 第２０９１８号  一般建設業 平成29年6月27日

  土木工事業 平成29年6月27日

  とび・土工工事業 平成29年6月27日

  舗装工事業 平成29年6月27日

  解体工事業 平成29年6月27日

平成29年6月27日

ダイワテクノ工業株式会社 栗原市築館字下宮野八ツ又沢１３ー１ （般ー２７） 一部廃業 平成29年7月11日

菊地 和彦 第５８０３号  一般建設業 平成29年7月11日

  土木工事業 平成29年7月11日

  建築工事業 平成29年7月11日

  とび・土工工事業 平成29年7月11日

平成29年7月11日

有限会社千坂建業 仙台市青葉区中山吉成３ー３ー３３ （般ー２７） 全部廃業 平成29年7月11日

千坂 久作 第１６１１４号  一般建設業 平成29年7月11日

  建築工事業 平成29年7月11日

平成29年7月11日

株式会社ビイエムケイセイ 仙台市青葉区国分町３ー３ー１ （般ー２７） 全部廃業 平成29年7月11日

石川 純 第１６２１０号  一般建設業 平成29年7月11日

  建築工事業 平成29年7月11日

  管工事業 平成29年7月11日

  内装仕上工事業 平成29年7月11日

  消防施設工事業 平成29年7月11日

平成29年7月11日

有限会社オール空調サービス 仙台市太白区四郎丸字落合１１７ー１９ （般ー２４） 全部廃業 平成29年7月11日

佐藤 繁 第１６６７８号  一般建設業 平成29年7月11日

  管工事業 平成29年7月11日

平成29年7月11日

株式会社伊藤組 気仙沼市上田中２ー１２ー２ （般ー２４） 一部廃業 平成29年7月11日

伊藤 信一 第１６７３２号  一般建設業 平成29年7月11日

  建築工事業 平成29年7月11日

  鋼構造物工事業 平成29年7月11日

平成29年7月11日

株式会社シマムラ 塩竈市藤倉２ー１４ー４５ （般ー２５） 一部廃業 平成29年7月11日

嶋村 宗将 第１６９２０号  一般建設業 平成29年7月11日

  管工事業 平成29年7月11日

  造園工事業 平成29年7月11日

  消防施設工事業 平成29年7月11日

平成29年7月11日

東軌工業株式会社 宮城郡利府町利府字新谷地脇５ー１０ （般ー２５） 一部廃業 平成29年7月11日

藤井 直 第１７０２２号  一般建設業 平成29年7月11日

  大工工事業 平成29年7月11日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年7月11日

  鉄筋工事業 平成29年7月11日

平成29年7月11日

株式会社臼眞倉庫 気仙沼市⾧磯二本松１８ー２ （般ー２８） 全部廃業 平成29年7月11日

臼井 真人 第１９０４６号  一般建設業 平成29年7月11日

  土木工事業 平成29年7月11日

  とび・土工工事業 平成29年7月11日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

  石工事業 平成29年7月11日

  鋼構造物工事業 平成29年7月11日

  舗装工事業 平成29年7月11日

  しゅんせつ工事業 平成29年7月11日

  水道施設工事業 平成29年7月11日

平成29年7月11日

有限会社藤建装 仙台市青葉区川平５ー２ー１３ （般ー２６） 一部廃業 平成29年7月11日

佐藤 勉 第２０１４７号  一般建設業 平成29年7月11日

  建築工事業 平成29年7月11日

平成29年7月11日

株式会社エコクリーン 仙台市宮城野区榴岡２ー２ー１ ５Ｆ （般ー２６） 全部廃業 平成29年7月11日

岩淵 進 第２０２６３号  一般建設業 平成29年7月11日

  土木工事業 平成29年7月11日

  とび・土工工事業 平成29年7月11日

  石工事業 平成29年7月11日

  電気工事業 平成29年7月11日

  鋼構造物工事業 平成29年7月11日

  舗装工事業 平成29年7月11日

  しゅんせつ工事業 平成29年7月11日

  塗装工事業 平成29年7月11日

  水道施設工事業 平成29年7月11日

平成29年7月11日

株式会社東北ダイケン 仙台市青葉区一番町３ー６ー１ （般・特ー２４） 全部廃業 平成29年7月27日

加藤 正男 第１２５４５号  一般建設業 平成29年7月27日

  電気通信工事業 平成29年7月27日

  消防施設工事業 平成29年7月27日

 特定建設業 平成29年7月27日

  建築工事業 平成29年7月27日

  電気工事業 平成29年7月27日

  管工事業 平成29年7月27日

平成29年7月27日

佐藤鉄筋 大崎市三本木新町２ー１６ー１８ （般ー２６） 全部廃業 平成29年7月27日

佐藤 紀義 第１５５９４号  一般建設業 平成29年7月27日

  鉄筋工事業 平成29年7月27日

平成29年7月27日

有限会社オノ技建工業 遠田郡美里町青生字水越浦１３６ （般ー２４） 一部廃業 平成29年7月27日

小野 秀樹 第１６６３８号  一般建設業 平成29年7月27日

  消防施設工事業 平成29年7月27日

平成29年7月27日

高章工営 大崎市古川北町２ー３ー２８ （般ー２８） 全部廃業 平成29年7月27日

高橋 啓 第１６６９１号  一般建設業 平成29年7月27日

  とび・土工工事業 平成29年7月27日

平成29年7月27日

宍戸フェンス 岩沼市阿武隈２ー２ー４３ （般ー２７） 全部廃業 平成29年7月27日

宍戸 正彦 第１７５０６号  一般建設業 平成29年7月27日

  とび・土工工事業 平成29年7月27日

平成29年7月27日

日成施設株式会社 仙台市太白区中田町字法地南２２ー１ （般・特ー２６） 一部廃業 平成29年7月27日

木村 誠 第１８５７３号  特定建設業 平成29年7月27日

  土木工事業 平成29年7月27日

  とび・土工工事業 平成29年7月27日

  石工事業 平成29年7月27日

  鋼構造物工事業 平成29年7月27日

  舗装工事業 平成29年7月27日

  しゅんせつ工事業 平成29年7月27日

  塗装工事業 平成29年7月27日

  水道施設工事業 平成29年7月27日

平成29年7月27日

株式会社プロタクト工業 塩竈市本町２ー４ ２Ｆ （般ー２４） 一部廃業 平成29年7月27日

小畑 博幸 第１９３７９号  一般建設業 平成29年7月27日

  塗装工事業 平成29年7月27日

平成29年7月27日

有限会社ヤマシン庄子工務店 仙台市若林区日辺字宅地４３ （般ー２５） 全部廃業 平成29年7月27日

庄子 信一 第１９８２６号  一般建設業 平成29年7月27日

  建築工事業 平成29年7月27日

  大工工事業 平成29年7月27日

平成29年7月27日

安藤工業 東松島市大曲字横沼１２４ー５ （般ー２６） 全部廃業 平成29年7月27日

安藤 喜樹 第２０２６７号  一般建設業 平成29年7月27日

  熱絶縁工事業 平成29年7月27日

平成29年7月27日

東部電話工事株式会社 仙台市若林区六丁の目元町１２ー１ （般・特ー２６） 一部廃業 平成29年8月10日

門脇 秀幸 第１２８７号  一般建設業 平成29年8月10日

  建築工事業 平成29年8月10日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

  大工工事業 平成29年8月10日

  内装仕上工事業 平成29年8月10日

 特定建設業 平成29年8月10日

  土木工事業 平成29年8月10日

  とび・土工工事業 平成29年8月10日

  舗装工事業 平成29年8月10日

  塗装工事業 平成29年8月10日

平成29年8月10日

有限会社鈴木工業所 亘理郡亘理町字鳥居前５ー１ （般ー２８） 全部廃業 平成29年8月10日

鈴木 輝雄 第３７６４号  一般建設業 平成29年8月10日

  管工事業 平成29年8月10日

平成29年8月10日

キングラントウホク株式会社 仙台市宮城野区日の出町２ー４ー９ （般ー２７） 一部廃業 平成29年8月10日

小原 英次 第１３９４６号  一般建設業 平成29年8月10日

  建築工事業 平成29年8月10日

  とび・土工工事業 平成29年8月10日

  電気工事業 平成29年8月10日

  管工事業 平成29年8月10日

  鋼構造物工事業 平成29年8月10日

  鉄筋工事業 平成29年8月10日

平成29年8月10日

ヤマト開発株式会社 仙台市太白区鹿野本町１０ー２０ （般ー２７） 一部廃業 平成29年8月10日

相原 素尚 第１７４６４号  一般建設業 平成29年8月10日

  土木工事業 平成29年8月10日

  とび・土工工事業 平成29年8月10日

平成29年8月10日

有限会社中倉サイン工芸 仙台市宮城野区新田１ー３ー１０ （般ー２６） 全部廃業 平成29年8月10日

品川 健一郎 第２０２０６号  一般建設業 平成29年8月10日

  鋼構造物工事業 平成29年8月10日

平成29年8月10日

株式会社大輪創建 仙台市若林区大和町５ー１０ー１３ー （般ー２７） 全部廃業 平成29年8月10日

熊谷 大輔 １１０４ 第２０４２９号  一般建設業 平成29年8月10日

  建築工事業 平成29年8月10日

  大工工事業 平成29年8月10日

  屋根工事業 平成29年8月10日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年8月10日

  内装仕上工事業 平成29年8月10日

平成29年8月10日

咲幸物産株式会社 気仙沼市本吉町小金沢１２３ （般ー２８） 一部廃業 平成29年8月10日

小谷 勇治 第２０８４２号 #N/A 平成29年8月10日

  石工事業 平成29年8月10日

  鋼構造物工事業 平成29年8月10日

  しゅんせつ工事業 平成29年8月10日

  水道施設工事業 平成29年8月10日

  解体工事業 平成29年8月10日

平成29年8月10日

光輝 石巻市北村字千苅田２ー１ （般ー２４） 全部廃業 平成29年8月23日

髙橋 政三 第１８１１９号  一般建設業 平成29年8月23日

  とび・土工工事業 平成29年8月23日

平成29年8月23日

七峰電設 黒川郡大和町宮床字谷地中６１ （般ー２４） 全部廃業 平成29年9月1日

佐藤 薫 第５９１０号  一般建設業 平成29年9月1日

  電気通信工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

有限会社髙橋塗装興業 宮城郡利府町菅谷字西天神５２ （般ー２７） 全部廃業 平成29年9月1日

髙橋 清春 第６７８５号  一般建設業 平成29年9月1日

  塗装工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

有限会社丸廣建設 石巻市門脇字二番谷地１３ー４２０ （般ー２４） 全部廃業 平成29年9月1日

今野 廣美 第６８０９号  一般建設業 平成29年9月1日

  建築工事業 平成29年9月1日

  大工工事業 平成29年9月1日

  屋根工事業 平成29年9月1日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年9月1日

  内装仕上工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

有限会社香取左官工業 塩竈市舟入２ー８ー１２ー４ （般ー２４） 全部廃業 平成29年9月1日

香取 玲子 第１１７０６号  一般建設業 平成29年9月1日

  左官工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

佐々木鐵工株式会社 登米市迫町北方字新土手３８ （般ー２４） 一部廃業 平成29年9月1日

佐々木 英輝 第１２７３５号  一般建設業 平成29年9月1日

  大工工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

有限会社ＡＮアベ設備 仙台市宮城野区自由ケ丘２０ー２１ （般ー２７） 全部廃業 平成29年9月1日

阿部 昭弘 第１７５１７号  一般建設業 平成29年9月1日

  管工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

株式会社宮城化成 栗原市一迫北沢半金沢１５ー４ （般ー２４） 一部廃業 平成29年9月1日

小山 昭彦 第１８０６７号  一般建設業 平成29年9月1日

  建築工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

有限会社シーイー・カミオン 仙台市泉区歩坂町７１ー３０ーＣ （般ー２８） 全部廃業 平成29年9月1日

大友 清 第１９０３９号  一般建設業 平成29年9月1日

  管工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

株式会社千建 石巻市蛇田字新東前沼５０ー９ （般ー２８） 全部廃業 平成29年9月1日

守屋 茂 第１９０７９号  一般建設業 平成29年9月1日

  機械器具設置工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

スマートホーム株式会社 東松島市矢本字上新沼１６ー１ （般ー２４） 一部廃業 平成29年9月1日

古川 満康 第１９４７３号  一般建設業 平成29年9月1日

  電気工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

株式会社せきのした建設 仙台市若林区蒲町４０ー１８ー１０２ （特ー２７） 一部廃業 平成29年9月1日

尾﨑 康 第１９９８２号  特定建設業 平成29年9月1日

  建築工事業 平成29年9月1日

  大工工事業 平成29年9月1日

  屋根工事業 平成29年9月1日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年9月1日

  内装仕上工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

古城土木株式会社 仙台市若林区古城２ー５ー２ （般ー２６） 全部廃業 平成29年9月1日

川村 冨美夫 第２０２５５号  一般建設業 平成29年9月1日

  とび・土工工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

丸市 大崎市古川李埣２ー８ー４７ （般ー２７） 全部廃業 平成29年9月1日

南 剛 第２０４７０号  一般建設業 平成29年9月1日

  土木工事業 平成29年9月1日

  とび・土工工事業 平成29年9月1日

  石工事業 平成29年9月1日

  鋼構造物工事業 平成29年9月1日

  舗装工事業 平成29年9月1日

  しゅんせつ工事業 平成29年9月1日

  塗装工事業 平成29年9月1日

  水道施設工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

阿光設備 仙台市太白区羽黒台１６ー８ （般ー２７） 全部廃業 平成29年9月1日

阿部 光雄 第２０５４５号  一般建設業 平成29年9月1日

  管工事業 平成29年9月1日

平成29年9月1日

有限会社マルヨ建設 気仙沼市本吉町山谷４５ー１ （般ー２４） 一部廃業 平成29年9月15日

熊谷 孝也 第１２３２９号  一般建設業 平成29年9月15日

  石工事業 平成29年9月15日

  鋼構造物工事業 平成29年9月15日

  しゅんせつ工事業 平成29年9月15日

  塗装工事業 平成29年9月15日

  水道施設工事業 平成29年9月15日

平成29年9月15日

有限会社箕浦興業 登米市中田町石森字駒牽２９ー２ （般ー２４） 全部廃業 平成29年9月15日

箕浦 壽治 第１２８３４号  一般建設業 平成29年9月15日

  土木工事業 平成29年9月15日

  とび・土工工事業 平成29年9月15日

  石工事業 平成29年9月15日

  屋根工事業 平成29年9月15日

  板金工事業 平成29年9月15日

  水道施設工事業 平成29年9月15日

平成29年9月15日

株式会社トライ・コン 加美郡加美町字蓬田４８ （般ー２８） 全部廃業 平成29年9月15日

早川 紀夫 第１６４６３号  一般建設業 平成29年9月15日

  土木工事業 平成29年9月15日

  とび・土工工事業 平成29年9月15日

  鋼構造物工事業 平成29年9月15日

  舗装工事業 平成29年9月15日

  水道施設工事業 平成29年9月15日

平成29年9月15日

株式会社プラスインホーム 仙台市若林区六丁の目中町１１ー３０ （般ー２４） 一部廃業 平成29年9月15日

建尾 公彦 第１８１００号  一般建設業 平成29年9月15日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

  造園工事業 平成29年9月15日

平成29年9月15日

株式会社エーティーシー 仙台市宮城野区燕沢東１ー１０ー２６ （般ー２６） 一部廃業 平成29年9月15日

赤間 孝浩 第１８５１６号  一般建設業 平成29年9月15日

  電気工事業 平成29年9月15日

平成29年9月15日

有限会社マツヨシ 亘理郡亘理町吉田字中原４５ー１ （般ー２８） 全部廃業 平成29年9月15日

小嶋 和夫 第１９０９４号  一般建設業 平成29年9月15日

  土木工事業 平成29年9月15日

  とび・土工工事業 平成29年9月15日

  石工事業 平成29年9月15日

  電気工事業 平成29年9月15日

  鋼構造物工事業 平成29年9月15日

  舗装工事業 平成29年9月15日

  しゅんせつ工事業 平成29年9月15日

  ガラス工事業 平成29年9月15日

  塗装工事業 平成29年9月15日

  水道施設工事業 平成29年9月15日

平成29年9月15日

株式会社快晴 岩沼市土ケ崎１ー５ー６ （般ー２５） 全部廃業 平成29年9月15日

大友 勇輔 第１９９４２号  一般建設業 平成29年9月15日

  土木工事業 平成29年9月15日

  建築工事業 平成29年9月15日

  大工工事業 平成29年9月15日

  とび・土工工事業 平成29年9月15日

  石工事業 平成29年9月15日

  屋根工事業 平成29年9月15日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年9月15日

  鋼構造物工事業 平成29年9月15日

  舗装工事業 平成29年9月15日

  しゅんせつ工事業 平成29年9月15日

  内装仕上工事業 平成29年9月15日

  水道施設工事業 平成29年9月15日

平成29年9月15日

藤代潜水 気仙沼市田中前３ー５ー８ー２ （般ー２７） 全部廃業 平成29年9月15日

藤代 隆久 第２０５３２号  一般建設業 平成29年9月15日

  とび・土工工事業 平成29年9月15日

平成29年9月15日

株式会社ＴＫシステムプロダクション 仙台市泉区明石南６ー１２ー１０ （般ー２８） 全部廃業 平成29年9月15日

齋藤 真吾 ー１０１ 第２０９４０号  一般建設業 平成29年9月15日

  とび・土工工事業 平成29年9月15日

  解体工事業 平成29年9月15日

平成29年9月15日

檜野左官店 仙台市太白区ひより台２９ー５ （般ー２７） 全部廃業 平成29年10月6日

檜野 雄治 第９６１２号  一般建設業 平成29年10月6日

  左官工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

株式会社渡辺技工 仙台市太白区東大野田２１ー１８ （般・特ー２４） 一部廃業 平成29年10月6日

渡辺 篤 第１１１３３号  一般建設業 平成29年10月6日

  造園工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

有限会社大友興業 大崎市古川福沼３ー１４ー４５ー２ （般ー２７） 一部廃業 平成29年10月6日

大友 裕一 第１３０３１号  一般建設業 平成29年10月6日

  土木工事業 平成29年10月6日

  石工事業 平成29年10月6日

  舗装工事業 平成29年10月6日

  水道施設工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

株式会社サカエ設備工業 石巻市門脇字明神２１ー１ （般ー２７） 全部廃業 平成29年10月6日

葛西 栄一 第１３０８３号  一般建設業 平成29年10月6日

  土木工事業 平成29年10月6日

  とび・土工工事業 平成29年10月6日

  石工事業 平成29年10月6日

  管工事業 平成29年10月6日

  鋼構造物工事業 平成29年10月6日

  舗装工事業 平成29年10月6日

  しゅんせつ工事業 平成29年10月6日

  塗装工事業 平成29年10月6日

  機械器具設置工事業 平成29年10月6日

  水道施設工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

株式会社スペースワーク 仙台市若林区六丁の目元町１３ー２０ （般ー２８） 一部廃業 平成29年10月6日

伊藤 学 第１６２４０号  一般建設業 平成29年10月6日

  左官工事業 平成29年10月6日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

  石工事業 平成29年10月6日

  板金工事業 平成29年10月6日

  ガラス工事業 平成29年10月6日

  塗装工事業 平成29年10月6日

  防水工事業 平成29年10月6日

  熱絶縁工事業 平成29年10月6日

  建具工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

内海工務店 石巻市流留字沖２１ー４７ （般ー２８） 全部廃業 平成29年10月6日

内海 国弘 第１６４４２号  一般建設業 平成29年10月6日

  大工工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

小室塗装 仙台市太白区緑が丘４ー２６ー２２ （般ー２６） 一部廃業 平成29年10月6日

小室 あゆみ 第１７２８９号  一般建設業 平成29年10月6日

  とび・土工工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

宮城仮設株式会社 仙台市泉区鶴が丘３ー２０ー１６ （般ー２６） 一部廃業 平成29年10月6日

佐々木 忠広 第１７７６５号  一般建設業 平成29年10月6日

  建築工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

株式会社建築工房零 仙台市泉区上谷刈６ー１１ー６ （特ー２９） 一部廃業 平成29年10月6日

小野 幸助 第１８１４２号  特定建設業 平成29年10月6日

  左官工事業 平成29年10月6日

  とび・土工工事業 平成29年10月6日

  石工事業 平成29年10月6日

  鉄筋工事業 平成29年10月6日

  板金工事業 平成29年10月6日

  ガラス工事業 平成29年10月6日

  塗装工事業 平成29年10月6日

  防水工事業 平成29年10月6日

  熱絶縁工事業 平成29年10月6日

  建具工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

株式会社エフジー 仙台市青葉区一番町２ー１０ー２６ （般ー２４） 一部廃業 平成29年10月6日

永井 潔 ー１０２ 第１９５０８号  一般建設業 平成29年10月6日

  土木工事業 平成29年10月6日

  舗装工事業 平成29年10月6日

  水道施設工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

海勇潜水株式会社 名取市美田園３ー１６ー１ー１ （般ー２６） 全部廃業 平成29年10月6日

小池 涼子 第２０３３５号  一般建設業 平成29年10月6日

  とび・土工工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

中央建設株式会社 石巻市南中里１ー６ー１８ （般ー２６） 一部廃業 平成29年10月6日

田中 好雄 第２００６０号  一般建設業 平成29年10月6日

  大工工事業 平成29年10月6日

  左官工事業 平成29年10月6日

  屋根工事業 平成29年10月6日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年10月6日

  板金工事業 平成29年10月6日

  ガラス工事業 平成29年10月6日

  塗装工事業 平成29年10月6日

  防水工事業 平成29年10月6日

  内装仕上工事業 平成29年10月6日

  熱絶縁工事業 平成29年10月6日

  建具工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

株式会社東北ダイケン 仙台市青葉区一番町３ー６ー１ （般・特ー２９） 一部廃業 平成29年10月6日

加藤 正男 第２１２６８号  特定建設業 平成29年10月6日

  電気通信工事業 平成29年10月6日

平成29年10月6日

平成29年10月6日

八嶋建設株式会社 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字東１１ー１ （特ー２４） 一部廃業 平成29年10月20日

八嶋 喬 第２２１９号  特定建設業 平成29年10月20日

  建築工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

丸芳工務店 仙台市泉区本田町１４ー１ （般ー２４） 全部廃業 平成29年10月20日

芳野 照代 第２３２６号  一般建設業 平成29年10月20日

  とび・土工工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

株式会社シンクロ 黒川郡大郷町中村字遠多田５１ー３ （般ー２４） 一部廃業 平成29年10月20日

田中 恭文 第９４５３号  一般建設業 平成29年10月20日

  舗装工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

川村工ム店 宮城郡松島町高城字町９８ （般ー２７） 全部廃業 平成29年10月20日

川村 繁敏 第９６７１号  一般建設業 平成29年10月20日

  建築工事業 平成29年10月20日

  大工工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

有限会社大矢工業 東松島市矢本字上河戸２０１ー２ （般ー２４） 全部廃業 平成29年10月20日

阿部 一男 第１０７６２号  一般建設業 平成29年10月20日

  土木工事業 平成29年10月20日

  建築工事業 平成29年10月20日

  とび・土工工事業 平成29年10月20日

  管工事業 平成29年10月20日

  鋼構造物工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

株式会社タガ・アート 名取市田高字原１１３−１ （般ー２７） 一部廃業 平成29年10月20日

川崎 正男 第１１１０９号  一般建設業 平成29年10月20日

  管工事業 平成29年10月20日

  塗装工事業 平成29年10月20日

  造園工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

株式会社伊澤工業 仙台市太白区中田町字杉ノ下１ー２４ （般ー２８） 一部廃業 平成29年10月20日

伊澤 公一 第１１３７８号  一般建設業 平成29年10月20日

  電気工事業 平成29年10月20日

  塗装工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

有限会社清友電気工事 仙台市青葉区台原４ー９ー３３ （般ー２７） 全部廃業 平成29年10月20日

齋藤 太助 第１２９２０号  一般建設業 平成29年10月20日

  電気工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

若清テクノ株式会社 栗原市若柳字川南子々松１６６ （般ー２５） 一部廃業 平成29年10月20日

千葉 節朗 第１６９９６号  一般建設業 平成29年10月20日

  電気工事業 平成29年10月20日

  管工事業 平成29年10月20日

  消防施設工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

有限会社日野建築 仙台市宮城野区岩切字羽黒前１２２ー３ （般ー２５） 一部廃業 平成29年10月20日

日野 三郎 第１７０５９号  一般建設業 平成29年10月20日

  建築工事業 平成29年10月20日

  屋根工事業 平成29年10月20日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年10月20日

  内装仕上工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

エコライフ仙台株式会社 仙台市若林区沖野４ー４ー１ー７０６ （般ー２７） 全部廃業 平成29年10月20日

小中 愛 第１７６１２号  一般建設業 平成29年10月20日

  建築工事業 平成29年10月20日

  大工工事業 平成29年10月20日

  屋根工事業 平成29年10月20日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年10月20日

  内装仕上工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

有限会社サイトウ水門 宮城郡松島町手樽字荒田１７ー８ （般ー２８） 一部廃業 平成29年10月20日

斉藤 充弘 第１７８６４号  一般建設業 平成29年10月20日

  機械器具設置工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

大崎軌道工業株式会社 遠田郡美里町素山町９ （特ー２５） 一部廃業 平成29年10月20日

只野 伸助 第１８１９０号  一般建設業 平成29年10月20日

  土木工事業 平成29年10月20日

  鋼構造物工事業 平成29年10月20日

  舗装工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

株式会社髙橋設備 仙台市宮城野区鶴ケ谷字北畑７ー３ （般ー２８） 一部廃業 平成29年10月20日

髙橋 順 第１８３２８号  一般建設業 平成29年10月20日

  土木工事業 平成29年10月20日

  水道施設工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

株式会社アサヒ建装仙台 仙台市宮城野区鶴巻２ー３ー３３ （般ー２７） 一部廃業 平成29年10月20日

工藤 昇 第１８９１５号  一般建設業 平成29年10月20日

  建築工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

株式会社エコモ 仙台市宮城野区小鶴１ー２１ー１５ （般ー２８） 全部廃業 平成29年10月20日

遠藤 晴彦 第１９０２９号  一般建設業 平成29年10月20日

  建築工事業 平成29年10月20日

  大工工事業 平成29年10月20日

  左官工事業 平成29年10月20日

  とび・土工工事業 平成29年10月20日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

  石工事業 平成29年10月20日

  屋根工事業 平成29年10月20日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年10月20日

  鋼構造物工事業 平成29年10月20日

  鉄筋工事業 平成29年10月20日

  板金工事業 平成29年10月20日

  ガラス工事業 平成29年10月20日

  塗装工事業 平成29年10月20日

  防水工事業 平成29年10月20日

  内装仕上工事業 平成29年10月20日

  熱絶縁工事業 平成29年10月20日

  建具工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

フォレストライフ株式会社 石巻市鹿又字扇平１２３ （般ー２４） 全部廃業 平成29年10月20日

伊藤 秀昭 第１９４７４号  一般建設業 平成29年10月20日

  土木工事業 平成29年10月20日

  建築工事業 平成29年10月20日

  とび・土工工事業 平成29年10月20日

  石工事業 平成29年10月20日

  鋼構造物工事業 平成29年10月20日

  舗装工事業 平成29年10月20日

  しゅんせつ工事業 平成29年10月20日

  塗装工事業 平成29年10月20日

  水道施設工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

有限会社循環 仙台市泉区実沢字桐ケ崎屋敷２７ー３ （般ー２５） 全部廃業 平成29年10月20日

須釜 幸一 第１９９９０号  一般建設業 平成29年10月20日

  建築工事業 平成29年10月20日

  大工工事業 平成29年10月20日

  屋根工事業 平成29年10月20日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年10月20日

  内装仕上工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

大友総業 遠田郡涌谷町字浦町５２ー１ （般ー２８） 全部廃業 平成29年10月20日

大友 裕次 第２１００１号  一般建設業 平成29年10月20日

  とび・土工工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

トータルネットワークス株式会社 仙台市泉区上谷刈３ー５ー３ー１０１ （般ー２９） 全部廃業 平成29年10月20日

面川 喜幸 第２１１３２号  一般建設業 平成29年10月20日

  電気通信工事業 平成29年10月20日

平成29年10月20日

丸進機械工業株式会社 仙台市宮城野区岩切字三所北１２１ （般ー２４） 一部廃業 平成29年11月7日

涌澤 博 第１９１９号  一般建設業 平成29年11月7日

  熱絶縁工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

川上板金工業所 大崎市古川字本鹿島１ー２ （般ー２４） 全部廃業 平成29年11月7日

川上 英夫 第８７３８号  一般建設業 平成29年11月7日

  屋根工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

株式会社ビジネスセンター 仙台市宮城野区西宮城野１ー１０ （般ー２４） 一部廃業 平成29年11月7日

工藤 哲男 第１０７７３号  一般建設業 平成29年11月7日

  建築工事業 平成29年11月7日

  大工工事業 平成29年11月7日

  屋根工事業 平成29年11月7日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

有限会社宮城興業 仙台市青葉区熊ヶ根字前田６２ （般ー２４） 一部廃業 平成29年11月7日

小松 克俊 第１４８３８号  一般建設業 平成29年11月7日

  造園工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

コスモエンジニアリング株式会社 名取市杜せきのした２ー４ー２ （般ー２４） 一部廃業 平成29年11月7日

梅井 秀樹 第１５９５０号  一般建設業 平成29年11月7日

  管工事業 平成29年11月7日

  しゅんせつ工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

ログ・トラスト 大崎市鹿島台大迫字上古屋１ （般ー２４） 全部廃業 平成29年11月7日

金沢 慶浩 第１６７８２号  一般建設業 平成29年11月7日

  建築工事業 平成29年11月7日

  大工工事業 平成29年11月7日

  屋根工事業 平成29年11月7日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年11月7日

  内装仕上工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

小室塗装 仙台市太白区緑が丘４ー２６ー２２ （般ー２６） 全部廃業 平成29年11月7日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

小室 あゆみ 第１７２８９号  一般建設業 平成29年11月7日

  塗装工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

復興建設株式会社 仙台市宮城野区岩切字水分１０５ー２ （般ー２８） 一部廃業 平成29年11月7日

澤口 一洋 第１９０６９号  一般建設業 平成29年11月7日

  土木工事業 平成29年11月7日

  建築工事業 平成29年11月7日

  左官工事業 平成29年11月7日

  とび・土工工事業 平成29年11月7日

  石工事業 平成29年11月7日

  屋根工事業 平成29年11月7日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年11月7日

  鋼構造物工事業 平成29年11月7日

  鉄筋工事業 平成29年11月7日

  舗装工事業 平成29年11月7日

  しゅんせつ工事業 平成29年11月7日

  板金工事業 平成29年11月7日

  ガラス工事業 平成29年11月7日

  塗装工事業 平成29年11月7日

  防水工事業 平成29年11月7日

  内装仕上工事業 平成29年11月7日

  熱絶縁工事業 平成29年11月7日

  建具工事業 平成29年11月7日

  水道施設工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

株式会社日商 仙台市青葉区木町１７ー１５ （般・特ー２５） 全部廃業 平成29年11月7日

熱海 宏憲 第１９０７７号  一般建設業 平成29年11月7日

  石工事業 平成29年11月7日

  管工事業 平成29年11月7日

  鋼構造物工事業 平成29年11月7日

  しゅんせつ工事業 平成29年11月7日

  水道施設工事業 平成29年11月7日

 特定建設業 平成29年11月7日

  土木工事業 平成29年11月7日

  とび・土工工事業 平成29年11月7日

  舗装工事業 平成29年11月7日

  造園工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

株式会社クリーンライフ 富谷市ひより台２ー１ー１ （般・特ー２５） 一部廃業 平成29年11月7日

阿部 幸江 第１９１３１号  一般建設業 平成29年11月7日

  大工工事業 平成29年11月7日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年11月7日

  鉄筋工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

株式会社小野寺工業 仙台市若林区鶴代町６ー３ （般ー２８） 全部廃業 平成29年11月7日

小野寺 弘匡 第１９１５３号  一般建設業 平成29年11月7日

  土木工事業 平成29年11月7日

  とび・土工工事業 平成29年11月7日

  舗装工事業 平成29年11月7日

  解体工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

城南建設株式会社 白石市城南１ー６ー１７ （般ー２５） 一部廃業 平成29年11月7日

古山 鎮豊 第１９７０６号  一般建設業 平成29年11月7日

  塗装工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

株式会社タイザン 気仙沼市最知北最知２００ー１ （般ー２５） 全部廃業 平成29年11月7日

玉山 信久 第１９７９３号  一般建設業 平成29年11月7日

  土木工事業 平成29年11月7日

  とび・土工工事業 平成29年11月7日

  石工事業 平成29年11月7日

  鋼構造物工事業 平成29年11月7日

  舗装工事業 平成29年11月7日

  しゅんせつ工事業 平成29年11月7日

  水道施設工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

株式会社トヨダ東北 仙台市泉区南中山３ー１６ー１９ （般ー２６） 全部廃業 平成29年11月7日

豊田 昭朗 第２０２２５号  一般建設業 平成29年11月7日

  土木工事業 平成29年11月7日

  とび・土工工事業 平成29年11月7日

  石工事業 平成29年11月7日

  鋼構造物工事業 平成29年11月7日

  舗装工事業 平成29年11月7日

  しゅんせつ工事業 平成29年11月7日

  水道施設工事業 平成29年11月7日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

平成29年11月7日

フタバ建装 仙台市宮城野区新田１ー２０ー２７ （般ー２８） 全部廃業 平成29年11月7日

佐藤 一寿 第２０９４２号  一般建設業 平成29年11月7日

  塗装工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

さくら株式会社 仙台市宮城野区蒲生２ー３０ー１５ （般ー２８） 全部廃業 平成29年11月7日

高橋 和義 第２１０３６号  一般建設業 平成29年11月7日

  管工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

株式会社エージェンシー 多賀城市八幡２ー６ー１１ ２Ｆ （般ー２９） 全部廃業 平成29年11月7日

中村 昌史 第２１２２５号  一般建設業 平成29年11月7日

  土木工事業 平成29年11月7日

  とび・土工工事業 平成29年11月7日

  石工事業 平成29年11月7日

  鋼構造物工事業 平成29年11月7日

  舗装工事業 平成29年11月7日

  しゅんせつ工事業 平成29年11月7日

  造園工事業 平成29年11月7日

  水道施設工事業 平成29年11月7日

  解体工事業 平成29年11月7日

平成29年11月7日

株式会社戸村工務店 大崎市田尻大沢字泉ヶ崎４３ （般ー２４） 一部廃業 平成29年11月21日

戸村 恵一 第１１４３号  一般建設業 平成29年11月21日

  土木工事業 平成29年11月21日

  舗装工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

村上工業所 栗原市金成上町東裏４１ー５ （般ー２４） 全部廃業 平成29年11月21日

村上 良亮 第１９５０号  一般建設業 平成29年11月21日

  土木工事業 平成29年11月21日

  左官工事業 平成29年11月21日

  とび・土工工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

株式会社吉野工業 石巻市給分浜後山４０ー１ （特ー２６） 一部廃業 平成29年11月21日

吉野 利勝 第８２０８号  特定建設業 平成29年11月21日

  管工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

株式会社城南電建 仙台市若林区沖野２ー３ー２７ （般ー２６） 一部廃業 平成29年11月21日

佐々 学 第１５６３８号  一般建設業 平成29年11月21日

  電気通信工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

ゼム株式会社 仙台市宮城野区新田４ー８ー１４ （般ー２７） 全部廃業 平成29年11月21日

岩山 伸次 第１５８７８号  一般建設業 平成29年11月21日

  管工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

岩崎建築 加美郡加美町上狼塚字南北原１２ー６ （般ー２４） 全部廃業 平成29年11月21日

岩崎 忠男 第１６７３６号  一般建設業 平成29年11月21日

  大工工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

幸武工業 大崎市三本木新町１ー１５ー１ （般ー２５） 全部廃業 平成29年11月21日

後藤 幸雄 第１７０５１号  一般建設業 平成29年11月21日

  土木工事業 平成29年11月21日

  とび・土工工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

株式会社ジェー・シー・アイ 仙台市宮城野区扇町５ー３ー３８ （般ー２８） 一部廃業 平成29年11月21日

大信田 和義 第１７０５８号  一般建設業 平成29年11月21日

  建築工事業 平成29年11月21日

  大工工事業 平成29年11月21日

  屋根工事業 平成29年11月21日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

有限会社イー・エム工業 本吉郡南三陸町志津川字熊田８ー１ （般ー２７） 一部廃業 平成29年11月21日

遠藤 弘行 第１７５０９号  一般建設業 平成29年11月21日

  水道施設工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

寿々建工業 気仙沼市本吉町寺谷８ー１６ （般ー２６） 全部廃業 平成29年11月21日

鈴木 利一 第２００９９号  一般建設業 平成29年11月21日

  とび・土工工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

平柳断熱工業 富谷市上桜木１ー１７ー３ （般ー２７） 全部廃業 平成29年11月21日

平柳 真一 第２０４２２号  一般建設業 平成29年11月21日

  熱絶縁工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

株式会社仙南建設 柴田郡大河原町金ケ瀬丑越９ー１８ （般ー２８） 全部廃業 平成29年11月21日

西野 珠里 第２０８５５号  一般建設業 平成29年11月21日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

  とび・土工工事業 平成29年11月21日

  解体工事業 平成29年11月21日

平成29年11月21日

新東総業株式会社 石巻市大街道北３ー７ー２７ （特ー２８） 一部廃業 平成29年12月5日

新田 實 第１２９７８号  特定建設業 平成29年12月5日

  建築工事業 平成29年12月5日

  大工工事業 平成29年12月5日

  左官工事業 平成29年12月5日

  屋根工事業 平成29年12月5日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成29年12月5日

  鉄筋工事業 平成29年12月5日

  板金工事業 平成29年12月5日

  ガラス工事業 平成29年12月5日

  塗装工事業 平成29年12月5日

  防水工事業 平成29年12月5日

  内装仕上工事業 平成29年12月5日

  熱絶縁工事業 平成29年12月5日

  建具工事業 平成29年12月5日

平成29年12月5日

横山興業 大崎市田尻北小牛田字石川浦３ー１０ （般ー２９） 全部廃業 平成29年12月5日

横山 達男 第１３７４３号  一般建設業 平成29年12月5日

  とび・土工工事業 平成29年12月5日

平成29年12月5日

株式会社サトー技建 仙台市若林区河原町１ー６ー１ （般ー２４） 一部廃業 平成29年12月5日

加藤 一也 第１３８４１号  一般建設業 平成29年12月5日

  さく井工事業 平成29年12月5日

平成29年12月5日

Ｓａｍ建設株式会社 宮城郡利府町春日字金生４４ （般ー２６） 一部廃業 平成29年12月5日

小笠原 いづみ 第１８４９４号  一般建設業 平成29年12月5日

  解体工事業 平成29年12月5日

平成29年12月5日

株式会社エコアルファ 仙台市若林区上飯田３ー８ー１７ （般ー２６） 一部廃業 平成29年12月5日

末谷 裕二 第２０１８９号  一般建設業 平成29年12月5日

  鋼構造物工事業 平成29年12月5日

平成29年12月5日

エイ・ケイ株式会社 大崎市古川中里１ー１１ー１２ （般ー２６） 全部廃業 平成29年12月5日

相澤 敏彦 第２０３１６号  一般建設業 平成29年12月5日

  とび・土工工事業 平成29年12月5日

平成29年12月5日

髙橋室内装飾 仙台市太白区茂庭台５ー２１ー１０ （般ー２８） 全部廃業 平成29年12月5日

髙橋 政吉 第２０９５８号  一般建設業 平成29年12月5日

  内装仕上工事業 平成29年12月5日

平成29年12月5日

株式会社東北ロンテック 仙台市青葉区折立１ー１４ー１５ （般・特ー２７） 一部廃業 平成29年12月19日

千葉 静 第９５８５号  一般建設業 平成29年12月19日

  さく井工事業 平成29年12月19日

平成29年12月19日

有限会社宮城テック工業 石巻市蛇田字新東前沼３６３ー２ （般ー２９） 一部廃業 平成29年12月19日

佐々木 明成 第１１４４７号  一般建設業 平成29年12月19日

  土木工事業 平成29年12月19日

  とび・土工工事業 平成29年12月19日

  石工事業 平成29年12月19日

  鋼構造物工事業 平成29年12月19日

  舗装工事業 平成29年12月19日

  しゅんせつ工事業 平成29年12月19日

  水道施設工事業 平成29年12月19日

平成29年12月19日

内海設備店 宮城郡七ヶ浜町花渕浜字上ノ山２８ー１ （般ー２５） 全部廃業 平成29年12月19日

内海 清太郎 第１５１４４号  一般建設業 平成29年12月19日

  管工事業 平成29年12月19日

平成29年12月19日

株式会社三川 名取市愛島小豆島字宇賀崎５０１ー２ （般ー２８） 一部廃業 平成29年12月19日

皆川 一彦 第１４３５１号  一般建設業 平成29年12月19日

  建築工事業 平成29年12月19日

  大工工事業 平成29年12月19日

平成29年12月19日

株式会社蘓武工務店 栗原市栗駒沼倉法華堂１９ （般ー２６） 一部廃業 平成29年12月19日

蘓武 栄子 第１５５５１号  一般建設業 平成29年12月19日

  土木工事業 平成29年12月19日

  とび・土工工事業 平成29年12月19日

  屋根工事業 平成29年12月19日

平成29年12月19日

有限会社一原電機工業 仙台市太白区柳生字北４９ （般ー２９） 全部廃業 平成29年12月19日

菅原 英一 第１６６５５号  一般建設業 平成29年12月19日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

  電気工事業 平成29年12月19日

平成29年12月19日

興洋グリーンハウス株式会社 仙台市若林区蒲町１１ー１４ （般ー２６） 一部廃業 平成29年12月19日

小西 春雄 第１８５７０号  一般建設業 平成29年12月19日

  鋼構造物工事業 平成29年12月19日

  鉄筋工事業 平成29年12月19日

  板金工事業 平成29年12月19日

  ガラス工事業 平成29年12月19日

  建具工事業 平成29年12月19日

平成29年12月19日

株式会社山内組 石巻市北上町橋浦字行人前１７４ー１ （般・特ー２８） 一部廃業 平成30年1月9日

山内 孝弘 第７８７号  一般建設業 平成30年1月9日

  造園工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

株式会社熊剛組 気仙沼市魚町３ー１ー８ （般・特ー２６） 一部廃業 平成30年1月9日

熊谷 光訓 第１１７７号  一般建設業 平成30年1月9日

  大工工事業 平成30年1月9日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年1月9日

  鉄筋工事業 平成30年1月9日

  造園工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

アックス草刈設備株式会社 大崎市古川福浦字道ノ上１０３ー１ （般・特ー２９） 全部廃業 平成30年1月9日

草刈 宗生 第５９９２号  一般建設業 平成30年1月9日

  管工事業 平成30年1月9日

 特定建設業 平成30年1月9日

  土木工事業 平成30年1月9日

  水道施設工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

株式会社三協技研工業 気仙沼市本吉町幸土３１ー４ （般ー２７） 全部廃業 平成30年1月9日

今野 惣市 第６９３２号  特定建設業 平成30年1月9日

  土木工事業 平成30年1月9日

  建築工事業 平成30年1月9日

  とび・土工工事業 平成30年1月9日

  鋼構造物工事業 平成30年1月9日

  舗装工事業 平成30年1月9日

  水道施設工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

株式会社久光商会 仙台市太白区八木山本町２ー３２ー１８ （般ー２７） 全部廃業 平成30年1月9日

久光 康裕 第８２６８号  一般建設業 平成30年1月9日

  防水工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

登澤鉄工所 気仙沼市本吉町津谷松岡３２ （般ー２６） 全部廃業 平成30年1月9日

佐藤 富子 第９３６８号  一般建設業 平成30年1月9日

  建築工事業 平成30年1月9日

  大工工事業 平成30年1月9日

  屋根工事業 平成30年1月9日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年1月9日

  内装仕上工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

株式会社サトー住建 塩竈市錦町７ー３ （般ー２８） 全部廃業 平成30年1月9日

佐藤 三男 第１１３５３号  一般建設業 平成30年1月9日

  建築工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

有限会社髙橋建具襖店 仙台市太白区⾧町６ー２ー３５ （般ー２７） 全部廃業 平成30年1月9日

髙橋 光男 第１３１７９号  一般建設業 平成30年1月9日

  建具工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

有限会社マルキヨ産業 黒川郡大和町鶴巣北目大崎字千刈田 （般ー２４） 一部廃業 平成30年1月9日

中米 潔 １４ー１ 第１４９９７号  一般建設業 平成30年1月9日

  建築工事業 平成30年1月9日

  大工工事業 平成30年1月9日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年1月9日

  鋼構造物工事業 平成30年1月9日

  鉄筋工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

株式会社広瀬電機 多賀城市伝上山３ー９ー４５ （般ー２６） 全部廃業 平成30年1月9日

佐々木 昇 第１５５４８号  一般建設業 平成30年1月9日

  電気工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

結城電工 黒川郡大郷町味明字原下２１ー６ （般ー２７） 全部廃業 平成30年1月9日

結城 宗雄 第１６０１４号  一般建設業 平成30年1月9日

  電気工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

株式会社共栄住宅サービス 仙台市青葉区南吉成２ー１７ー８ （般・特ー２５） 一部廃業 平成30年1月9日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

竹内 義明 第１６９９９号  一般建設業 平成30年1月9日

  電気工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

建友ホーム株式会社 仙台市泉区南中山２ー４２ー１ （般ー２８） 全部廃業 平成30年1月9日

武石 泰尚 第１９０８１号  一般建設業 平成30年1月9日

  建築工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

フェニーチェセイホクホーム株式会社 石巻市東中里３ー２ー２３ （般ー２９） 全部廃業 平成30年1月9日

小泉 公哉 第１９４３７号  一般建設業 平成30年1月9日

  建築工事業 平成30年1月9日

  大工工事業 平成30年1月9日

  屋根工事業 平成30年1月9日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年1月9日

  内装仕上工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

有限会社アトラス 大崎市鹿島台広⾧字尻掛杉ヶ崎３０ー６ （般ー２４） 全部廃業 平成30年1月9日

佐々木 浩 第１９５８７号  一般建設業 平成30年1月9日

  土木工事業 平成30年1月9日

  とび・土工工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

株式会社日道開発 仙台市泉区根白石字蒲沢東１２ー１ （般ー２７） 全部廃業 平成30年1月9日

金澤 勝 第２０６８０号  一般建設業 平成30年1月9日

  土木工事業 平成30年1月9日

  とび・土工工事業 平成30年1月9日

  石工事業 平成30年1月9日

  鋼構造物工事業 平成30年1月9日

  舗装工事業 平成30年1月9日

  しゅんせつ工事業 平成30年1月9日

  水道施設工事業 平成30年1月9日

平成30年1月9日

株式会社三浦勇工務店 仙台市太白区秋保町湯元字石名坂１ー４ （般ー２９） 一部廃業 平成30年1月23日

三浦 哲 第３２２８号  一般建設業 平成30年1月23日

  土木工事業 平成30年1月23日

平成30年1月23日

相原工務店 柴田郡柴田町大字船岡字並松３５ （般ー２４） 全部廃業 平成30年1月23日

相原 三男 第６０５５号  一般建設業 平成30年1月23日

  建築工事業 平成30年1月23日

  大工工事業 平成30年1月23日

平成30年1月23日

有限会社柏工芸 大崎市古川中島町４ー１４ （般ー２８） 全部廃業 平成30年1月23日

佐々木 英明 第８５２５号  一般建設業 平成30年1月23日

  塗装工事業 平成30年1月23日

平成30年1月23日

有限会社ユサ工業 登米市迫町北方字石打坂１３６ー１ （般ー２７） 一部廃業 平成30年1月23日

遊佐 成美 第１６２１８号  一般建設業 平成30年1月23日

  土木工事業 平成30年1月23日

  とび・土工工事業 平成30年1月23日

  石工事業 平成30年1月23日

  鋼構造物工事業 平成30年1月23日

  舗装工事業 平成30年1月23日

  しゅんせつ工事業 平成30年1月23日

  水道施設工事業 平成30年1月23日

平成30年1月23日

有限会社スガセイ 大崎市古川米倉字上屋敷６８ー２ （般ー２９） 全部廃業 平成30年1月23日

菅原 政徳 第１６６４２号  一般建設業 平成30年1月23日

  とび・土工工事業 平成30年1月23日

平成30年1月23日

株式会社環境クリエイト 仙台市泉区泉中央４ー１９ー１ー２０３ （般ー２８） 全部廃業 平成30年1月23日

齋藤 愛子 第１７６８３号  一般建設業 平成30年1月23日

  土木工事業 平成30年1月23日

  とび・土工工事業 平成30年1月23日

  石工事業 平成30年1月23日

  管工事業 平成30年1月23日

  鋼構造物工事業 平成30年1月23日

  舗装工事業 平成30年1月23日

  しゅんせつ工事業 平成30年1月23日

  水道施設工事業 平成30年1月23日

平成30年1月23日

株式会社総合建築栄 仙台市宮城野区扇町４ー９ー１３ー （般ー２５） 一部廃業 平成30年1月23日

大越 栄二 １０３ 第１８３０４号  一般建設業 平成30年1月23日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年1月23日

  鋼構造物工事業 平成30年1月23日

  鉄筋工事業 平成30年1月23日

平成30年1月23日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

株式会社ＡＲＴ ＨＯＭＥ 仙台市若林区蒲町４０ー１８ー１０２ （般ー２９） 全部廃業 平成30年1月23日

池上 和代 第２１２２７号  一般建設業 平成30年1月23日

  建築工事業 平成30年1月23日

平成30年1月23日

草刈建設株式会社 多賀城市宮内１ー２ー２ （般・特ー２７） 一部廃業 平成30年2月9日

草刈 則夫 第３７９２号  特定建設業 平成30年2月9日

  建築工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

東日本技建株式会社 仙台市宮城野区鶴ケ谷東１ー１０ー７ （般ー２８） 一部廃業 平成30年2月9日

畑中 武 第７６３８号  一般建設業 平成30年2月9日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年2月9日

  防水工事業 平成30年2月9日

  内装仕上工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

株式会社菊地電設 岩沼市桜３ー１３ー９ （般ー２９） 全部廃業 平成30年2月9日

菊地 英悦 第９３０７号  一般建設業 平成30年2月9日

  電気工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

有限会社熊吉建設 気仙沼市内松川１７４ー２ （般ー２９） 一部廃業 平成30年2月9日

熊谷 幸雄 第１４０２９号  一般建設業 平成30年2月9日

  土木工事業 平成30年2月9日

  とび・土工工事業 平成30年2月9日

  舗装工事業 平成30年2月9日

  解体工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

有限会社木村鉄筋工業 東松島市大塩字三ツ谷６３ー２ （般ー２８） 全部廃業 平成30年2月9日

木村 勝裕 第１４４１３号  一般建設業 平成30年2月9日

  鉄筋工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

有限会社トラスト・ワークス 仙台市太白区山田北前町６ー２０ （般ー２４） 一部廃業 平成30年2月9日

三上 吉則 第１６７９４号  一般建設業 平成30年2月9日

  建築工事業 平成30年2月9日

  大工工事業 平成30年2月9日

  屋根工事業 平成30年2月9日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

有限会社大衡建装 多賀城市山王字東町浦６１ー６ （般ー２５） 全部廃業 平成30年2月9日

大衡 欣哉 第１６９８９号  一般建設業 平成30年2月9日

  大工工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

株式会社ユニパル 仙台市太白区八木山香澄町３５ー１ （般・特ー２７） 一部廃業 平成30年2月9日

篠塚 規 第１８８０７号  一般建設業 平成30年2月9日

  土木工事業 平成30年2月9日

  舗装工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

株式会社エンジニア・サイエンス 仙台市若林区大和町５ー１８ー７ （般ー２５） 全部廃業 平成30年2月9日

吉田 佳平 第１９７８７号  一般建設業 平成30年2月9日

  電気工事業 平成30年2月9日

  電気通信工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

株式会社ファウンドコーポレーション 仙台市青葉区本町１ー１２ー１ （般ー２５） 全部廃業 平成30年2月9日

大友 徳秀 第１９８９２号  一般建設業 平成30年2月9日

  土木工事業 平成30年2月9日

  とび・土工工事業 平成30年2月9日

  石工事業 平成30年2月9日

  鋼構造物工事業 平成30年2月9日

  舗装工事業 平成30年2月9日

  しゅんせつ工事業 平成30年2月9日

  水道施設工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

株式会社センバ 仙台市泉区南光台東１ー１ー２２ー （般ー２７） 全部廃業 平成30年2月9日

千葉 功 ２０５ 第２０４３１号  一般建設業 平成30年2月9日

  とび・土工工事業 平成30年2月9日

  鋼構造物工事業 平成30年2月9日

  塗装工事業 平成30年2月9日

平成30年2月9日

株式会社遠山産業 栗原市築館字下宮野山畑４２ー１ （般ー２７） 一部廃業 平成30年2月28日

遠山 鉄也 第５３１号  一般建設業 平成30年2月28日

  管工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

後藤工業株式会社 仙台市宮城野区扇町４ー６ー４ （特ー２９） 一部廃業 平成30年2月28日

後藤 栄一 第１５４５号  特定建設業 平成30年2月28日

  建築工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

木皿建設株式会社 仙台市若林区六丁の目南町７ー１５ （般・特ー２９） 一部廃業 平成30年2月28日

木皿 信吉 第３１９４号  一般建設業 平成30年2月28日

  大工工事業 平成30年2月28日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年2月28日

  鉄筋工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

有限会社丸七産業 栗原市築館木戸１６ー１ （般ー２３） 全部廃業 平成30年2月28日

阿部 央志 第５２７６号  一般建設業 平成30年2月28日

  土木工事業 平成30年2月28日

  とび・土工工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

横山興業株式会社 大崎市田尻北小牛田字石川浦３ー１０ （般ー２９） 一部廃業 平成30年2月28日

横山 達男 第１３７４３号  一般建設業 平成30年2月28日

  土木工事業 平成30年2月28日

  舗装工事業 平成30年2月28日

  水道施設工事業 平成30年2月28日

  解体工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

株式会社西野総業 黒川郡大和町宮床字八坊原２４ー３ （般ー２８） 一部廃業 平成30年2月28日

西野 陽輔 第１９１６１号  一般建設業 平成30年2月28日

  塗装工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

有限会社エムエス工業 宮城郡松島町手樽字元手樽１７ー１１ （般ー２９） 全部廃業 平成30年2月28日

三浦 英洋 第１９２７４号  一般建設業 平成30年2月28日

  とび・土工工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

株式会社協伸工業 石巻市魚町３ー１ー２５ （般ー２９） 平成30年2月28日

野口 秀俊 第１９３１２号 一部廃業 平成30年2月28日

 一般建設業 平成30年2月28日

  土木工事業 平成30年2月28日

  とび・土工工事業 平成30年2月28日

  石工事業 平成30年2月28日

  舗装工事業 平成30年2月28日

  しゅんせつ工事業 平成30年2月28日

  水道施設工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

有限会社ケーブルテック 登米市迫町北方字小田１０６ （般ー２４） 一部廃業 平成30年2月28日

三浦 善男 第１９６０７号  一般建設業 平成30年2月28日

  とび・土工工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

有限会社大喬産業 仙台市泉区七北田字古内３ー３ （般ー２４） 一部廃業 平成30年2月28日

鈴木 喬史 第１９６２８号  一般建設業 平成30年2月28日

  土木工事業 平成30年2月28日

  建築工事業 平成30年2月28日

  石工事業 平成30年2月28日

  鋼構造物工事業 平成30年2月28日

  舗装工事業 平成30年2月28日

  しゅんせつ工事業 平成30年2月28日

  塗装工事業 平成30年2月28日

  水道施設工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

有限会社杜工営 仙台市青葉区南吉成５ー１２ー１２ （般ー２５） 全部廃業 平成30年2月28日

畠山 勝武 第１９６８１号  一般建設業 平成30年2月28日

  建具工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

株式会社青木産業 仙台市宮城野区扇町７ー３ー１６ （般ー２７） 全部廃業 平成30年2月28日

青木 忠仙 第１７４１６号  一般建設業 平成30年2月28日

  熱絶縁工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

株式会社鈴隆 岩沼市押分字西土手１００ー５ （般ー２７） 一部廃業 平成30年2月28日

鈴木 隆義 第１７４２１号  一般建設業 平成30年2月28日

  土木工事業 平成30年2月28日

  とび・土工工事業 平成30年2月28日

  石工事業 平成30年2月28日

  鋼構造物工事業 平成30年2月28日

  舗装工事業 平成30年2月28日

  しゅんせつ工事業 平成30年2月28日

  水道施設工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

有限会社三友工業 仙台市若林区荒井７ー３ー２１ （般ー２９） 一部廃業 平成30年2月28日

洞城 光仲 第１７８９８号  一般建設業 平成30年2月28日

  建築工事業 平成30年2月28日

  大工工事業 平成30年2月28日

  左官工事業 平成30年2月28日



商号又は名称及び代表者の氏名 主たる営業所の所在地 建設業許可番号 申請区分及び許可を取り消した建設業の種類 取消年月日

  屋根工事業 平成30年2月28日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年2月28日

  板金工事業 平成30年2月28日

  ガラス工事業 平成30年2月28日

  塗装工事業 平成30年2月28日

  防水工事業 平成30年2月28日

  内装仕上工事業 平成30年2月28日

  熱絶縁工事業 平成30年2月28日

  建具工事業 平成30年2月28日

平成30年2月28日

株式会社宮城プラントサービス 石巻市松並２ー３ー８ （般ー２８） 一部廃業 平成30年3月20日

石川 佳洋 第９２６５号  一般建設業 平成30年3月20日

  電気工事業 平成30年3月20日

平成30年3月20日

有限会社水研 気仙沼市岩月箒沢７６ー５ （般ー２７） 全部廃業 平成30年3月20日

宮崎 茂則 第１１６１１号  一般建設業 平成30年3月20日

  土木工事業 平成30年3月20日

  とび・土工工事業 平成30年3月20日

  管工事業 平成30年3月20日

  舗装工事業 平成30年3月20日

  水道施設工事業 平成30年3月20日

平成30年3月20日

株式会社ケイエム建創 仙台市宮城野区栄４ー１４ー１４ （般ー２８） 全部廃業 平成30年3月20日

金子 眞行 第１２３８４号  一般建設業 平成30年3月20日

  大工工事業 平成30年3月20日

  内装仕上工事業 平成30年3月20日

  建具工事業 平成30年3月20日

平成30年3月20日

株式会社県南衛生工業 柴田郡村田町大字足立字稲荷山４４ （特ー２４） 全部廃業 平成30年3月20日

葉坂 勝 第１３９２８号  特定建設業 平成30年3月20日

  清掃施設工事業 平成30年3月20日

平成30年3月20日

株式会社マイメント 登米市迫町佐沼字大網３９８ （般ー２９） 一部廃業 平成30年3月20日

渡辺 光悦 第１６７１０号  一般建設業 平成30年3月20日

  建築工事業 平成30年3月20日

  造園工事業 平成30年3月20日

平成30年3月20日

株式会社ハウスマイスター 仙台市青葉区上杉１ー３ー２２ （般ー２５） 全部廃業 平成30年3月20日

佐々木 宏美 第１８１７２号  一般建設業 平成30年3月20日

  建築工事業 平成30年3月20日

平成30年3月20日

株式会社桧家住宅東北 仙台市若林区六丁の目南町２ー２８ （特ー２９） 全部廃業 平成30年3月20日

河野 千代子 第１９３０８号  特定建設業 平成30年3月20日

  建築工事業 平成30年3月20日

平成30年3月20日

株式会社小野建業 仙台市青葉区一番町４ー１０ー１９ （般ー２９） 全部廃業 平成30年3月20日

小野 ジュディ 第１９３９４号  一般建設業 平成30年3月20日

  建築工事業 平成30年3月20日

平成30年3月20日

株式会社キクテック 仙台市太白区東中田６ー１ー４７ （般・特ー２７） 一部廃業 平成30年3月20日

佐藤 義信 第２０７１３号  一般建設業 平成30年3月20日

  電気工事業 平成30年3月20日

平成30年3月20日

川村興業 石巻市前谷地字黒沢前８７ （般ー２８） 全部廃業 平成30年3月20日

川村 勝也 第２０７６６号  一般建設業 平成30年3月20日

  とび・土工工事業 平成30年3月20日

平成30年3月20日

株式会社充申建設 仙台市青葉区落合５ー２６ー１８ （般ー２９） 全部廃業 平成30年3月20日

清野 真充 第２１２３７号  一般建設業 平成30年3月20日

  土木工事業 平成30年3月20日

  とび・土工工事業 平成30年3月20日

  舗装工事業 平成30年3月20日

  解体工事業 平成30年3月20日


