
 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

有限会社昆野建設 気仙沼市神山５ー９ （般ー２８） 一部廃業 平成30年4月6日

昆野 英文 第３０４１号  一般建設業 平成30年4月6日

  土木工事業 平成30年4月6日

  とび・土工工事業 平成30年4月6日

  石工事業 平成30年4月6日

  管工事業 平成30年4月6日

  鋼構造物工事業 平成30年4月6日

  舗装工事業 平成30年4月6日

  しゅんせつ工事業 平成30年4月6日

  水道施設工事業 平成30年4月6日

平成30年4月6日

株式会社ピー・エム設備企画 石巻市鹿又字扇平１４０ー１ （般ー２７） 一部廃業 平成30年4月6日

片野 由美子 第１１６３３号  一般建設業 平成30年4月6日

  消防施設工事業 平成30年4月6日

平成30年4月6日

仙石建築 角田市横倉字戸ノ内６６ー１ （般ー２６） 全部廃業 平成30年4月6日

仙石 武夫 第１８５９９号  一般建設業 平成30年4月6日

  建築工事業 平成30年4月6日

平成30年4月6日

株式会社エルヴェ環境 仙台市青葉区本町１ー６ー２３ー３０１ （特ー２５） 一部廃業 平成30年4月6日

鈴木 修一 第１９０５４号  特定建設業 平成30年4月6日

  建築工事業 平成30年4月6日

  大工工事業 平成30年4月6日

  左官工事業 平成30年4月6日

  屋根工事業 平成30年4月6日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年4月6日

  鉄筋工事業 平成30年4月6日

  板金工事業 平成30年4月6日

  ガラス工事業 平成30年4月6日

  防水工事業 平成30年4月6日

  内装仕上工事業 平成30年4月6日

  熱絶縁工事業 平成30年4月6日

  建具工事業 平成30年4月6日

平成30年4月6日

株式会社フロンティア 石巻市新橋９ー２ （般ー２８） 一部廃業 平成30年4月6日

阿部 圭一 第１９１１１号  一般建設業 平成30年4月6日

  塗装工事業 平成30年4月6日

平成30年4月6日

株式会社ビバックレンタル 仙台市宮城野区中野４ー１ー３９ （般ー２５） 全部廃業 平成30年4月6日

山田 泰之 第１９６８６号  一般建設業 平成30年4月6日

  とび・土工工事業 平成30年4月6日

平成30年4月6日

株式会社ジャパンホーム 仙台市宮城野区幸町３ー４ー１９ （般ー２６） 一部廃業 平成30年4月6日

村上 学 第２００３４号  一般建設業 平成30年4月6日

  建築工事業 平成30年4月6日

  大工工事業 平成30年4月6日

  屋根工事業 平成30年4月6日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年4月6日

  内装仕上工事業 平成30年4月6日

平成30年4月6日

株式会社五十嵐工業 黒川郡大和町もみじが丘３ー１５ー２０ （般ー２６） 全部廃業 平成30年4月6日

五十嵐 孝紀 第２０１７９号  一般建設業 平成30年4月6日

  とび・土工工事業 平成30年4月6日

平成30年4月6日

三葉建設有限会社 仙台市青葉区五橋１ー１ー５８ー５１９ （般ー２８） 全部廃業 平成30年4月6日

宮重 言行 第２０７７７号  一般建設業 平成30年4月6日

  土木工事業 平成30年4月6日

  とび・土工工事業 平成30年4月6日

  石工事業 平成30年4月6日

  鋼構造物工事業 平成30年4月6日

  舗装工事業 平成30年4月6日

  しゅんせつ工事業 平成30年4月6日

  水道施設工事業 平成30年4月6日

平成30年4月6日

佐々木工務店 東松島市赤井字高田６６ー２ （般ー２６） 全部廃業 平成30年4月20日

佐々木 一男 第３０８４号  一般建設業 平成30年4月20日

  建築工事業 平成30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

平成30年4月20日

東北協同電気工業株式会社 仙台市青葉区栗生３ー１ー１ （般ー２８） 全部廃業 平成30年4月20日

鈴木 英一 第５１１５号  一般建設業 平成30年4月20日

  電気工事業 平成30年4月20日

平成30年4月20日

有限会社加藤勇工業所 仙台市泉区黒松１ー２ー６ （般ー２７） 全部廃業 平成30年4月20日

加藤 仁 第６７４６号  一般建設業 平成30年4月20日

  土木工事業 平成30年4月20日

  管工事業 平成30年4月20日

平成30年4月20日

株式会社髙松鉄工所 石巻市門脇字捨喰３７ー１ （般ー２８） 一部廃業 平成30年4月20日

髙橋 伸晃 第８８６３号  一般建設業 平成30年4月20日

  建築工事業 平成30年4月20日

  大工工事業 平成30年4月20日

平成30年4月20日

有限会社成田不動産 牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切９ー２４ （般ー２８） 全部廃業 平成30年4月20日

成田 光也 第１３３６４号  一般建設業 平成30年4月20日

  土木工事業 平成30年4月20日

  建築工事業 平成30年4月20日

  とび・土工工事業 平成30年4月20日

  石工事業 平成30年4月20日

  鋼構造物工事業 平成30年4月20日

  舗装工事業 平成30年4月20日

  しゅんせつ工事業 平成30年4月20日

  水道施設工事業 平成30年4月20日

平成30年4月20日

株式会社レンタルシステム東北 仙台市宮城野区扇町３ー６ー２１ （特ー２８） 全部廃業 平成30年4月20日

武田 昌幸 第１５２３７号  特定建設業 平成30年4月20日

  建築工事業 平成30年4月20日

  大工工事業 平成30年4月20日

  左官工事業 平成30年4月20日

  とび・土工工事業 平成30年4月20日

  石工事業 平成30年4月20日

  屋根工事業 平成30年4月20日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年4月20日

  鋼構造物工事業 平成30年4月20日

  鉄筋工事業 平成30年4月20日

  板金工事業 平成30年4月20日

  ガラス工事業 平成30年4月20日

  塗装工事業 平成30年4月20日

  防水工事業 平成30年4月20日

  内装仕上工事業 平成30年4月20日

  熱絶縁工事業 平成30年4月20日

  建具工事業 平成30年4月20日

平成30年4月20日

ハウスドクター 大崎市古川小野字宿３７ （般ー２５） 全部廃業 平成30年4月20日

佐々木 栄貴 第１８１７０号  一般建設業 平成30年4月20日

  建築工事業 平成30年4月20日

平成30年4月20日

北日本ビルテクノ株式会社 仙台市青葉区八幡１ー４ー２３ （般ー２５） 全部廃業 平成30年4月20日

中川 清一 第１８２９４号  一般建設業 平成30年4月20日

  建築工事業 平成30年4月20日

  大工工事業 平成30年4月20日

  左官工事業 平成30年4月20日

  とび・土工工事業 平成30年4月20日

  石工事業 平成30年4月20日

  屋根工事業 平成30年4月20日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年4月20日

  鋼構造物工事業 平成30年4月20日

  鉄筋工事業 平成30年4月20日

  板金工事業 平成30年4月20日

  ガラス工事業 平成30年4月20日

  塗装工事業 平成30年4月20日

  防水工事業 平成30年4月20日

  内装仕上工事業 平成30年4月20日

  熱絶縁工事業 平成30年4月20日

  建具工事業 平成30年4月20日

平成30年4月20日

有限会社東北推進工業 登米市豊里町下古屋２９ー３ （般ー２７） 一部廃業 平成30年4月20日

梁瀬 啓 第１８８８６号  一般建設業 平成30年4月20日

  水道施設工事業 平成30年4月20日

平成30年4月20日

トーカイ建設株式会社 仙台市宮城野区扇町４ー６ー４ （般ー２９） 全部廃業 平成30年5月9日

後藤 康平 第７７６２号  一般建設業 平成30年5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

  土木工事業 平成30年5月9日

  とび・土工工事業 平成30年5月9日

  舗装工事業 平成30年5月9日

平成30年5月9日

有限会社千葉建設 登米市東和町米谷字根廻１６２ー２ （般ー２８） 一部廃業 平成30年5月9日

千葉 成敏 第１０１６７号  一般建設業 平成30年5月9日

  消防施設工事業 平成30年5月9日

平成30年5月9日

沼田建築 仙台市太白区秋保町⾧袋字上原３１ー３ （般ー２８） 全部廃業 平成30年5月9日

沼田 喜好 第１０８６３号  一般建設業 平成30年5月9日

  建築工事業 平成30年5月9日

  大工工事業 平成30年5月9日

  内装仕上工事業 平成30年5月9日

平成30年5月9日

カトーテック株式会社 富谷市あけの平１ー３０ー５ （般ー２６） 全部廃業 平成30年5月9日

加藤 道夫 第１５４７６号  一般建設業 平成30年5月9日

  土木工事業 平成30年5月9日

  とび・土工工事業 平成30年5月9日

  鋼構造物工事業 平成30年5月9日

平成30年5月9日

スチール・ファクトリー 登米市登米町大字日根牛北沢６６ （般ー２５） 全部廃業 平成30年5月9日

西條 政行 第１６８７３号  一般建設業 平成30年5月9日

  鉄筋工事業 平成30年5月9日

平成30年5月9日

株式会社びけん 仙台市宮城野区中野字寺前４６ー３ （般ー２５） 一部廃業 平成30年5月9日

鈴木 和浩 第１６９６８号  一般建設業 平成30年5月9日

  建築工事業 平成30年5月9日

  屋根工事業 平成30年5月9日

  内装仕上工事業 平成30年5月9日

平成30年5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） 全部廃業 平成30年5月9日

城戸 明治 第２０１１４号  一般建設業 平成30年5月9日

  土木工事業 平成30年5月9日

  とび・土工工事業 平成30年5月9日

  石工事業 平成30年5月9日

  鋼構造物工事業 平成30年5月9日

  舗装工事業 平成30年5月9日

  しゅんせつ工事業 平成30年5月9日

  水道施設工事業 平成30年5月9日

  解体工事業 平成30年5月9日

平成30年5月9日

山陽送電工事株式会社 仙台市宮城野区宮千代１ー１０ー１２ （般ー２９） 全部廃業 平成30年5月9日

山本 秀輝 第２１３９４号  一般建設業 平成30年5月9日

  電気工事業 平成30年5月9日

平成30年5月9日

有限会社佐藤工業 遠田郡美里町二郷字佐野１１ー１８ー１ （般・特ー２７） 全部廃業 平成30年5月23日

渡邊 宏俊 第１２７号  一般建設業 平成30年5月23日

  舗装工事業 平成30年5月23日

  水道施設工事業 平成30年5月23日

 特定建設業 平成30年5月23日

  土木工事業 平成30年5月23日

  とび・土工工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

東北グレーダー株式会社 仙台市泉区松森字中道８１ （特ー２８） 一部廃業 平成30年5月23日

石井 浩一 第５０５７号  特定建設業 平成30年5月23日

  建築工事業 平成30年5月23日

  鋼構造物工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

松陽造園 塩竈市松陽台２ー１０ー１ （般ー２８） 全部廃業 平成30年5月23日

阿部 一壽 第１００９７号  一般建設業 平成30年5月23日

  造園工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

株式会社東邦管工 東松島市矢本字北浦６ー２ （般・特ー２９） 一部廃業 平成30年5月23日

菊地 忠次 第１１７８８号  特定建設業 平成30年5月23日

  管工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

佐々亀建築店 遠田郡美里町字新妻の神３８ー４ （般ー２７） 全部廃業 平成30年5月23日

佐々木 孝夫 第１３１７３号  一般建設業 平成30年5月23日

  建築工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

ホシ塗装 栗原市築館薬師２ー７ー１４ー２ （般ー２７） 全部廃業 平成30年5月23日

千葉 菊男 第１６０１１号  一般建設業 平成30年5月23日

  土木工事業 平成30年5月23日

  とび・土工工事業 平成30年5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

  屋根工事業 平成30年5月23日

  塗装工事業 平成30年5月23日

  防水工事業 平成30年5月23日

  内装仕上工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

津山電機株式会社 登米市津山町横山字上の山２９ （般ー２８） 全部廃業 平成30年5月23日

西條 正廣 第１６２５０号  一般建設業 平成30年5月23日

  電気工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

有限会社アース・プロ 仙台市泉区泉中央４ー１４ー９ー２０２ （般ー２９） 全部廃業 平成30年5月23日

橋本 良忠 第１８１２５号  一般建設業 平成30年5月23日

  土木工事業 平成30年5月23日

  とび・土工工事業 平成30年5月23日

  さく井工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

小松建工 石巻市開北２ー１０ー３３ （般ー２６） 全部廃業 平成30年5月23日

小松 茂雄 第１８５６８号  一般建設業 平成30年5月23日

  内装仕上工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

株式会社マツシマ 宮城郡松島町初原字樋渡２９ー２ （般ー２８） 一部廃業 平成30年5月23日

内海 健一 第１９０５２号  一般建設業 平成30年5月23日

  管工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

株式会社大和田住宅仙台 仙台市青葉区立町２３ー１１ （般ー２９） 一部廃業 平成30年5月23日

大和田 淳也 高速ビル５階 第１９２５５号  一般建設業 平成30年5月23日

  土木工事業 平成30年5月23日

  とび・土工工事業 平成30年5月23日

  石工事業 平成30年5月23日

  舗装工事業 平成30年5月23日

  塗装工事業 平成30年5月23日

  造園工事業 平成30年5月23日

  水道施設工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

株式会社エルプラン 仙台市若林区卸町２ー７ー１２ （般ー２８） 一部廃業 平成30年5月23日

金井 英樹 第２０８２１号  一般建設業 平成30年5月23日

  電気通信工事業 平成30年5月23日

平成30年5月23日

株式会社新東設備興業 仙台市青葉区台原３ー１１ー８ （般ー２５） 一部廃業 平成30年6月8日

鈴木 史郎 第９０３号  一般建設業 平成30年6月8日

  建築工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

第一電設工業株式会社 仙台市青葉区高松１ー７ー１７ （般・特ー２９） 全部廃業 平成30年6月8日

佐藤 知彦 第９８２号  一般建設業 平成30年6月8日

  消防施設工事業 平成30年6月8日

 特定建設業 平成30年6月8日

  電気工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

白蝶塗装店 栗原市築館伊豆１ー８ー２０ （般ー２７） 全部廃業 平成30年6月8日

白鳥 晃輝 第８０４０号  一般建設業 平成30年6月8日

  塗装工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

株式会社吉野工業 石巻市給分浜後山４０ー１ （特ー２６） 全部廃業 平成30年6月8日

吉野 利勝 第８２０８号  特定建設業 平成30年6月8日

  土木工事業 平成30年6月8日

  とび・土工工事業 平成30年6月8日

  舗装工事業 平成30年6月8日

  水道施設工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

株式会社東北カナデンテレコム 仙台市青葉区片平１ー２ー３５ （般ー２９） 全部廃業 平成30年6月8日

エンジニアリング 第１０６８９号  一般建設業 平成30年6月8日

頭島 芳樹   電気工事業 平成30年6月8日

  電気通信工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

株式会社ピー・エム設備企画 石巻市鹿又扇平１４０ー１ （般ー２７） 一部廃業 平成30年6月8日

片野 由美子 第１１６３３号  一般建設業 平成30年6月8日

  電気工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

青山建設株式会社 仙台市泉区南中山２ー４１ー１ （般ー２９） 全部廃業 平成30年6月8日

青山 一誠 第１１７４３号  一般建設業 平成30年6月8日

  土木工事業 平成30年6月8日

  とび・土工工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

株式会社今野工務店 石巻市向陽町４ー２１ー７ （般ー２９） 一部廃業 平成30年6月8日

今野 勝之 第１２６６２号  一般建設業 平成30年6月8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

  土木工事業 平成30年6月8日

  とび・土工工事業 平成30年6月8日

  石工事業 平成30年6月8日

  鋼構造物工事業 平成30年6月8日

  舗装工事業 平成30年6月8日

  水道施設工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

有限会社相澤建設工業 仙台市宮城野区宮城野１ー１７ー２６ （般ー２７） 全部廃業 平成30年6月8日

相澤 公一 第１４００５号  一般建設業 平成30年6月8日

  土木工事業 平成30年6月8日

  とび・土工工事業 平成30年6月8日

  舗装工事業 平成30年6月8日

  水道施設工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

株式会社アムスエンジニアリング 東松島市川下字内響１３２ー２３ （般ー２９） 一部廃業 平成30年6月8日

阿部 登壽男 第１４５９１号  一般建設業 平成30年6月8日

  とび・土工工事業 平成30年6月8日

  舗装工事業 平成30年6月8日

  しゅんせつ工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

株式会社大工 仙台市太白区鹿野本町２２ー１０ （般ー２８） 全部廃業 平成30年6月8日

大竹 雅也 第１９０９６号  一般建設業 平成30年6月8日

  建築工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

新桜井電気株式会社 仙台市宮城野区日の出町２ー５ー１４ （般ー２８） 全部廃業 平成30年6月8日

岡田 大輔 第１９１５５号  一般建設業 平成30年6月8日

  電気工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

鎌田建築工舎 仙台市泉区将監殿５ー２０ー８ （般ー２６） 全部廃業 平成30年6月8日

鎌田 誠一 第２００６２号  一般建設業 平成30年6月8日

  建築工事業 平成30年6月8日

  大工工事業 平成30年6月8日

  屋根工事業 平成30年6月8日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年6月8日

  鋼構造物工事業 平成30年6月8日

  内装仕上工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

株式会社菅原組 仙台市泉区泉中央４ー２９ー１１ （般ー２７） 一部廃業 平成30年6月8日

菅原 徹 第２０５１０号  一般建設業 平成30年6月8日

  土木工事業 平成30年6月8日

  石工事業 平成30年6月8日

  鋼構造物工事業 平成30年6月8日

  舗装工事業 平成30年6月8日

  しゅんせつ工事業 平成30年6月8日

  水道施設工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

誠友技工 亘理郡亘理町逢隈中泉字中１１１ー１９ （般ー２７） 全部廃業 平成30年6月8日

蟻坂 政文 第２０７３０号  一般建設業 平成30年6月8日

  土木工事業 平成30年6月8日

  とび・土工工事業 平成30年6月8日

  舗装工事業 平成30年6月8日

  水道施設工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

株式会社新栄 仙台市泉区⾧命ヶ丘２ー１４ー４ （般ー２８） 全部廃業 平成30年6月8日

齋藤 尚 第２０８７５号  一般建設業 平成30年6月8日

  内装仕上工事業 平成30年6月8日

平成30年6月8日

有限会社高橋工務店 黒川郡大衡村大衡字河原５７ー８ （般ー２８） 全部廃業 平成30年6月22日

高橋 よしの 第５５６５号  一般建設業 平成30年6月22日

  建築工事業 平成30年6月22日

  大工工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

有限会社相澤工務店 東松島市大曲字上納９１ー２ （般ー２９） 一部廃業 平成30年6月22日

大友 克俊 第６４７７号  一般建設業 平成30年6月22日

  建築工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

新電業株式会社 仙台市宮城野区新田４ー１０ー２９ （般ー２７） 全部廃業 平成30年6月22日

佐藤 多喜子 第８３７７号  一般建設業 平成30年6月22日

  電気工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

株式会社仙南工業 名取市高柳字辻１８９ （般ー２８） 一部廃業 平成30年6月22日

三浦 覺恵 第８７２３号  一般建設業 平成30年6月22日

  鋼構造物工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22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

株式会社志田工務店 石巻市桃生町神取字屋敷５０ （般ー２８） 全部廃業 平成30年6月22日

志田 新一郎 第９１１２号  一般建設業 平成30年6月22日

  土木工事業 平成30年6月22日

  とび・土工工事業 平成30年6月22日

  管工事業 平成30年6月22日

  舗装工事業 平成30年6月22日

  水道施設工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

株式会社藤本左官工業 仙台市太白区四郎丸字昭和上１０ー１２ （般ー２６） 全部廃業 平成30年6月22日

藤本 孝 第１５５８９号  一般建設業 平成30年6月22日

  左官工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

日本橋梁エンジニア株式会社 仙台市太白区茂庭字人来田西４８ー２ （般ー２９） 一部廃業 平成30年6月22日

川瀬 進弘 第１６６０６号  一般建設業 平成30年6月22日

  とび・土工工事業 平成30年6月22日

  石工事業 平成30年6月22日

  鋼構造物工事業 平成30年6月22日

  舗装工事業 平成30年6月22日

  しゅんせつ工事業 平成30年6月22日

  水道施設工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

株式会社けやき環境 仙台市青葉区国分町３ー１０ー１７ （般ー２５） 全部廃業 平成30年6月22日

星 幸治 第１６９３４号  一般建設業 平成30年6月22日

  とび・土工工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

旭冷熱 石巻市渡波字旭ケ浦１４８ー１０ （般ー２５） 全部廃業 平成30年6月22日

土井 隆一 第１８３９６号  一般建設業 平成30年6月22日

  管工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

三共ライズジャパン活引き会社 仙台市宮城野区東宮城野４ー１ー１ （般ー２５） 一部廃業 平成30年6月22日

三上 真吾 第１８４４０号  一般建設業 平成30年6月22日

    土木工事業 平成30年6月22日

  大工工事業 平成30年6月22日

  とび・土工工事業 平成30年6月22日

  石工事業 平成30年6月22日

  屋根工事業 平成30年6月22日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年6月22日

  鋼構造物工事業 平成30年6月22日

  舗装工事業 平成30年6月22日

  しゅんせつ工事業 平成30年6月22日

  内装仕上工事業 平成30年6月22日

  水道施設工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

株式会社ＢＦ 仙台市青葉区上愛子字北原道上１１ー （般ー２６） 一部廃業 平成30年6月22日

大友 裕 １３５ 第１８５８８号  一般建設業 平成30年6月22日

  建築工事業 平成30年6月22日

  大工工事業 平成30年6月22日

  左官工事業 平成30年6月22日

  とび・土工工事業 平成30年6月22日

  屋根工事業 平成30年6月22日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年6月22日

  鋼構造物工事業 平成30年6月22日

  鉄筋工事業 平成30年6月22日

  塗装工事業 平成30年6月22日

  防水工事業 平成30年6月22日

  建具工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

株式会社アームズ 仙台市泉区松森字八沢１５ー８ （般ー２５） 一部廃業 平成30年6月22日

佐藤 勝紀 第１９８９９号  一般建設業 平成30年6月22日

  土木工事業 平成30年6月22日

  舗装工事業 平成30年6月22日

  しゅんせつ工事業 平成30年6月22日

  水道施設工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

澤里総業株式会社 東松島市小松字下砂利田５４ー２ （般ー２９） 全部廃業 平成30年6月22日

澤里 明男 第２０２１４号  一般建設業 平成30年6月22日

  土木工事業 平成30年6月22日

  とび・土工工事業 平成30年6月22日

  石工事業 平成30年6月22日

  鋼構造物工事業 平成30年6月22日

  舗装工事業 平成30年6月22日

  水道施設工事業 平成30年6月22日

平成30年6月22日

有限会社佐沼電気商会 登米市南方町高石５ー１ （般ー２９） 全部廃業 平成30年7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

鈴木 一郎 第５８７５号  一般建設業 平成30年7月6日

  電気工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

株式会社星工務店 仙台市太白区西多賀４ー２１ー３７ （般・特ー２７） 全部廃業 平成30年7月6日

星 正一 第８３５５号  一般建設業 平成30年7月6日

  建築工事業 平成30年7月6日

  大工工事業 平成30年7月6日

 特定建設業 平成30年7月6日

  土木工事業 平成30年7月6日

  とび・土工工事業 平成30年7月6日

  石工事業 平成30年7月6日

  鋼構造物工事業 平成30年7月6日

  舗装工事業 平成30年7月6日

  水道施設工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

小野建築 黒川郡大郷町大松沢字貝柄塚３ー２ （般ー２８） 全部廃業 平成30年7月6日

小野 秀治 第８８０９号  一般建設業 平成30年7月6日

  建築工事業 平成30年7月6日

  大工工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

株式会社東邦管工 東松島市矢本字北浦６ー２ （般・特ー２９） 一部廃業 平成30年7月6日

菊地 忠次 第１１７８８号  一般建設業 平成30年7月6日

  建築工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

ニイマルマルイチ建設株式会社 仙台市太白区秋保町湯向５ー１５ （般ー２７） 一部廃業 平成30年7月6日

安藤 哲夫 第１２９０４号  一般建設業 平成30年7月6日

  土木工事業 平成30年7月6日

  とび・土工工事業 平成30年7月6日

  電気工事業 平成30年7月6日

  鋼構造物工事業 平成30年7月6日

  電気工事業 平成30年7月6日

  消防施設工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

株式会社佐藤リース工業 石巻市北上町⾧尾字御手会４６ー１ （般ー２９） 一部廃業 平成30年7月6日

佐藤 清也 第１３７０２号  一般建設業 平成30年7月6日

  造園工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

有限会社岩佐電気工事 仙台市泉区館５ー２ー５ （般ー２７） 全部廃業 平成30年7月6日

岩井 秀之 第１６００７号  一般建設業 平成30年7月6日

  電気工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

東北エア・ウォーター株式会社 仙台市宮城野区榴岡２ー４ー２２ （般ー２８） 全部廃業 平成30年7月6日

河合 昌人 第１６４７７号  一般建設業 平成30年7月6日

  管工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

有限会社フォレスト２１ 宮城郡利府町青葉台２ー２ー４１ （般ー２９） 全部廃業 平成30年7月6日

氏家 敏成 第１８０７９号  一般建設業 平成30年7月6日

  建築工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

株式会社ＪＩＮＫＡＮＥ 宮城郡利府町沢乙字大沢東５３ー２ （般ー２５） 一部廃業 平成30年7月6日

秦 金秋 第１９８１４号  一般建設業 平成30年7月6日

  解体工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

株式会社センコンエンタープライズ 名取市増田５ー１０ー１７ （般ー２６） 全部廃業 平成30年7月6日

久保田 晴夫 第２０２４４号  一般建設業 平成30年7月6日

  土木工事業 平成30年7月6日

  建築工事業 平成30年7月6日

  大工工事業 平成30年7月6日

  左官工事業 平成30年7月6日

  とび・土工工事業 平成30年7月6日

  石工事業 平成30年7月6日

  屋根工事業 平成30年7月6日

  鋼構造物工事業 平成30年7月6日

  鉄筋工事業 平成30年7月6日

  舗装工事業 平成30年7月6日

  しゅんせつ工事業 平成30年7月6日

  ガラス工事業 平成30年7月6日

  塗装工事業 平成30年7月6日

  防水工事業 平成30年7月6日

  建具工事業 平成30年7月6日

  水道施設工事業 平成30年7月6日

平成30年7月6日

小松建設 気仙沼市西中才２８７ （般ー２５） 全部廃業 平成30年7月20日

小松 秀則 第３８４３号  一般建設業 平成30年7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

  土木工事業 平成30年7月20日

  とび・土工工事業 平成30年7月20日

  石工事業 平成30年7月20日

  鋼構造物工事業 平成30年7月20日

  舗装工事業 平成30年7月20日

  しゅんせつ工事業 平成30年7月20日

  水道施設工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

有限会社黒田建設 石巻市蛇田字中埣５９ （般ー２９） 一部廃業 平成30年7月20日

黒田 由子 第８６３４号  一般建設業 平成30年7月20日

  土木工事業 平成30年7月20日

  屋根工事業 平成30年7月20日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

有限会社外田建設 塩竈市石堂５ー７ （般ー２９） 全部廃業 平成30年7月20日

外田 茂 第１１７２３号  一般建設業 平成30年7月20日

  とび・土工工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

有限会社東方総合開発 石巻市門脇字明神２９ー３ （般ー２５） 全部廃業 平成30年7月20日

駒井 良太 第１５２６０号  一般建設業 平成30年7月20日

  土木工事業 平成30年7月20日

  とび・土工工事業 平成30年7月20日

  石工事業 平成30年7月20日

  鋼構造物工事業 平成30年7月20日

  舗装工事業 平成30年7月20日

  しゅんせつ工事業 平成30年7月20日

  水道施設工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

アルファ科研株式会社 仙台市若林区卸町東５ー７ー２９ （般ー２９） 一部廃業 平成30年7月20日

佐々木 靖芳 第１６８９０号  一般建設業 平成30年7月20日

  建築工事業 平成30年7月20日

  大工工事業 平成30年7月20日

  屋根工事業 平成30年7月20日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年7月20日

  内装仕上工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

株式会社アーズシステム 石巻市蛇田字新西境谷地１３０ー１ （般ー２５） 一部廃業 平成30年7月20日

澁谷 昭 第１７８０１号  一般建設業 平成30年7月20日

  電気工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

株式会社ライフ 仙台市太白区土手内１ー２３ー１５ （般ー２９） 一部廃業 平成30年7月20日

田手 充 第１８０７４号  一般建設業 平成30年7月20日

  石工事業 平成30年7月20日

  鋼構造物工事業 平成30年7月20日

  しゅんせつ工事業 平成30年7月20日

  塗装工事業 平成30年7月20日

  水道施設工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

和晃産業 石巻市小船越字大縄場１０８ー２ （般ー２９） 全部廃業 平成30年7月20日

佐藤 賢一 第１９３６９号  一般建設業 平成30年7月20日

  土木工事業 平成30年7月20日

  とび・土工工事業 平成30年7月20日

  舗装工事業 平成30年7月20日

  水道施設工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

ポラテック東北株式会社 加美郡加美町菜切谷字中野１ー５ー４ （般ー２５） 全部廃業 平成30年7月20日

中内 晃次郎 第１９８０５号  一般建設業 平成30年7月20日

  建築工事業 平成30年7月20日

  大工工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

株式会社弘真 仙台市宮城野区五輪１ー１２ー３０ （般ー２５） 一部廃業 平成30年7月20日

菊池 一真 第１９８６８号  一般建設業 平成30年7月20日

  塗装工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

朋有建設株式会社 名取市植松字宮島１ー３ （般ー２７） 全部廃業 平成30年7月20日

永田 英明 第２０４０３号  一般建設業 平成30年7月20日

  土木工事業 平成30年7月20日

  とび・土工工事業 平成30年7月20日

  石工事業 平成30年7月20日

  鋼構造物工事業 平成30年7月20日

  舗装工事業 平成30年7月20日

  しゅんせつ工事業 平成30年7月20日

  塗装工事業 平成30年7月20日

  水道施設工事業 平成30年7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

平成30年7月20日

今野工務店 仙台市青葉区芋沢字赤坂３２ー４６ （般ー２８） 全部廃業 平成30年7月20日

今野 浩一 第２１０５１号  一般建設業 平成30年7月20日

  大工工事業 平成30年7月20日

平成30年7月20日

株式会社矢本製作所 東松島市大曲字堰の内南３０ー１８ （般ー２８） 一部廃業 平成30年8月3日

菅井 正幸 第２０５号  一般建設業 平成30年8月3日

  建築工事業 平成30年8月3日

  大工工事業 平成30年8月3日

  屋根工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

株式会社渡辺建設 登米市中田町石森字境堀７１ （般・特ー２８） 一部廃業 平成30年8月3日

渡邉 由理 第３０３７号  一般建設業 平成30年8月3日

  建築工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

鈴木建設 石巻市新栄１ー４ー７Ｂ （般ー２８） 全部廃業 平成30年8月3日

鈴木 勝 第５１６７号  一般建設業 平成30年8月3日

  建築工事業 平成30年8月3日

  大工工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

株式会社三川 名取市愛島小豆島字宇賀﨑５０１ー２ （般ー２８） 全部廃業 平成30年8月3日

皆川 一彦 第１４３５１号  一般建設業 平成30年8月3日

  土木工事業 平成30年8月3日

  とび・土工工事業 平成30年8月3日

  石工事業 平成30年8月3日

  鋼構造物工事業 平成30年8月3日

  舗装工事業 平成30年8月3日

  水道施設工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

株式会社びけん 仙台市宮城野区中野字寺前４６ー３ （般ー２５） 一部廃業 平成30年8月3日

鈴木 和浩 第１６９６８号  一般建設業 平成30年8月3日

  大工工事業 平成30年8月3日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

株式会社新妻産業 石巻市桃生町城内字西嶺６３ー２ （般ー２５） 全部廃業 平成30年8月3日

新妻 輝子 第１６９７３号  一般建設業 平成30年8月3日

  とび・土工工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

株式会社アドバンス宮城 仙台市泉区野村字前河原８ー１ （般ー２７） 全部廃業 平成30年8月3日

寺島 靖 第１８９３５号  一般建設業 平成30年8月3日

  内装仕上工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

株式会社ワコー建設 東松島市赤井字鷲塚１０７ー１ （般ー２８） 一部廃業 平成30年8月3日

野村 靖 第１９１７１号  一般建設業 平成30年8月3日

  大工工事業 平成30年8月3日

  電気工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

株式会社絆工業 多賀城市高崎３ー１０ー２ （般ー３０） 一部廃業 平成30年8月3日

遠藤 善之 第１９７１２号  一般建設業 平成30年8月3日

  石工事業 平成30年8月3日

  鋼構造物工事業 平成30年8月3日

  しゅんせつ工事業 平成30年8月3日

  水道施設工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

株式会社ブライトホーム 仙台市太白区四郎丸字昭和中２３ （般ー２６） 一部廃業 平成30年8月3日

新田 武 第２０２９４号  一般建設業 平成30年8月3日

  板金工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

株式会社未来クリエイト 仙台市太白区羽黒台１４ー１１ （般ー２７） 全部廃業 平成30年8月3日

柴田 朋子 第２０６０２号  一般建設業 平成30年8月3日

  土木工事業 平成30年8月3日

  とび・土工工事業 平成30年8月3日

  舗装工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

みなと建築工房 塩竈市藤倉３ー１７ー１３ （般ー２８） 全部廃業 平成30年8月3日

佐山 文彦 第２０７９９号  一般建設業 平成30年8月3日

  とび・土工工事業 平成30年8月3日

平成30年8月3日

相澤塗装 加美郡加美町字原町北東屋敷１２ー１ （般ー２８） 全部廃業 平成30年8月24日

相澤 和男 第１０４４０号  一般建設業 平成30年8月24日

  塗装工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24日

三田商工株式会社 仙台市宮城野区萩野町３ー１８ー１４ （特ー２５） 一部廃業 平成30年8月24日

大和田 昇 第１１７１６号  特定建設業 平成30年8月24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

  土木工事業 平成30年8月24日

  左官工事業 平成30年8月24日

  石工事業 平成30年8月24日

  屋根工事業 平成30年8月24日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年8月24日

  鋼構造物工事業 平成30年8月24日

  鉄筋工事業 平成30年8月24日

  舗装工事業 平成30年8月24日

  しゅんせつ工事業 平成30年8月24日

  板金工事業 平成30年8月24日

  ガラス工事業 平成30年8月24日

  熱絶縁工事業 平成30年8月24日

  建具工事業 平成30年8月24日

  水道施設工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24日

丸正株式会社 石巻市蛇田字新東前沼２２０ー２ （般ー２６） 全部廃業 平成30年8月24日

今野 正人 第１２８８５号  一般建設業 平成30年8月24日

  塗装工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24日

有限会社仙美塗装 仙台市宮城野区岩切字鴻巣北１ー７ （般ー２５） 全部廃業 平成30年8月24日

髙橋 三千夫 第１５１４７号  一般建設業 平成30年8月24日

  塗装工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24日

有限会社小野松工業所 大崎市岩出山池月字久宮道合９ （般ー２８） 全部廃業 平成30年8月24日

小野松 憲一 第１６４７４号  一般建設業 平成30年8月24日

  建築工事業 平成30年8月24日

  大工工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24日

栄興電気株式会社 遠田郡涌谷町小塚字中野三７１ー２１ （般ー２６） 全部廃業 平成30年8月24日

渡邉 貴幸 第１７３９５号  一般建設業 平成30年8月24日

  電気工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24日

有限会社エイコー・ハウスケア 仙台市泉区虹の丘４ー１５ー１８ （般ー２８） 一部廃業 平成30年8月24日

佐々木 英夫 第１７６６１号  一般建設業 平成30年8月24日

  建築工事業 平成30年8月24日

  大工工事業 平成30年8月24日

  屋根工事業 平成30年8月24日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24日

株式会社千葉園芸 仙台市宮城野区新田５ー１ー６ （般ー２８） 一部廃業 平成30年8月24日

千葉 正和 第１８３４８号  一般建設業 平成30年8月24日

  建築工事業 平成30年8月24日

  大工工事業 平成30年8月24日

  屋根工事業 平成30年8月24日

  内装仕上工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24日

コペルエステート株式会社 仙台市若林区なないろの里１ー１９ー （般ー２９） 全部廃業 平成30年8月24日

高橋 秀樹 ３ー１０６ 第１９３５０号  一般建設業 平成30年8月24日

  建築工事業 平成30年8月24日

  大工工事業 平成30年8月24日

  屋根工事業 平成30年8月24日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年8月24日

  内装仕上工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24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 （特ー２９） 一部廃業 平成30年8月24日

大橋 次雄 第１９４９４号  特定建設業 平成30年8月24日

  管工事業 平成30年8月24日

  内装仕上工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24日

株式会社エムテック 名取市飯野坂３ー１ー１７ （般ー２９） 全部廃業 平成30年8月24日

水戸 正 第２１３６４号  一般建設業 平成30年8月24日

  土木工事業 平成30年8月24日

  とび・土工工事業 平成30年8月24日

平成30年8月24日

佐藤工業株式会社 牡鹿郡女川町鷲神浜字内山５８ー３ （特ー２７） 一部廃業 平成30年9月7日

佐藤 昭宏 第７３２号  特定建設業 平成30年9月7日

  造園工事業 平成30年9月7日

平成30年9月7日

木戸建設株式会社 加美郡加美町字町裏７７ー１ （特ー２６） 一部廃業 平成30年9月7日

木戸 和夫 第１４９５号  特定建設業 平成30年9月7日

  建築工事業 平成30年9月7日

  大工工事業 平成30年9月7日

  内装仕上工事業 平成30年9月7日

平成30年9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

有限会社中木屋鉄建 石巻市新栄２ー２ー１１ （般ー２６） 全部廃業 平成30年9月7日

中木屋 俊茂 第１５３７４号  一般建設業 平成30年9月7日

  とび・土工工事業 平成30年9月7日

  鋼構造物工事業 平成30年9月7日

平成30年9月7日

本田建築 加美郡色麻町黒沢字川端２０ （般ー２７） 全部廃業 平成30年9月7日

本田 準 第１６１４８号  一般建設業 平成30年9月7日

  建築工事業 平成30年9月7日

平成30年9月7日

株式会社クリエイト創建 仙台市若林区古城３ー７ー５ （般ー２８） 一部廃業 平成30年9月7日

吉田 順一 第１７８９３号  一般建設業 平成30年9月7日

  土木工事業 平成30年9月7日

  左官工事業 平成30年9月7日

  とび・土工工事業 平成30年9月7日

  石工事業 平成30年9月7日

  鋼構造物工事業 平成30年9月7日

  舗装工事業 平成30年9月7日

  しゅんせつ工事業 平成30年9月7日

  板金工事業 平成30年9月7日

  ガラス工事業 平成30年9月7日

  塗装工事業 平成30年9月7日

  防水工事業 平成30年9月7日

  熱絶縁工事業 平成30年9月7日

  建具工事業 平成30年9月7日

  水道施設工事業 平成30年9月7日

平成30年9月7日

株式会社ウェスト工房 仙台市宮城野区扇町１ー８ー２１ （特ー２９） 一部廃業 平成30年9月7日

荒谷 昭夫 第１９２６８号  特定建設業 平成30年9月7日

  管工事業 平成30年9月7日

平成30年9月7日

阿部藤建設株式会社 本吉郡南三陸町志津川字平井田９３ー１ （般・特ー２７） 一部廃業 平成30年9月21日

藤谷 廣司 第７８４号  一般建設業 平成30年9月21日

  大工工事業 平成30年9月21日

平成30年9月21日

有限会社東北仮設資材工業 名取市大手町４ー７ー３ （般ー２７） 全部廃業 平成30年9月21日

佐藤 勇司 第８０７５号  一般建設業 平成30年9月21日

  とび・土工工事業 平成30年9月21日

平成30年9月21日

有限会社田尻工務店 東松島市矢本字下浦３１０ー１ （特ー２７） 全部廃業 平成30年9月21日

田尻 武雄 第１２８３５号  特定建設業 平成30年9月21日

  建築工事業 平成30年9月21日

  大工工事業 平成30年9月21日

  内装仕上工事業 平成30年9月21日

平成30年9月21日

白鳥産業 栗原市築館宮野中央１ー１４ー６ （般ー２６） 全部廃業 平成30年9月21日

白鳥 昭彦 第１５７１０号  一般建設業 平成30年9月21日

  土木工事業 平成30年9月21日

  とび・土工工事業 平成30年9月21日

  舗装工事業 平成30年9月21日

平成30年9月21日

株式会社エスイーテクニカ 仙台市泉区実沢字清吾１２ （特ー２７） 一部廃業 平成30年9月21日

関口 光昭 第１６３１８号  特定建設業 平成30年9月21日

  土木工事業 平成30年9月21日

  舗装工事業 平成30年9月21日

  しゅんせつ工事業 平成30年9月21日

  水道施設工事業 平成30年9月21日

平成30年9月21日

松野コンクリート工業株式会社 白石市大平中目字中屋敷前３０ー１ （般ー２５） 全部廃業 平成30年9月21日

松野 俊悦 第１９９３２号  一般建設業 平成30年9月21日

  土木工事業 平成30年9月21日

  とび・土工工事業 平成30年9月21日

  舗装工事業 平成30年9月21日

  造園工事業 平成30年9月21日

平成30年9月21日

平成30年9月21日

株式会社クリーン・ハート 栗原市瀬峰藤沢瀬嶺２６ （般ー２８） 一部廃業 平成30年9月21日

後藤 勝彦 第２０７８３号  一般建設業 平成30年9月21日

  土木工事業 平成30年9月21日

  石工事業 平成30年9月21日

  鋼構造物工事業 平成30年9月21日

  舗装工事業 平成30年9月21日

  しゅんせつ工事業 平成30年9月21日

  塗装工事業 平成30年9月21日

  水道施設工事業 平成30年9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

平成30年9月21日

若生工務店 黒川郡大郷町大松沢字堤下２１ （般ー２９） 全部廃業 平成30年10月11日

若生 豊 第１０４９５号  一般建設業 平成30年10月11日

  建築工事業 平成30年10月11日

  大工工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

仙建砕石株式会社 岩沼市相の原１ー４ー２１ （般ー２７） 一部廃業 平成30年10月11日

大友 養助 第１５８５４号  一般建設業 平成30年10月11日

  塗装工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

株式会社ライフリフォーム仙台 仙台市泉区将監１１ー４ー１１ （般ー２７） 全部廃業 平成30年10月11日

小野 孝雄 第１６１６７号  一般建設業 平成30年10月11日

  建築工事業 平成30年10月11日

  大工工事業 平成30年10月11日

  とび・土工工事業 平成30年10月11日

  屋根工事業 平成30年10月11日

  塗装工事業 平成30年10月11日

  防水工事業 平成30年10月11日

  内装仕上工事業 平成30年10月11日

  造園工事業 平成30年10月11日

  水道施設工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

有限会社髙梨組建設運輸 石巻市広渕字町北１０１ー１ （般ー２５） 一部廃業 平成30年10月11日

髙梨 春江 第１６９９７号  一般建設業 平成30年10月11日

  しゅんせつ工事業 平成30年10月11日

  水道施設工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

株式会社ファミリ工房東北 仙台市泉区南中山２ー１２ー９ー１０３ （般ー２６） 全部廃業 平成30年10月11日

大谷 聡 第１７３０５号  一般建設業 平成30年10月11日

  建築工事業 平成30年10月11日

  大工工事業 平成30年10月11日

  内装仕上工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

有限会社トータルクリエイト 仙台市若林区石名坂１０ー９１３ （般ー２９） 全部廃業 平成30年10月11日

大宮 晴美 第１８０３９号  一般建設業 平成30年10月11日

  大工工事業 平成30年10月11日

  左官工事業 平成30年10月11日

  石工事業 平成30年10月11日

  屋根工事業 平成30年10月11日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年10月11日

  板金工事業 平成30年10月11日

  ガラス工事業 平成30年10月11日

  塗装工事業 平成30年10月11日

  防水工事業 平成30年10月11日

  内装仕上工事業 平成30年10月11日

  熱絶縁工事業 平成30年10月11日

  建具工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

株式会社ヒルト 宮城郡七ヶ浜町遠山３ー１０ー４７ （特ー２９） 全部廃業 平成30年10月11日

松浦 資弘 第１９４６２号  特定建設業 平成30年10月11日

  土木工事業 平成30年10月11日

  とび・土工工事業 平成30年10月11日

  舗装工事業 平成30年10月11日

  水道施設工事業 平成30年10月11日

  解体工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

株式会社東北オール電化推進社 名取市上余田字市坪４３１ー１ （般ー２５） 全部廃業 平成30年10月11日

藤本 和幸 第１９８２４号  一般建設業 平成30年10月11日

  電気工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

株式会社ケンセイ技建 仙台市宮城野区高砂１ー５ー４ （般ー２６） 一部廃業 平成30年10月11日

柿本 達也 第２０１２３号  一般建設業 平成30年10月11日

  建築工事業 平成30年10月11日

  管工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

株式会社ＰＢＭ 仙台市青葉区折立１ー１２ー２６ （般ー２６） 全部廃業 平成30年10月11日

佐瀬 宣行 第２０２５０号  一般建設業 平成30年10月11日

  土木工事業 平成30年10月11日

  建築工事業 平成30年10月11日

  とび・土工工事業 平成30年10月11日

  石工事業 平成30年10月11日

  鋼構造物工事業 平成30年10月11日

  舗装工事業 平成30年10月11日

  しゅんせつ工事業 平成30年10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

平成30年10月11日

株式会社オシノ電設 柴田郡大河原町字東新町２１ー２０ （般ー２７） 全部廃業 平成30年10月11日

押野 哲男 第２０５７２号  一般建設業 平成30年10月11日

  電気工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

株式会社ビバックトランスポート 仙台市宮城野区中野４ー１ー３９ （般ー２８） 全部廃業 平成30年10月11日

藤枝 雅之 第２０７５１号  一般建設業 平成30年10月11日

  土木工事業 平成30年10月11日

  とび・土工工事業 平成30年10月11日

  舗装工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

しらさぎプラント 石巻市須江字しらさぎ台３ー１９ー１２ （般ー２８） 全部廃業 平成30年10月11日

阿部 清市 第２０８７９号  一般建設業 平成30年10月11日

  管工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

株式会社クレアシオン 仙台市若林区土樋７３ー２ー５０６ （般ー２９） 全部廃業 平成30年10月11日

工藤 祐悦 第２１１４４号  一般建設業 平成30年10月11日

  建築工事業 平成30年10月11日

  大工工事業 平成30年10月11日

  屋根工事業 平成30年10月11日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年10月11日

  鋼構造物工事業 平成30年10月11日

  内装仕上工事業 平成30年10月11日

平成30年10月11日

株式会社成田鋼業 仙台市若林区中倉２ー２４ー５ （般ー２６） 一部廃業 平成30年10月26日

成田 春樹 第３９０３号  一般建設業 平成30年10月26日

  電気工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

株式会社菊城電気 多賀城市浮島字西沢１ー１ （般ー２７） 全部廃業 平成30年10月26日

菊池 士江 第９９２７号  一般建設業 平成30年10月26日

  電気工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

有限会社高橋工務店 栗原市瀬峰三代７５ー９ （般ー２７） 一部廃業 平成30年10月26日

髙橋 広明 第１１６２９号  一般建設業 平成30年10月26日

  管工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

有限会社サンタック 大崎市古川塚目字屋敷２８８ー１ （般ー３０） 一部廃業 平成30年10月26日

照井 康生 第１２２８５号  一般建設業 平成30年10月26日

  建築工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

有限会社東建設工業 石巻市小船越字大縄場６７ー４ （般ー２８） 全部廃業 平成30年10月26日

伊東 貞男 第１２５１９号  一般建設業 平成30年10月26日

  土木工事業 平成30年10月26日

  とび・土工工事業 平成30年10月26日

  舗装工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

有限会社エムエス電工 仙台市青葉区みやぎ台２ー２０ー１１ （般ー２７） 一部廃業 平成30年10月26日

庄子 実 第１２９０３号  一般建設業 平成30年10月26日

  土木工事業 平成30年10月26日

  建築工事業 平成30年10月26日

  とび・土工工事業 平成30年10月26日

  石工事業 平成30年10月26日

  鋼構造物工事業 平成30年10月26日

  舗装工事業 平成30年10月26日

  しゅんせつ工事業 平成30年10月26日

  塗装工事業 平成30年10月26日

  水道施設工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

株式会社エネサンス東北 仙台市宮城野区榴岡４ー２ー３ （般ー２５） 一部廃業 平成30年10月26日

紺野 貴寛 第１９８８０号  一般建設業 平成30年10月26日

  電気工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

有限会社ミツコーポレーション 仙台市泉区古内字糺１ー２ （般ー２５） 一部廃業 平成30年10月26日

藤原 重光 第１９８８７号  一般建設業 平成30年10月26日

  建築工事業 平成30年10月26日

  大工工事業 平成30年10月26日

  屋根工事業 平成30年10月26日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

株式会社匠 黒川郡大和町吉田字中田７７ー１ （般ー２６） 全部廃業 平成30年10月26日

庄子 要 第２０１５９号  一般建設業 平成30年10月26日

  大工工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

株式会社創成建設 仙台市青葉区郷六字龍沢６３ー１ （般ー２７） 全部廃業 平成30年10月26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

田口 淳一 第２０５６９号  一般建設業 平成30年10月26日

  土木工事業 平成30年10月26日

  とび・土工工事業 平成30年10月26日

  石工事業 平成30年10月26日

  鋼構造物工事業 平成30年10月26日

  舗装工事業 平成30年10月26日

  しゅんせつ工事業 平成30年10月26日

  水道施設工事業 平成30年10月26日

  解体工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

株式会社キョウシン 登米市迫町佐沼字光ケ丘３５ー１ （般ー２８） 一部廃業 平成30年10月26日

梅本 茂俊 第２０８３３号  一般建設業 平成30年10月26日

  とび・土工工事業 平成30年10月26日

  石工事業 平成30年10月26日

  鋼構造物工事業 平成30年10月26日

  舗装工事業 平成30年10月26日

  しゅんせつ工事業 平成30年10月26日

  塗装工事業 平成30年10月26日

  水道施設工事業 平成30年10月26日

平成30年10月26日

株式会社エー・シー商会 仙台市青葉区宮町５ー６ー３ （般ー２８） 一部廃業 平成30年11月16日

望月 衞 第６９６号  一般建設業 平成30年11月16日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年11月16日

  熱絶縁工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

齋藤建築店 柴田郡柴田町船岡中央１ー７ー８ （般ー２６） 全部廃業 平成30年11月16日

齋藤 敏幸 第２４９７号  一般建設業 平成30年11月16日

  建築工事業 平成30年11月16日

  大工工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

千光電気 栗原市金成片馬合佐野原１３ー４ （般ー２８） 全部廃業 平成30年11月16日

千葉 清 第５６１５号  一般建設業 平成30年11月16日

  電気工事業 平成30年11月16日

  電気通信工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

株式会社武海建設 仙台市若林区六丁の目元町１３ー２０ （般ー２７） 全部廃業 平成30年11月16日

萩原 武 第７３２６号  一般建設業 平成30年11月16日

  建築工事業 平成30年11月16日

  大工工事業 平成30年11月16日

  とび・土工工事業 平成30年11月16日

  内装仕上工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

佐藤総業株式会社 柴田郡柴田町大字船岡字清住町３６ー （般ー２９） 一部廃業 平成30年11月16日

佐藤 泰崇 １７ 第８６３７号  一般建設業 平成30年11月16日

  土木工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

株式会社森商事 岩沼市押分字南谷地８６ー４ （般ー２７） 一部廃業 平成30年11月16日

森 通匡 第１０２００号  一般建設業 平成30年11月16日

  建築工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

株式会社車塚工務店 塩竈市字伊保石２６６ー２ （般ー２６） 全部廃業 平成30年11月16日

車塚 昭吉 第１０７８６号  一般建設業 平成30年11月16日

  建築工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

株式会社静和商会 仙台市若林区沖野１ー５６ー２０ （般ー２６） 全部廃業 平成30年11月16日

菅原 春夫 第１５７４７号  一般建設業 平成30年11月16日

  電気工事業 平成30年11月16日

  管工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

株式会社宮城化成 栗原市一迫北沢半金沢１５ー４ （般ー２９） 全部廃業 平成30年11月16日

小山 昭彦 第１８０６７号  一般建設業 平成30年11月16日

  大工工事業 平成30年11月16日

  屋根工事業 平成30年11月16日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年11月16日

  内装仕上工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16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30年11月16日

志小田 壽一 第１８５７０号  一般建設業 平成30年11月16日

  建築工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

株式会社福互 富谷市成田５ー１６ー６ （般ー２９） 全部廃業 平成30年11月16日

三浦 良太 第１９４８８号  一般建設業 平成30年11月16日

  土木工事業 平成30年11月16日

  とび・土工工事業 平成30年11月16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30年11月16日

  鋼構造物工事業 平成30年11月16日

  舗装工事業 平成30年11月16日

  しゅんせつ工事業 平成30年11月16日

  塗装工事業 平成30年11月16日

  水道施設工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

株式会社昇栄建設 仙台市宮城野区岡田字浜通６７ー３ （般ー２８） 全部廃業 平成30年11月16日

阿部 和幸 第２０８８５号  一般建設業 平成30年11月16日

  とび・土工工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

大蔵山スタジオ株式会社 伊具郡丸森町大張大蔵字小倉１０ー１ （般ー２９） 一部廃業 平成30年11月16日

山田 能資 第２１４５８号  一般建設業 平成30年11月16日

  造園工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16日

株式会社齋建興業 名取市美田園２ー９ー１６ （般ー３０） 一部廃業 平成30年11月16日

佐藤 健一 第２１５９２号  一般建設業 平成30年11月16日

  塗装工事業 平成30年11月16日

平成30年11月16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11月30日

石川 佳洋 第９２６５号  一般建設業 平成30年11月30日

  熱絶縁工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30日

有限会社千坂工業 加美郡加美町平柳字六兵衛２ー１ （般ー２８） 一部廃業 平成30年11月30日

千坂 一郎 第１１３８１号  一般建設業 平成30年11月30日

  造園工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30日

株式会社ヤマト機械 岩沼市寺島字川向４４ー１ （般ー２９） 全部廃業 平成30年11月30日

各務 正敏 第１４８４２号  一般建設業 平成30年11月30日

  とび・土工工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30日

有限会社功和電設 富谷市日吉台１ー３４ー５ （般ー２５） 全部廃業 平成30年11月30日

三浦 透 第１５３５８号  一般建設業 平成30年11月30日

  電気工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30日

有限会社センゴク塗装 名取市手倉田字堰根５４５ー２ （般ー２７） 全部廃業 平成30年11月30日

仙石 隆行 第１５８８０号  一般建設業 平成30年11月30日

  塗装工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30日

株式会社日富重機 仙台市泉区松陵２ー２６ー８ （般ー２５） 一部廃業 平成30年11月30日

日下 春男 第１７０３８号  一般建設業 平成30年11月30日

  舗装工事業 平成30年11月30日

  造園工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30日

株式会社創建築 瀬納市宮城野区岩切字青津目５ー１ （般ー２５） 一部廃業 平成30年11月30日

若生 智彦 第１８３５７号  一般建設業 平成30年11月30日

  土木工事業 平成30年11月30日

  とび・土工工事業 平成30年11月30日

  石工事業 平成30年11月30日

  鋼構造物工事業 平成30年11月30日

  鉄筋工事業 平成30年11月30日

  舗装工事業 平成30年11月30日

  しゅんせつ工事業 平成30年11月30日

  水道施設工事業 平成30年11月30日

  解体工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30日

株式会社明伸 岩沼市吹上３ー２ー８ （般ー２６） 全部廃業 平成30年11月30日

矢部 伸明 第２０１４２号  一般建設業 平成30年11月30日

  土木工事業 平成30年11月30日

  とび・土工工事業 平成30年11月30日

  石工事業 平成30年11月30日

  鋼構造物工事業 平成30年11月30日

  舗装工事業 平成30年11月30日

  しゅんせつ工事業 平成30年11月30日

  水道施設工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30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） 全部廃業 平成30年11月30日

末谷 裕二 第２０１８９号  一般建設業 平成30年11月30日

  土木工事業 平成30年11月30日

  とび・土工工事業 平成30年11月30日

  解体工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30日

株式会社Ｖ−ｓｐｅｃ Ｃｏｍｐａｎｙ 名取市高柳字辻２２９ （般ー２８） 全部廃業 平成30年11月30日

奥山 秀吉 第２０９５０号  一般建設業 平成30年11月30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

  土木工事業 平成30年11月30日

  とび・土工工事業 平成30年11月30日

  石工事業 平成30年11月30日

  鋼構造物工事業 平成30年11月30日

  舗装工事業 平成30年11月30日

  しゅんせつ工事業 平成30年11月30日

  水道施設工事業 平成30年11月30日

  解体工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30日

クラスターゲット株式会社 仙台市青葉区二日町１６ー１ー２ーＣ （般ー２９） 全部廃業 平成30年11月30日

大堀 稔 第２１３９８号  一般建設業 平成30年11月30日

  土木工事業 平成30年11月30日

  とび・土工工事業 平成30年11月30日

  石工事業 平成30年11月30日

  鋼構造物工事業 平成30年11月30日

  舗装工事業 平成30年11月30日

  しゅんせつ工事業 平成30年11月30日

  塗装工事業 平成30年11月30日

  水道施設工事業 平成30年11月30日

  解体工事業 平成30年11月30日

平成30年11月30日

株式会社ヒジリ建設 仙台市青葉区落合５ー１５ー３８ （特ー２５） 全部廃業 平成30年12月18日

庄子 佳奈 第６３９４号  特定建設業 平成30年12月18日

  建築工事業 平成30年12月18日

  大工工事業 平成30年12月18日

  屋根工事業 平成30年12月18日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成30年12月18日

  内装仕上工事業 平成30年12月18日

平成30年12月18日

有限会社青木産業 塩竈市赤坂２３ー１７ （般ー２９） 全部廃業 平成30年12月18日

青木 清二 第１１７３１号  一般建設業 平成30年12月18日

  土木工事業 平成30年12月18日

  とび・土工工事業 平成30年12月18日

  石工事業 平成30年12月18日

  舗装工事業 平成30年12月18日

  しゅんせつ工事業 平成30年12月18日

  水道施設工事業 平成30年12月18日

平成30年12月18日

株式会社ミヤックス 仙台市泉区寺岡１ー１ー３ （般ー２７） 一部廃業 平成30年12月18日

髙橋 文蔵 第１１９０７号  一般建設業 平成30年12月18日

  造園工事業 平成30年12月18日

平成30年12月18日

有限会社光芳 仙台市太白区羽黒台４０ー３ （般ー２５） 一部廃業 平成30年12月18日

杉下 芳明 第１７０７６号  一般建設業 平成30年12月18日

  建築工事業 平成30年12月18日

平成30年12月18日

株式会社プロウス 仙台市青葉区上愛子字雷神７ー２６ （般ー２６） 全部廃業 平成30年12月18日

髙橋 十久男 第２０２４３号  一般建設業 平成30年12月18日

  土木工事業 平成30年12月18日

  とび・土工工事業 平成30年12月18日

  舗装工事業 平成30年12月18日

  水道施設工事業 平成30年12月18日

平成30年12月18日

有限会社藤一建築 仙台市若林区今泉１ー１５ー２１ （般ー２６） 一部廃業 平成31年1月11日

佐藤 一弘 第２９１７号  一般建設業 平成31年1月11日

  土木工事業 平成31年1月11日

  とび・土工工事業 平成31年1月11日

平成31年1月11日

泉工務店 仙台市若林区今泉字古川８８ー４ （般ー２８） 全部廃業 平成31年1月11日

佐藤 勉 第５５３６号  一般建設業 平成31年1月11日

  建築工事業 平成31年1月11日

  大工工事業 平成31年1月11日

平成31年1月11日

エステーケー電機サービス株式会社 仙台市青葉区川内三十人町４４ー１１ （般ー２７） 全部廃業 平成31年1月11日

鈴木 克巳 第８２８６号  一般建設業 平成31年1月11日

  電気工事業 平成31年1月11日

平成31年1月11日

大一電気システム株式会社 牡鹿郡女川町浦宿浜字十二神２ー２ （般ー２７） 一部廃業 平成31年1月11日

阿部 学 第９４３８号  一般建設業 平成31年1月11日

  管工事業 平成31年1月11日

平成31年1月11日

有限会社小野設備工業 名取市田高字南４８５ （般ー２６） 一部廃業 平成31年1月11日

小野 正男 第１０５４２号  一般建設業 平成31年1月11日

  土木工事業 平成31年1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

  しゅんせつ工事業 平成31年1月11日

  水道施設工事業 平成31年1月11日

平成31年1月11日

土木地質株式会社 仙台市泉区本田町１３ー３１ （般・特ー２８） 一部廃業 平成31年1月11日

橋本 岳祉 第１１１３２号  一般建設業 平成31年1月11日

  管工事業 平成31年1月11日

平成31年1月11日

株式会社住の窓口 仙台市泉区泉中央２ー７ー３ （般ー２９） 全部廃業 平成31年1月11日

原 靖夫 第１１６１８号  一般建設業 平成31年1月11日

  建築工事業 平成31年1月11日

平成31年1月11日

東日工業有限会社 石巻市大街道東３ー１９ー６１ （般ー２５） 全部廃業 平成31年1月11日

阿部 正榮 第１７０８１号  一般建設業 平成31年1月11日

  管工事業 平成31年1月11日

  鋼構造物工事業 平成31年1月11日

  機械器具設置工事業 平成31年1月11日

平成31年1月11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） 全部廃業 平成31年1月11日

澤口 一洋 第１９０６９号  一般建設業 平成31年1月11日

  大工工事業 平成31年1月11日

平成31年1月11日

八嶋電設工業 黒川郡大郷町味明字後谷地北山９ー１ （般ー２７） 全部廃業 平成31年1月11日

八嶋 昭 第２０６７６号  一般建設業 平成31年1月11日

  電気通信工事業 平成31年1月11日

平成31年1月11日

株式会社阿部工務店 亘理郡亘理町荒浜字水神６２ （特ー２９） 一部廃業 平成31年1月25日

阿部 亀久夫 第１４４２号  特定建設業 平成31年1月25日

  電気工事業 平成31年1月25日

平成31年1月25日

梶原建設 気仙沼市唐桑町明戸２６８ （般ー２５） 全部廃業 平成31年1月25日

梶原 潤一 第９００４号  一般建設業 平成31年1月25日

  建築工事業 平成31年1月25日

  大工工事業 平成31年1月25日

平成31年1月25日

ヒラク興産株式会社 多賀城市明月２ー１ー３０ （般ー２８） 一部廃業 平成31年1月25日

丹野 孝 第１１２４４号  一般建設業 平成31年1月25日

  建築工事業 平成31年1月25日

  大工工事業 平成31年1月25日

  左官工事業 平成31年1月25日

  とび・土工工事業 平成31年1月25日

  石工事業 平成31年1月25日

  屋根工事業 平成31年1月25日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成31年1月25日

  鉄筋工事業 平成31年1月25日

  板金工事業 平成31年1月25日

  ガラス工事業 平成31年1月25日

  塗装工事業 平成31年1月25日

  内装仕上工事業 平成31年1月25日

  熱絶縁工事業 平成31年1月25日

  建具工事業 平成31年1月25日

平成31年1月25日

丸弘 宮城郡松島町磯崎字蟹松５ー２１ （般ー２９） 全部廃業 平成31年1月25日

大内 勝弘 第１７９５８号  一般建設業 平成31年1月25日

  とび・土工工事業 平成31年1月25日

平成31年1月25日

株式会社アルテック建設 富谷市成田９ー１５ー１ （般ー２５） 一部廃業 平成31年1月25日

平岡 慎一 第１９９５５号  一般建設業 平成31年1月25日

  鉄筋工事業 平成31年1月25日

平成31年1月25日

株式会社松和建設 石巻市蛇田字新刈場６ （般ー２８） 一部廃業 平成31年1月25日

千葉 みゆき 第２０８１１号  一般建設業 平成31年1月25日

  左官工事業 平成31年1月25日

  板金工事業 平成31年1月25日

  ガラス工事業 平成31年1月25日

  防水工事業 平成31年1月25日

  熱絶縁工事業 平成31年1月25日

  建具工事業 平成31年1月25日

平成31年1月25日

株式会社ワークパートナー 名取市手倉田字山１６２ー１７ （般ー２９） 一部廃業 平成31年1月25日

志賀 政志 第２１１３９号  一般建設業 平成31年1月25日

  建築工事業 平成31年1月25日

  石工事業 平成31年1月25日

  鋼構造物工事業 平成31年1月25日

  しゅんせつ工事業 平成31年1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

  水道施設工事業 平成31年1月25日

  解体工事業 平成31年1月25日

平成31年1月25日

日幸電設株式会社 亘理郡亘理町逢隈鹿島字吹田１９ー１ （般ー２９） 一部廃業 平成31年2月14日

大條 修也 第１１９０号  一般建設業 平成31年2月14日

  管工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

株式会社千田建設 大崎市岩出山池月字下宮山口前２ （般ー２６） 全部廃業 平成31年2月14日

千田 喜美夫 第１７４９号  一般建設業 平成31年2月14日

  土木工事業 平成31年2月14日

  建築工事業 平成31年2月14日

  大工工事業 平成31年2月14日

  とび・土工工事業 平成31年2月14日

  屋根工事業 平成31年2月14日

  管工事業 平成31年2月14日

  舗装工事業 平成31年2月14日

  内装仕上工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

株式会社カネトワタナベ鐵工 石巻市成田字小塚裏畑１８ー１ （般ー２７） 全部廃業 平成31年2月14日

渡邊 勝 第１３２３８号  一般建設業 平成31年2月14日

  建築工事業 平成31年2月14日

  鋼構造物工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

株式会社イガラシ工業 仙台市青葉区二日町８ー６ ３Ｆ （般ー２８） 一部廃業 平成31年2月14日

内村 裕 第１４４１５号  一般建設業 平成31年2月14日

  造園工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

大槻設備 東松島市矢本字上河戸１６５ー３ （般ー２６） 全部廃業 平成31年2月14日

大槻 研知 第１７２５０号  一般建設業 平成31年2月14日

  管工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

ＩＴＭ電機サービス 仙台市太白区太白２ー６ー８ （般ー２６） 全部廃業 平成31年2月14日

大友 匡樹 第１８５２７号  一般建設業 平成31年2月14日

  屋根工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

関谷工務店 石巻市水明南２ー１０ー１１ （般ー２６） 全部廃業 平成31年2月14日

関谷 茂 第１８６３０号  一般建設業 平成31年2月14日

  建築工事業 平成31年2月14日

  大工工事業 平成31年2月14日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

有限会社縁 名取市大手町１ー６ー５ （般ー２８） 全部廃業 平成31年2月14日

村上 久仁 第１９００８号  一般建設業 平成31年2月14日

  とび・土工工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

合同会社太陽興業 宮城郡松島町高城字城内二２８ーＣ （般ー２６） 全部廃業 平成31年2月14日

白戸 健悦 第２００４７号  一般建設業 平成31年2月14日

  土木工事業 平成31年2月14日

  とび・土工工事業 平成31年2月14日

  石工事業 平成31年2月14日

  鋼構造物工事業 平成31年2月14日

  舗装工事業 平成31年2月14日

  しゅんせつ工事業 平成31年2月14日

  塗装工事業 平成31年2月14日

  水道施設工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

ベンチャーブラコン株式会社 多賀城市桜木２ー８ー１５ （般ー２８） 全部廃業 平成31年2月14日

佐藤 正義 第２０８１５号  一般建設業 平成31年2月14日

  土木工事業 平成31年2月14日

  とび・土工工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

株式会社ダイヤテックス宮城 仙台市青葉区二日町１１ー１３ （般ー３０） 全部廃業 平成31年2月14日

太田 司 第２１５４６号  一般建設業 平成31年2月14日

  とび・土工工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

フジ技研工業株式会社 宮城郡利府町中央３ー５ー１ー１０３ （般ー３０） 一部廃業 平成31年2月14日

伊沢 啓一 第２１５９４号  一般建設業 平成31年2月14日

  建築工事業 平成31年2月14日

平成31年2月14日

株式会社猪又組 登米市東和町米谷字根廻２６ （般・特ー２６） 一部廃業 平成31年3月1日

猪又 恵美 第２５０号  一般建設業 平成31年3月1日

  管工事業 平成31年3月1日

 特定建設業 平成31年3月1日

  建築工事業 平成31年3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

  造園工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

佐久田建設株式会社 登米市登米町寺池三日町５１ー６ （般ー２６） 全部廃業 平成31年3月1日

佐久田 誠好 第１７６４号  一般建設業 平成31年3月1日

  土木工事業 平成31年3月1日

  建築工事業 平成31年3月1日

  大工工事業 平成31年3月1日

  とび・土工工事業 平成31年3月1日

  石工事業 平成31年3月1日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成31年3月1日

  舗装工事業 平成31年3月1日

  水道施設工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

株式会社八重咲工業 東松島町牛網字駅前１ー６ー３ （般ー２６） 全部廃業 平成31年3月1日

千葉 美香 第２３７４号  一般建設業 平成31年3月1日

  土木工事業 平成31年3月1日

  とび・土工工事業 平成31年3月1日

  石工事業 平成31年3月1日

  舗装工事業 平成31年3月1日

  しゅんせつ工事業 平成31年3月1日

  熱絶縁工事業 平成31年3月1日

  水道施設工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

たかはし建業 大崎市田尻沼部字北沢９４ （般ー２９） 全部廃業 平成31年3月1日

髙橋 賢市 第１２７６０号  一般建設業 平成31年3月1日

  建築工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

有限会社熊谷産業 石巻市北上町橋浦字南釜谷崎３４０ （般ー２８） 一部廃業 平成31年3月1日

熊谷 秋雄 第１３４６６号  一般建設業 平成31年3月1日

  大工工事業 平成31年3月1日

  左官工事業 平成31年3月1日

  板金工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

有限会社藤重機 大崎市岩出山池月字下宮銘沢東４ー２４ （般ー２５） 全部廃業 平成31年3月1日

佐藤 均 第１５３８６号  一般建設業 平成31年3月1日

  とび・土工工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

有限会社マルキ工業 仙台市宮城野区小田原１ー３ー４４ （般ー２５） 全部廃業 平成31年3月1日

但木 治 第１７０９４号  一般建設業 平成31年3月1日

  とび・土工工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

丸山工業 大崎市鹿島台大迫字樋渡浦１４ー１ （般ー２６） 全部廃業 平成31年3月1日

遠山 清彦 第１８６２４号  一般建設業 平成31年3月1日

  とび・土工工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

有限会社大一建設興業 石巻市鹿又字梅木屋敷３ー２ （般ー２８） 一部廃業 平成31年3月1日

阿部 順幸 第１９１７５号  一般建設業 平成31年3月1日

  建築工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

株式会社福岡建設 仙台市青葉区二日町１０ー２０ー２Ｆ− （特ー２７） 一部廃業 平成31年3月1日

福岡 健太郎 Ｇ 第２０４５２号  特定建設業 平成31年3月1日

  石工事業 平成31年3月1日

  鋼構造物工事業 平成31年3月1日

  しゅんせつ工事業 平成31年3月1日

  塗装工事業 平成31年3月1日

  水道施設工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

気仙沼電機 気仙沼市西中才１６２ー１０ （般ー２８） 全部廃業 平成31年3月1日

横山 萬里 第２０８１２号  一般建設業 平成31年3月1日

  電気工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

株式会社ＹＳｄｉａｇｒａｍ 仙台市若林区荒井５ー１９ー６ー１０１ （般ー３０） 一部廃業 平成31年3月1日

上遠野 弥生 第２１６９２号  一般建設業 平成31年3月1日

  電気工事業 平成31年3月1日

平成31年3月1日

有限会社木村建設 牡鹿郡女川町浦宿浜字原４３ー１ （般ー２７） 全部廃業 平成31年3月22日

木村 俊 第１２０００号  一般建設業 平成31年3月22日

  土木工事業 平成31年3月22日

  建築工事業 平成31年3月22日

  とび・土工工事業 平成31年3月22日

  管工事業 平成31年3月22日

  舗装工事業 平成31年3月22日

  しゅんせつ工事業 平成31年3月22日

  水道施設工事業 平成31年3月22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31年3月22日

株式会社宮城電気サービス 東松島市大曲字堺堀１３５ー３４ （般ー２７） 一部廃業 平成31年3月22日

齋藤 裕司 第１３１４０号  一般建設業 平成31年3月22日

  消防施設工事業 平成31年3月22日

平成31年3月22日

有限会社シンコウ 仙台市太白区鈎取本町２ー４ー６ （般ー２９） 全部廃業 平成31年3月22日

寺崎 敏幸 第１４９３３号  一般建設業 平成31年3月22日

  防水工事業 平成31年3月22日

平成31年3月22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31年3月22日

洞城 光仲 第１７８９８号  一般建設業 平成31年3月22日

  とび・土工工事業 平成31年3月22日

  鋼構造物工事業 平成31年3月22日

  解体工事業 平成31年3月22日

平成31年3月22日

株式会社平和 石巻市泉町２ー１ー４２ （般ー２５） 全部廃業 平成31年3月22日

木村 五郎 第１８４０８号  一般建設業 平成31年3月22日

  塗装工事業 平成31年3月22日

平成31年3月22日

有限会社リンベル 多賀城市中央３ー１９ー５ （般ー２７） 全部廃業 平成31年3月22日

鈴木 雄一 第１８９２５号  一般建設業 平成31年3月22日

  建築工事業 平成31年3月22日

平成31年3月22日

清水工務店 石巻市小船越字小川渕１２ （般ー２９） 全部廃業 平成31年3月22日

清水 武志 第１９３２８号  一般建設業 平成31年3月22日

  建築工事業 平成31年3月22日

  大工工事業 平成31年3月22日

  屋根工事業 平成31年3月22日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成31年3月22日

  内装仕上工事業 平成31年3月22日

平成31年3月22日

株式会社白神土木総建 栗原市若柳字上畑岡大森８２ー４ （般ー３０） 一部廃業 平成31年3月22日

大場 俊仁 第１９９４６号  一般建設業 平成31年3月22日

  造園工事業 平成31年3月22日

平成31年3月22日

株式会社小原工建 宮城郡利府町青山４ー１７ー２ （般ー２６） 全部廃業 平成31年3月22日

小原 一彦 第２０３２０号  一般建設業 平成31年3月22日

  建築工事業 平成31年3月22日

  大工工事業 平成31年3月22日

  左官工事業 平成31年3月22日

  とび・土工工事業 平成31年3月22日

  石工事業 平成31年3月22日

  屋根工事業 平成31年3月22日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成31年3月22日

  鋼構造物工事業 平成31年3月22日

  鉄筋工事業 平成31年3月22日

  板金工事業 平成31年3月22日

  ガラス工事業 平成31年3月22日

  塗装工事業 平成31年3月22日

  防水工事業 平成31年3月22日

  内装仕上工事業 平成31年3月22日

  熱絶縁工事業 平成31年3月22日

  建具工事業 平成31年3月22日


