
　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5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

結城組株式会社 渡郡亘理町逢隈中泉字中３ー１ （特ー２９） 一部廃業 令和2年4月6日

結城　寛 第１００１０号 　特定建設業 令和2年4月6日

　　建築工事業 令和2年4月6日

　　大工工事業 令和2年4月6日

　　屋根工事業 令和2年4月6日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年4月6日

　　内装仕上工事業 令和2年4月6日

令和2年4月6日

川村建築 加美郡色麻町一の関字松木沢６ （般ー２６） 全部廃業 令和2年4月6日

川村　保夫 第１１８７５号 　一般建設業 令和2年4月6日

　　建築工事業 令和2年4月6日

　　大工工事業 令和2年4月6日

令和2年4月6日

有限会社藤島建材 大崎市古川桜ノ目字新下釜１０―１ （般ー０１） 全部廃業 令和2年4月6日

藤島　正人 第１５４８３号 　一般建設業 令和2年4月6日

　　土木工事業 令和2年4月6日

令和2年4月6日

株式会社エフ・ケー 仙台市宮城野区福室７ー１ー４１ （般ー２６） 全部廃業 令和2年4月6日

横田　雄太 第１５８６０号 　一般建設業 令和2年4月6日

　　建築工事業 令和2年4月6日

　　左官工事業 令和2年4月6日

　　とび・土工工事業 令和2年4月6日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年4月6日

　　塗装工事業 令和2年4月6日

　　防水工事業 令和2年4月6日

　　内装仕上工事業 令和2年4月6日

令和2年4月6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２９） 全部廃業 令和2年4月6日

相澤　千加子 第１７５２１号 　一般建設業 令和2年4月6日

　　電気工事業 令和2年4月6日

　　管工事業 令和2年4月6日

令和2年4月6日

株式会社アイテック 石巻市不動町２ー６ー５ （般ー０２） 一部廃業 令和2年4月6日

相澤　公仁彦 第１８６１８号 　一般建設業 令和2年4月6日

　　建築工事業 令和2年4月6日

　　大工工事業 令和2年4月6日

　　屋根工事業 令和2年4月6日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年4月6日

　　内装仕上工事業 令和2年4月6日

令和2年4月6日

株式会社大雄建設 気仙沼市滝の入５ー５７ （般ー２７） 一部廃業 令和2年4月6日

大津　耀一 第２０２８９号 　一般建設業 令和2年4月6日

　　電気工事業 令和2年4月6日

令和2年4月6日

後藤板金工業 遠田郡涌谷町猪岡短台字桑畑１８ （般ー２８） 全部廃業 令和2年4月6日

後藤　健一 第２０８７７号 　一般建設業 令和2年4月6日

　　屋根工事業 令和2年4月6日

　　板金工事業 令和2年4月6日

令和2年4月6日

株式会社Ｖ 仙台市太白区西中田３ー２ー７ー９ （般ー３０） 一部廃業 令和2年4月6日

風間　仁 第２１８３６号 　一般建設業 令和2年4月6日

　　とび・土工工事業 令和2年4月6日

令和2年4月6日

株式会社大晃組 石巻市松並１ー１０ー７ （般ー２８） 一部廃業 令和2年4月21日

阿部　好孝 第１５０８号 　一般建設業 令和2年4月21日

　　消防施設工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日



株式会社平設備興業 仙台市宮城野区扇町７ー１ー３０ （般ー２７） 一部廃業 令和2年4月21日

佐藤　優昭 第８２２８号 　特定建設業 令和2年4月21日

　　管工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日

有限会社藤和工業 東松島市大曲字堺堀１６０ー３６ （般ー２８） 全部廃業 令和2年4月21日

後藤　徹雄 第１１２５３号 　一般建設業 令和2年4月21日

　　管工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日

株式会社清建 登米市迫町佐沼字南駒木袋２１２ー （般ー０１） 一部廃業 令和2年4月21日

小野寺　憲幸 第１１８２３号 　一般建設業 令和2年4月21日

　　電気工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日

有限会社匠住研 大崎市古川駅前大通２ー６ー２ （般ー２７） 全部廃業 令和2年4月21日

鎌田　三之助 第１１９２５号 　一般建設業 令和2年4月21日

　　土木工事業 令和2年4月21日

　　建築工事業 令和2年4月21日

　　大工工事業 令和2年4月21日

　　とび・土工工事業 令和2年4月21日

　　舗装工事業 令和2年4月21日

　　内装仕上工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日

スガイ塗料商事株式会社 仙台市若林区志波町５ー７ （般ー２９） 全部廃業 令和2年4月21日

菅井　清浩 第１３８２７号 　一般建設業 令和2年4月21日

　　塗装工事業 令和2年4月21日

　　防水工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日

川井土木工業 仙台市太白区山田上ノ台町１９ー１ （般ー３０） 全部廃業 令和2年4月21日

川井　英男 第１５１８３号 　一般建設業 令和2年4月21日

　　土木工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日

株式会社ダイユー建商 仙台市泉区松森字前沼５１ （般ー２９） 全部廃業 令和2年4月21日

吉田　勇 第１６８０７号 　一般建設業 令和2年4月21日

　　とび・土工工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日

株式会社ライフサポートシステム 仙台市青葉区国分町３ー４ー５ー５ （般ー３１） 全部廃業 令和2年4月21日

五十嵐　友哉 第１８４５０号 　一般建設業 令和2年4月21日

　　建築工事業 令和2年4月21日

　　大工工事業 令和2年4月21日

　　屋根工事業 令和2年4月21日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年4月21日

　　鋼構造物工事業 令和2年4月21日

　　内装仕上工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日

株式会社佐々木鉄工 石巻市新館１ー１ー６１ （般ー２７） 全部廃業 令和2年4月21日

佐々木　定次郎 第１８７５９号 　一般建設業 令和2年4月21日

　　鉄筋工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日

フェニーチェホーム気仙沼株式会社 気仙沼市田中前４ー３ー４ （般ー３０） 全部廃業 令和2年4月21日

西修　孝 第２０００２号 　一般建設業 令和2年4月21日

　　建築工事業 令和2年4月21日

　　大工工事業 令和2年4月21日

　　屋根工事業 令和2年4月21日

　　内装仕上工事業 令和2年4月21日

令和2年4月21日

有限会社鈴木建設 登米市迫町佐沼時天神前７５ー１ （般ー０１） 一部廃業 令和2年5月7日

千葉　正吉 第３２４７号 　特定建設業 令和2年5月7日

　　建築工事業 令和2年5月7日

　　大工工事業 令和2年5月7日

　　屋根工事業 令和2年5月7日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年5月7日

　　内装仕上工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

有限会社丸秀工業 石巻市北村字大番所２２ （般ー２９） 全部廃業 令和2年5月7日

佐藤　秀夫 第５９１８号 　一般建設業 令和2年5月7日

　　土木工事業 令和2年5月7日



　　とび・土工工事業 令和2年5月7日

　　石工事業 令和2年5月7日

　　舗装工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

株式会社岩城屋商店 石巻市大街道西２ー３ー５ （般ー２８） 全部廃業 令和2年5月7日

岩城　準之助 第７１６６号 　一般建設業 令和2年5月7日

　　管工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

鷹広建設株式会社 岩沼市桜２ー２ー１５ （般ー２７） 全部廃業 令和2年5月7日

阿久津　隆 第９５９６号 　一般建設業 令和2年5月7日

　　建築工事業 令和2年5月7日

　　大工工事業 令和2年5月7日

　　内装仕上工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

株式会社和泉工業 仙台市宮城野区出花１ー１４ー１６ （般ー２９） 一部廃業 令和2年5月7日

和泉　一夫 第１３７１８号 　一般建設業 令和2年5月7日

　　とび・土工工事業 令和2年5月7日

　　管工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

有限会社川村工務店 遠田郡美里町二郷字高玉一号３ー２ （般ー２７） 一部廃業 令和2年5月7日

川村　朗 第１４０４１号 　一般建設業 令和2年5月7日

　　屋根工事業 令和2年5月7日

　　内装仕上工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

有限会社サンケン土木 仙台市青葉区貝ヶ森１ー１４ー１ （般ー２７） 一部廃業 令和2年5月7日

村山　定榮 第１４０７０号 　一般建設業 令和2年5月7日

　　土木工事業 令和2年5月7日

　　石工事業 令和2年5月7日

　　舗装工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

ナスハウス宮城株式会社 仙台市泉区泉ケ丘１ー１ー１ （般ー２９） 全部廃業 令和2年5月7日

尾崎　浩一 第１９５５８号 　一般建設業 令和2年5月7日

　　建築工事業 令和2年5月7日

　　大工工事業 令和2年5月7日

　　とび・土工工事業 令和2年5月7日

　　屋根工事業 令和2年5月7日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年5月7日

　　鋼構造物工事業 令和2年5月7日

　　内装仕上工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

髙島屋スペースクリエイツ東北株式会社仙台市青葉区一番町２ー２ー１１ （特ー２９） 全部廃業 令和2年5月7日

髙山　俊三 第１９５７６号 　特定建設業 令和2年5月7日

　　建築工事業 令和2年5月7日

　　大工工事業 令和2年5月7日

　　内装仕上工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

株式会社齋藤工業 東松島市新東名４ー１３ー１６ （般ー２７） 一部廃業 令和2年5月7日

齊藤　邦彦 第２００６１号 　一般建設業 令和2年5月7日

　　管工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

株式会社エヌ・エス電工 仙台市若林区沖野６ー３６ー１６ （般ー２８） 一部廃業 令和2年5月7日

菅原　長年 第２０９２３号 　一般建設業 令和2年5月7日

　　電気通信工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

阿部重機土木 富谷市あけの平２ー１１ー１６ （般ー２９） 一部廃業 令和2年5月7日

阿部　英彦 第２１１８１号 　一般建設業 令和2年5月7日

　　土木工事業 令和2年5月7日

　　舗装工事業 令和2年5月7日

令和2年5月7日

菅原建設 気仙沼市笹が陣２ー３ （般ー２８） 全部廃業 令和2年5月21日

菅原　茂 第５４６２号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　建築工事業 令和2年5月21日

　　大工工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

共立建設株式会社 牡鹿郡女川町鷲神浜字堀切９ー１０ （般ー２７） 全部廃業 令和2年5月21日



阿部　寛 第６１５２号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　土木工事業 令和2年5月21日

　　建築工事業 令和2年5月21日

　　大工工事業 令和2年5月21日

　　とび・土工工事業 令和2年5月21日

　　石工事業 令和2年5月21日

　　鋼構造物工事業 令和2年5月21日

　　舗装工事業 令和2年5月21日

　　しゅんせつ工事業 令和2年5月21日

　　内装仕上工事業 令和2年5月21日

　　水道施設工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

東和電気工業所 登米市東和町米谷字元町１６０ー１ （般ー２８） 全部廃業 令和2年5月21日

佐藤　正志 第１００４２号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　電気工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

有限会社藤英工業 仙台市泉区山の寺１ー３４ー８ （般ー２８） 一部廃業 令和2年5月21日

郷古　孝雄 第１０２６５号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　塗装工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

渡捷建築 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字寺島２９ー （般ー２８） 全部廃業 令和2年5月21日

渡邉　捷治 ６ 第１１４８１号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　建築工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

株式会社テクノサポートカンパニー 仙台市宮城野区榴岡３ー４ー１ （般ー２７） 全部廃業 令和2年5月21日

大森　貴裕 第１８８２１号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　電気通信工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

株式会社及川塗装工業 宮城郡利府町加瀬字十三本塚１１２ （般ー２８） 全部廃業 令和2年5月21日

及川　一文 ー１ 第１９００５号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　塗装工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

株式会社クリエイト 仙台市宮城野区日の出町３ー５ー２ （般ー２８） 一部廃業 令和2年5月21日

渡邊　和徳 第１９１８７号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　建築工事業 令和2年5月21日

　　大工工事業 令和2年5月21日

　　屋根工事業 令和2年5月21日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年5月21日

　　内装仕上工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

サイトウ緑化建設株式会社 牡鹿郡女川町伊勢１ー１２ （特ー２９） 一部廃業 令和2年5月21日

齋藤　弘幸 第１９６３２号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　造園工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

千秋建設株式会社 石巻市和渕字坂下２７ー１ （般ー２７） 一部廃業 令和2年5月21日

小野　昌平 第２０５２０号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　塗装工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

浦安ヒカリ興業株式会社 仙台市青葉区中央３ー１０ー１９ （般ー２８） 全部廃業 令和2年5月21日

肥沼　也寸志 第２０８９６号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　とび・土工工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

ＢＲＡＶＥ　ＯＮＥ株式会社 仙台市若林区南小泉字八軒小路１７ （般ー３０） 全部廃業 令和2年5月21日

菅野　勇一 ー１ー３０１ 第２１６００号 　一般建設業 令和2年5月21日

　　建築工事業 令和2年5月21日

　　とび・土工工事業 令和2年5月21日

　　解体工事業 令和2年5月21日

令和2年5月21日

菅甚建設株式会社 大崎市鳴子温泉字川渡７５ー４ （特ー２８） 一部廃業 令和2年6月5日

菅原　伸介 第８８８号 　特定建設業 令和2年6月5日

　　大工工事業 令和2年6月5日

　　石工事業 令和2年6月5日

　　管工事業 令和2年6月5日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年6月5日

　　防水工事業 令和2年6月5日



　　内装仕上工事業 令和2年6月5日

　　造園工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

山庄建設株式会社 本吉郡南三陸町歌津字皿貝６１ー２ （特ー２８） 一部廃業 令和2年6月5日

山内　学治 第２３８３号 　一般建設業 令和2年6月5日

　　電気工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

株式会社ながやま店 石巻市大街道北２ー８ー２５ （般ー２７） 全部廃業 令和2年6月5日

永山　雅章 第３６１１号 　一般建設業 令和2年6月5日

　　建築工事業 令和2年6月5日

　　大工工事業 令和2年6月5日

　　屋根工事業 令和2年6月5日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年6月5日

　　内装仕上工事業 令和2年6月5日

　　建具工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

エスケー空調株式会社 仙台市若林区伊在２ー２３ー２ （特ー２８） 全部廃業 令和2年6月5日

桐原　智紀 第９１５４号 　特定建設業 令和2年6月5日

　　管工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

大東住宅株式会社 黒川郡大和町鶴巣太田字壱町田 （特ー０２） 一部廃業 令和2年6月5日

高橋　一夫 ２４ー５ 第９６２０号 　特定建設業 令和2年6月5日

　　左官工事業 令和2年6月5日

　　板金工事業 令和2年6月5日

　　ガラス工事業 令和2年6月5日

　　塗装工事業 令和2年6月5日

　　防水工事業 令和2年6月5日

　　建具工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

桃建工業株式会社 石巻市桃生町太田字薬田１０８ （特ー２９） 一部廃業 令和2年6月5日

渡邊　宏紀 第１１７７２号 　特定建設業 令和2年6月5日

　　建築工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

株式会社ジャパンホームクリエイト 仙台市宮城野区五輪２ー１ー８ー （般ー２７） 一部廃業 令和2年6月5日

堀江　智視 １Ｆ 第１７４３９号 　一般建設業 令和2年6月5日

　　屋根工事業 令和2年6月5日

　　電気工事業 令和2年6月5日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

有限会社ビーニクラウス一級建築 黒川郡大和町宮床字兎野１ー５ （般ー２７） 一部廃業 令和2年6月5日

デザイン事務所 第１７４６１号 　一般建設業 令和2年6月5日

安部　浩也 　　解体工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

簡野建業 亘理郡亘理町逢隈十文字字牛頭８ー （般ー２８） 全部廃業 令和2年6月5日

簡野　春男 １ 第１７４６２号 　一般建設業 令和2年6月5日

　　建築工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

紫桃建築 石巻市相野谷字斉ノ神７３ （般ー０１） 全部廃業 令和2年6月5日

紫桃　東一 第１８６１０号 　一般建設業 令和2年6月5日

　　建築工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

村上建設工業株式会社 仙台市若林区若林７ー２ー８ （特ー０１） 一部廃業 令和2年6月5日

村上　隆樹 第１９２７３号 　特定建設業 令和2年6月5日

　　造園工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

あんしんリフォーム株式会社 仙台市宮城野区小鶴１ー１０ー２１ （特ー０１） 全部廃業 令和2年6月5日

笹谷　真一 第２００４０号 　一般建設業 令和2年6月5日

　　建築工事業 令和2年6月5日

　　内装仕上工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

め組株式会社 名取市美田園３ー７ー１ （般ー２７） 全部廃業 令和2年6月5日

井上　達也 第２０４１４号 　一般建設業 令和2年6月5日

　　土木工事業 令和2年6月5日

　　とび・土工工事業 令和2年6月5日

　　石工事業 令和2年6月5日



　　鋼構造物工事業 令和2年6月5日

　　舗装工事業 令和2年6月5日

　　しゅんせつ工事業 令和2年6月5日

　　塗装工事業 令和2年6月5日

　　水道施設工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

Ｋ－２エンジニアリング株式会社 多賀城市留ヶ谷１ー２６ー１ー （般ー２８） 全部廃業 令和2年6月5日

川村　栄 １０１ 第２０７９７号 　一般建設業 令和2年6月5日

　　土木工事業 令和2年6月5日

　　とび・土工工事業 令和2年6月5日

　　石工事業 令和2年6月5日

　　鋼構造物工事業 令和2年6月5日

　　舗装工事業 令和2年6月5日

　　しゅんせつ工事業 令和2年6月5日

　　水道施設工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

ｄｅｓｓｅｒｔ 仙台市青葉区宮町３ー７ー３９ （般ー３０） 全部廃業 令和2年6月5日

水越　卓也 第２１５８３号 　一般建設業 令和2年6月5日

　　建築工事業 令和2年6月5日

　　大工工事業 令和2年6月5日

　　屋根工事業 令和2年6月5日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年6月5日

　　内装仕上工事業 令和2年6月5日

令和2年6月5日

株式会社佐藤産業 多賀城市新田字南安楽寺７３ （般ー２７） 全部廃業 令和2年6月19日

佐藤　進一 第２２４１号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　土木工事業 令和2年6月19日

　　とび・土工工事業 令和2年6月19日

　　管工事業 令和2年6月19日

　　舗装工事業 令和2年6月19日

　　水道施設工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

有限会社高信建設 石巻市錦町３ー３３ （般ー２７） 一部廃業 令和2年6月19日

信太　秋男 第９７２７号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　建築工事業 令和2年6月19日

　　大工工事業 令和2年6月19日

　　屋根工事業 令和2年6月19日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年6月19日

　　内装仕上工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19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 令和2年6月19日

森　通匡 第１０２００号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　管工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

東北大進設備株式会社 仙台市青葉区上愛子字上町１３ー１ （般ー２８） 全部廃業 令和2年6月19日

菅井　孝司 第１２４３３号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　土木工事業 令和2年6月19日

　　とび・土工工事業 令和2年6月19日

　　石工事業 令和2年6月19日

　　管工事業 令和2年6月19日

　　舗装工事業 令和2年6月19日

　　水道施設工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

フクダ物産株式会社 仙台市若林区卸町東５ー２ー１５ （般ー２８） 一部廃業 令和2年6月19日

福田　大輔 第１２４８３号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　建築工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

有限会社山内技建 仙台市太白区柳生２ー３０ー１７ （特ー２８） 全部廃業 令和2年6月19日

山内　了一 第１３２７３号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　土木工事業 令和2年6月19日

　　建築工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

株式会社政榮産業 宮城郡七ヶ浜町遠山４ー１ー５３ （般ー３０） 一部廃業 令和2年6月19日

長田　政博 第１９８７７号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　建築工事業 令和2年6月19日



　　大工工事業 令和2年6月19日

　　屋根工事業 令和2年6月19日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年6月19日

　　塗装工事業 令和2年6月19日

　　内装仕上工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

株式会社富士工業 仙台市太白区上野山１ー５ー４４ （般ー３０） 一部廃業 令和2年6月19日

千葉　富 第１９９２６号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　建築工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

株式会社ケーアイ工業 仙台市太白区人来田３ー１６ー２２ （般ー０１） 全部廃業 令和2年6月19日

飯田　春佳 第２０１７６号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　土木工事業 令和2年6月19日

　　とび・土工工事業 令和2年6月19日

　　舗装工事業 令和2年6月19日

　　解体工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

有限会社蜂谷工業 石巻市鹿又字梅木屋敷１０６ー２ （般ー０１） 一部廃業 令和2年6月19日

蜂谷　幾一郎 第２０１８７号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　建築工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

建築Ｑシステムズ株式会社 多賀城市伝上山１ー３ー１４ （般ー２７） 全部廃業 令和2年6月19日

渡邉　正弘 第２０４２１号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　建築工事業 令和2年6月19日

　　大工工事業 令和2年6月19日

　　屋根工事業 令和2年6月19日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年6月19日

　　鋼構造物工事業 令和2年6月19日

　　内装仕上工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

仙秋建設株式会社 石巻市和渕字坂下２７ー１ （般ー２７） 全部廃業 令和2年6月19日

小野　昌平 第２０５２０号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　土木工事業 令和2年6月19日

　　とび・土工工事業 令和2年6月19日

　　石工事業 令和2年6月19日

　　鋼構造物工事業 令和2年6月19日

　　舗装工事業 令和2年6月19日

　　しゅんせつ工事業 令和2年6月19日

　　水道施設工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

富谷ＭＨ株式会社 仙台市若林区伊在２ー１７ー７Ａ （般ー２８） 全部廃業 令和2年6月19日

高木　勝博 ー１０２ 第２０８４４号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　土木工事業 令和2年6月19日

　　建築工事業 令和2年6月19日

　　大工工事業 令和2年6月19日

　　とび・土工工事業 令和2年6月19日

　　石工事業 令和2年6月19日

　　屋根工事業 令和2年6月19日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年6月19日

　　鋼構造物工事業 令和2年6月19日

　　舗装工事業 令和2年6月19日

　　しゅんせつ工事業 令和2年6月19日

　　塗装工事業 令和2年6月19日

　　内装仕上工事業 令和2年6月19日

　　水道施設工事業 令和2年6月19日

　　解体工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

株式会社Ｒ・Ｔ・プラス 仙台市青葉区本町１ー３ー９ （般ー０１） 全部廃業 令和2年6月19日

佐野　和之 第２２０７０号 　一般建設業 令和2年6月19日

　　土木工事業 令和2年6月19日

　　とび・土工工事業 令和2年6月19日

　　石工事業 令和2年6月19日

　　管工事業 令和2年6月19日

　　鋼構造物工事業 令和2年6月19日

　　しゅんせつ工事業 令和2年6月19日



　　水道施設工事業 令和2年6月19日

　　解体工事業 令和2年6月19日

令和2年6月19日

大東住宅株式会社 黒川郡大和町鶴巣太田字巻町田２４ （特ー０２） 一部廃業 令和2年7月3日

高橋　一夫 ー５ 第９６２０号 　一般建設業 令和2年7月3日

　　土木工事業 令和2年7月3日

　　とび・土工工事業 令和2年7月3日

　　石工事業 令和2年7月3日

　　鋼構造物工事業 令和2年7月3日

　　舗装工事業 令和2年7月3日

　　水道施設工事業 令和2年7月3日

　　解体工事業 令和2年7月3日

令和2年7月3日

株式会社アイショウ 仙台市青葉区大町１ー４ー１ （般ー２７） 全部廃業 令和2年7月3日

勝又　敏秀 第１３９７８号 　一般建設業 令和2年7月3日

　　建築工事業 令和2年7月3日

令和2年7月3日

青葉建設株式会社 多賀城市東田中２ー７ー１９ （般ー２７） 全部廃業 令和2年7月3日

工藤　加奈子 第１５９３５号 　一般建設業 令和2年7月3日

　　建築工事業 令和2年7月3日

令和2年7月3日

株式会社マイケン 仙台市泉区高森８ー１３ー４ （般ー３０） 全部廃業 令和2年7月3日

松浦　義晴 第１８３１３号 　一般建設業 令和2年7月3日

　　建築工事業 令和2年7月3日

令和2年7月3日

株式会社登建サービス 仙台市泉区泉中央１ー１６ー６ー （般ー２７） 全部廃業 令和2年7月3日

中野　穣二 ９Ｆ 第１９３３９号 　特定建設業 令和2年7月3日

　　土木工事業 令和2年7月3日

　　とび・土工工事業 令和2年7月3日

　　石工事業 令和2年7月3日

　　鋼構造物工事業 令和2年7月3日

　　舗装工事業 令和2年7月3日

　　しゅんせつ工事業 令和2年7月3日

　　塗装工事業 令和2年7月3日

　　水道施設工事業 令和2年7月3日

令和2年7月3日

テクノハウジング株式会社 塩竈市白菊町４ー１３ （特ー３０） 全部廃業 令和2年7月3日

齊藤　秀樹 第１９８６９号 　一般建設業 令和2年7月3日

　　建築工事業 令和2年7月3日

令和2年7月3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 令和2年7月3日

千葉　みゆき 第２０８１１号 　一般建設業 令和2年7月3日

　　建築工事業 令和2年7月3日

令和2年7月3日

株式会社煌輝 気仙沼市長磯原ノ沢６ー１９ （般ー２９） 全部廃業 令和2年7月3日

佐々布　友治 第２１２３１号 　一般建設業 令和2年7月3日

　　大工工事業 令和2年7月3日

　　とび・土工工事業 令和2年7月3日

　　石工事業 令和2年7月3日

　　鋼構造物工事業 令和2年7月3日

　　舗装工事業 令和2年7月3日

　　しゅんせつ工事業 令和2年7月3日

　　塗装工事業 令和2年7月3日

　　水道施設工事業 令和2年7月3日

　　解体工事業 令和2年7月3日

令和2年7月3日

株式会社ＴＯＳＨＯ　ＥＮＧ 多賀城市大代５ー２ー２ （般ー０１） 一部廃業 令和2年7月3日

遠藤　昌邦 第２０１７６号 　一般建設業 令和2年7月3日

　　とび・土工工事業 令和2年7月3日

令和2年7月3日

株式会社遠山産業 栗原市築館字下宮野山畑４２－１ （般－２７） 全部廃業 令和2年7月17日

遠山　鉄也 第５３１号 　一般建設業 令和2年7月17日

　　土木工事業 令和2年7月17日

　　とび・土工工事業 令和2年7月17日

　　石工事業 令和2年7月17日



　　舗装工事業 令和2年7月17日

　　水道施設工事業 令和2年7月17日

株式会社小野良建設 栗原市金成沢辺町沖２２３ （特－２７） 一部廃業 令和2年7月17日

小野寺　良隆 第９４５号 　特定建設業 令和2年7月17日

　　電気工事業 令和2年7月17日

野口土木株式会社 栗原市築館源光１２－３０ （般ー２７） 一部廃業 令和2年7月17日

野口　政吉 第６８００号 　一般建設業 令和2年7月17日

　　管工事業 令和2年7月17日

有限会社小貫電業 仙台市宮城野区鶴ヶ谷東 （般ー２９） 全部廃業 令和2年7月17日

小貫　辰夫 ３－１４－３ 第１０７４２号 　一般建設業 令和2年7月17日

　　電気工事業 令和2年7月17日

株式会社茂庭マル正工務店 仙台市太白区茂庭字新組３ （般ー２７） 一部廃業 令和2年7月17日

佐藤　正勝 第１０９５２号 　一般建設業 令和2年7月17日

　　建築工事業 令和2年7月17日

　　屋根工事業 令和2年7月17日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年7月17日

　　内装仕上工事業 令和2年7月17日

株式会社ニチワ 仙台市太白区茂庭字人来田西 （般ー２８） 一部廃業 令和2年7月17日

櫻井　往 ３－１ 第１６５０１号 　一般建設業 令和2年7月17日

　　管工事業 令和2年7月17日

株式会社大嶋 仙台市太白区山田北前町６－５ （般ー２７） 一部廃業 令和2年7月17日

大嶋　源一 第１７４９７号 　一般建設業 令和2年7月17日

　　土木工事業 令和2年7月17日

　　とび・土工工事業 令和2年7月17日

　　鋼構造物工事業 令和2年7月17日

　　舗装工事業 令和2年7月17日

　　しゅんせつ工事業 令和2年7月17日

株式会社武蔵興業 石巻市蛇田字南久林５４－６ （般ー０２） 一部廃業 令和2年7月17日

武山　隼人 第１８７６１号 　一般建設業 令和2年7月17日

　　塗装工事業 令和2年7月17日

株式会社エルヴェ環境 仙台市青葉区本町 （特ー３０） 一部廃業 令和2年7月17日

鈴木　修一 １－６－２３－３０１ 第１９０５４号 　特定建設業 令和2年7月17日

　　機械器具設置工事業 令和2年7月17日

株式会社トーニチ 仙台市青葉区一番町２－２－１３ （特ー２８） 全部廃業 令和2年7月17日

滝本　勝廣 第２１０６１号 　特定建設業 令和2年7月17日

　　建築工事業 令和2年7月17日

　　大工工事業 令和2年7月17日

　　左官工事業 令和2年7月17日

　　とび・土工工事業 令和2年7月17日

　　石工事業 令和2年7月17日

　　屋根工事業 令和2年7月17日

　　管工事業 令和2年7月17日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年7月17日

　　鋼構造物工事業 令和2年7月17日

　　鉄筋工事業 令和2年7月17日

　　板金工事業 令和2年7月17日

　　ガラス工事業 令和2年7月17日

　　塗装工事業 令和2年7月17日

　　防水工事業 令和2年7月17日

　　内装仕上工事業 令和2年7月17日

　　熱絶縁工事業 令和2年7月17日

　　建具工事業 令和2年7月17日

　　解体工事業 令和2年7月17日

株式会社千葉建設 仙台市若林区遠見塚東１４－２４ （般ー２８） 一部廃業 令和2年8月4日

小林　伸介 第８６６号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　土木工事業 令和2年8月4日

　　とび・土工工事業 令和2年8月4日

旭日産業株式会社 仙台市青葉区落合１－２－１４ （般ー２８） 全部廃業 令和2年8月4日

川合　哲哉 第７１５６号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　防水工事業 令和2年8月4日

有限会社エルエ設備 遠田郡美里町関根字道明５１ （般ー２７） 一部廃業 令和2年8月4日

横山　茂樹 第１３０３２号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　機械器具設置工事業 令和2年8月4日

株式会社フロムアーツ 仙台市若林区若林２－３－９ （般ー２８） 一部廃業 令和2年8月4日

髙橋　信博 クレシード若林１０１ 第１３４１９号 　一般建設業 令和2年8月4日



　　土木工事業 令和2年8月4日

　　大工工事業 令和2年8月4日

　　とび・土工工事業 令和2年8月4日

　　石工事業 令和2年8月4日

　　屋根工事業 令和2年8月4日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年8月4日

　　鋼構造物工事業 令和2年8月4日

　　舗装工事業 令和2年8月4日

　　しゅんせつ工事業 令和2年8月4日

　　内装仕上工事業 令和2年8月4日

　　水道施設工事業 令和2年8月4日

　　消防施設工事業 令和2年8月4日

　　解体工事業 令和2年8月4日

有限会社トシ建商 仙台市青葉区下愛子字観音 （般ー３０） 全部廃業 令和2年8月4日

小池　俊克 ２０－３ 第１５２４４号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　大工工事業 令和2年8月4日

　　屋根工事業 令和2年8月4日

　　板金工事業 令和2年8月4日

　　内装仕上工事業 令和2年8月4日

　　建具工事業 令和2年8月4日

高橋興業株式会社 仙台市青葉区木町通１－８－１０ （般－２７） 一部廃業 令和2年8月4日

高橋　建 第１７５１１号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　大工工事業 令和2年8月4日

　　屋根工事業 令和2年8月4日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年8月4日

　　内装仕上工事業 令和2年8月4日

株式会社センポク 石巻市元倉１－１７－１ （般－２７） 全部廃業 令和2年8月4日

熊本　明見 第１７５９５号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　土木工事業 令和2年8月4日

　　とび・土工工事業 令和2年8月4日

　　舗装工事業 令和2年8月4日

株式会社ＴＴＫテクノ 仙台市若林区新寺１－２－２３ （般ー２９） 全部廃業 令和2年8月4日

長島　祐之 第１７９５３号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　電気工事業 令和2年8月4日

　　電気通信工事業 令和2年8月4日

Sam建設株式会社 宮城郡利府町春日字金生４４ （般ー０１） 一部廃業 令和2年8月4日

小笠原　いづみ 第１８４９４号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　土木工事業 令和2年8月4日

　　舗装工事業 令和2年8月4日

塩釜建設株式会社 塩竈市新浜町１－５－５ （般ー２８） 全部廃業 令和2年8月4日

中野　敏行 第１９１６０号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　土木工事業 令和2年8月4日

　　とび・土工工事業 令和2年8月4日

　　石工事業 令和2年8月4日

　　鋼構造物工事業 令和2年8月4日

　　舗装工事業 令和2年8月4日

　　しゅんせつ工事業 令和2年8月4日

　　水道施設工事業 令和2年8月4日

千代田工業株式会社 仙台市若林区舟丁４７－５ （般ー２８） 一部廃業 令和2年8月4日

相澤　隆行 第２００９４号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　土木工事業 令和2年8月4日

　　とび・土工工事業 令和2年8月4日

　　石工事業 令和2年8月4日

　　鋼構造物工事業 令和2年8月4日

　　舗装工事業 令和2年8月4日

　　しゅんせつ工事業 令和2年8月4日

　　水道施設工事業 令和2年8月4日

株式会社加藤建設 仙台市青葉区宮町２－２－１６ （般ー２７） 全部廃業 令和2年8月4日

加藤　修一 エスペランサＭＭ２０１ 第２０６１３号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　土木工事業 令和2年8月4日

　　建築工事業 令和2年8月4日

　　大工工事業 令和2年8月4日

　　とび・土工工事業 令和2年8月4日

　　石工事業 令和2年8月4日

　　屋根工事業 令和2年8月4日



　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年8月4日

　　鋼構造物工事業 令和2年8月4日

　　舗装工事業 令和2年8月4日

　　しゅんせつ工事業 令和2年8月4日

　　内装仕上工事業 令和2年8月4日

　　水道施設工事業 令和2年8月4日

株式会社マルナカ美建 仙台市青葉区宮町１－１－３３ （般ー２８） 一部廃業 令和2年8月4日

中西　健 第２０９３１号 　一般建設業 令和2年8月4日

　　建築工事業 令和2年8月4日

　　大工工事業 令和2年8月4日

　　屋根工事業 令和2年8月4日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年8月4日

　　鋼構造物工事業 令和2年8月4日

　　内装仕上工事業 令和2年8月4日

株式会社佐藤建設 岩沼市下野郷字出雲屋敷８０ （特ー２８） 一部廃業 令和2年8月17日

佐藤　房弘 第４６７８号 　特定建設業 令和2年8月17日

　　管工事業 令和2年8月17日

有限会社関口建設 気仙沼市所沢１６６－９ （般ー２７） 全部廃業 令和2年8月17日

関口　英雄 第１１０２６号 　一般建設業 令和2年8月17日

　　建築工事業 令和2年8月17日

　　大工工事業 令和2年8月17日

有限会社山下住建 石巻市貞山２－２－２８ （般ー２７） 一部廃業 令和2年8月17日

山下　英朗 第１６１５０号 　一般建設業 令和2年8月17日

　　内装仕上工事業 令和2年8月17日

株式会社ＡＳＡＨＩ 石巻市貞山１－１３－２ （般ー２９） 全部廃業 令和2年8月17日

佐々木　秀人 第１９３１０号 　一般建設業 令和2年8月17日

　　建築工事業 令和2年8月17日

　　大工工事業 令和2年8月17日

　　屋根工事業 令和2年8月17日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年8月17日

　　内装仕上工事業 令和2年8月17日

株式会社ヤマキ木村建築 石巻市垂水町２－８－１０ （般ー２９） 全部廃業 令和2年8月17日

木村　信夫 第１９３１３号 　一般建設業 令和2年8月17日

　　建築工事業 令和2年8月17日

エーピー・ジャパン株式会社 仙台市泉区加茂１－４８－８ （特ー３０） 全部廃業 令和2年8月17日

池田　東全 第１９９５３号 　特定建設業 令和2年8月17日

　　土木工事業 令和2年8月17日

　　とび・土工工事業 令和2年8月17日

　　石工事業 令和2年8月17日

　　鋼構造物工事業 令和2年8月17日

　　舗装工事業 令和2年8月17日

　　しゅんせつ工事業 令和2年8月17日

　　塗装工事業 令和2年8月17日

　　水道施設工事業 令和2年8月17日

有限会社安藤産業 白石市福岡蔵本字薬師堂 （般ー２８） 一部廃業 令和2年8月17日

安藤　清 １７５－２ 第２０９０１号 　一般建設業 令和2年8月17日

　　土木工事業 令和2年8月17日

　　とび・土工工事業 令和2年8月17日

　　石工事業 令和2年8月17日

　　鋼構造物工事業 令和2年8月17日

　　舗装工事業 令和2年8月17日

　　しゅんせつ工事業 令和2年8月17日

　　水道施設工事業 令和2年8月17日

　　解体工事業 令和2年8月17日

株式会社佐千代組 本吉郡南三陸町志津川字沼田 （特－２９） 一部廃業 令和2年8月31日

佐藤　健二 １５０－７９ 第１９５５号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　建築工事業 令和2年8月31日

東北化研工業株式会社 仙台市宮城野区福室字 （般ー２９） 全部廃業 令和2年8月31日

鈴木　一正 御蔵前三番３５－２１ 第７６９６号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　大工工事業 令和2年8月31日

　　屋根工事業 令和2年8月31日

　　塗装工事業 令和2年8月31日

　　防水工事業 令和2年8月31日

　　内装仕上工事業 令和2年8月31日

有限会社武藤建設 石巻市大街道南４－２－５ （般ー２９） 全部廃業 令和2年8月31日



武藤　浩光 第９２３４号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　土木工事業 令和2年8月31日

　　とび・土工工事業 令和2年8月31日

　　管工事業 令和2年8月31日

　　舗装工事業 令和2年8月31日

　　造園工事業 令和2年8月31日

　　水道施設工事業 令和2年8月31日

株式会社菊田ウインド 気仙沼市岩月箒沢７６－３ （般ー２８） 全部廃業 令和2年8月31日

菊田　勝三 第１０１５２号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　内装仕上工事業 令和2年8月31日

有限会社キクタ電機工業 気仙沼市田中前３－６－９ （般－３０） 全部廃業 令和2年8月31日

菊田　和雄 第１５１３７号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　電気工事業 令和2年8月31日

　　消防施設工事業 令和2年8月31日

株式会社仙栄工業 仙台市泉区小角字窪上３９ （般ー３０） 全部廃業 令和2年8月31日

鈴木　義徳 第１５１９０号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　左官工事業 令和2年8月31日

株式会社エコサーブ 加美郡加美町字赤塚４７１－１ （般ー２９） 一部廃業 令和2年8月31日

齋藤　信 第１６５５７号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　土木工事業 令和2年8月31日

　　舗装工事業 令和2年8月31日

　　しゅんせつ工事業 令和2年8月31日

　　水道施設工事業 令和2年8月31日

株式会社宮崎建設 石巻市須江字しらさぎ台 （般ー２９） 一部廃業 令和2年8月31日

宮崎　孝子 ２－１３－１５ 第１７９６４号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　大工工事業 令和2年8月31日

株式会社コマツ樹脂工業 気仙沼市東中才４３－４ （般ー３０） 一部廃業 令和2年8月31日

小松　義人 第１８３６３号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　建築工事業 令和2年8月31日

　　大工工事業 令和2年8月31日

　　屋根工事業 令和2年8月31日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年8月31日

　　内装仕上工事業 令和2年8月31日

株式会社ＭＡＰ重舗 仙台市太白区東郡山 （般ー０１） 全部廃業 令和2年8月31日

菊池　誠 ２－３０－１２ 第１８５６７号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　土木工事業 令和2年8月31日

　　とび・土工工事業 令和2年8月31日

　　舗装工事業 令和2年8月31日

株式会社仙台放送エンタープライズ 仙台市青葉区上杉５－３－３６ （特ー３０） 全部廃業 令和2年8月31日

高荒　治朗 第１９６８５号 　特定建設業 令和2年8月31日

　　電気工事業 令和2年8月31日

株式会社建優社 仙台市泉区泉中央１－９－２ （般ー３０） 一部廃業 令和2年8月31日

渋谷　昭一 アバンサール泉中央２０１ 第２１７６６号 　一般建設業 令和2年8月31日

　　土木工事業 令和2年8月31日

　　とび・土工工事業 令和2年8月31日

　　石工事業 令和2年8月31日

　　鋼構造物工事業 令和2年8月31日

　　舗装工事業 令和2年8月31日

　　しゅんせつ工事業 令和2年8月31日

　　塗装工事業 令和2年8月31日

　　水道施設工事業 令和2年8月31日

　　解体工事業 令和2年8月31日

株式会社渡辺ハウス 登米市中田町浅水字浅部玉山 （般－２９） 一部廃業 令和2年9月11日

渡邊　慎伍 １１６－２ 第９６２９号 　一般建設業 令和2年9月11日

　　建築工事業 令和2年9月11日

　　大工工事業 令和2年9月11日

　　屋根工事業 令和2年9月11日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年9月11日

　　内装仕上工事業 令和2年9月11日

株式会社センシンハウジング 仙台市太白区八木山本町 （般ー２９） 全部廃業 令和2年9月11日

宮林　亮 １－１－４－１０２ 第２１２８７号 　一般建設業 令和2年9月11日

　　建築工事業 令和2年9月11日

　　内装仕上工事業 令和2年9月11日

合同会社北美総業 遠田郡美里町北浦字天神前４ （般ー２９） 一部廃業 令和2年9月11日

小野寺　真紀 第２１５１４号 　一般建設業 令和2年9月11日



　　解体工事業 令和2年9月11日

株式会社千葉土建 登米市石越町東郷字山根前１５ （特ー２７） 全部廃業 令和2年9月29日

吉田　徹 第６６号 　特定建設業 令和2年9月29日

　　土木工事業 令和2年9月29日

　　とび・土工工事業 令和2年9月29日

　　石工事業 令和2年9月29日

　　舗装工事業 令和2年9月29日

　　塗装工事業 令和2年9月29日

　　水道施設工事業 令和2年9月29日

　一般建設業 令和2年9月29日

　　建築工事業 令和2年9月29日

　　しゅんせつ工事業 令和2年9月29日

山本板金工作所 白石市南町２－３－１０－５ （般ー２７） 全部廃業 令和2年9月29日

山本　善司 第４７１２号 　一般建設業

　　屋根工事業 令和2年9月29日

庄磁工業株式会社 仙台市青葉区郷六字龍沢６１－３ （特ー２９） 一部廃業 令和2年9月29日

庄子　孝 第１０８３７号 　特定建設業 令和2年9月29日

　　土木工事業 令和2年9月29日

　　舗装工事業 令和2年9月29日

　　しゅんせつ工事業 令和2年9月29日

　　水道施設工事業 令和2年9月29日

有限会社仙辰工業 仙台市青葉区芋沢字的場６－１ （般ー２９） 一部廃業 令和2年9月29日

千葉　透 第１１７５０号 　一般建設業 令和2年9月29日

　　土木工事業 令和2年9月29日

　　とび・土工工事業 令和2年9月29日

　　石工事業 令和2年9月29日

　　鋼構造物工事業 令和2年9月29日

　　舗装工事業 令和2年9月29日

　　しゅんせつ工事業 令和2年9月29日

　　塗装工事業 令和2年9月29日

　　水道施設工事業 令和2年9月29日

　　解体工事業 令和2年9月29日

大全サービス株式会社 仙台市若林区卸町東５－７－１８ （般－０２） 全部廃業 令和2年9月29日

加藤　孝亨 第１３９５３号 　一般建設業 令和2年9月29日

　　電気工事業 令和2年9月29日

株式会社ＫＡＮ建築工房 仙台市宮城野区扇町１－５－５ （般ー２９） 一部廃業 令和2年9月29日

神成　良哉 第２０９２６号 　一般建設業 令和2年9月29日

　　土木工事業 令和2年9月29日

　　舗装工事業 令和2年9月29日

　　しゅんせつ工事業 令和2年9月29日

　　水道施設工事業 令和2年9月29日

株式会社１０８企画 仙台市宮城野区二十人町 （般ー２８） 全部廃業 令和2年9月29日

坂口　栄司 ３０２－１１ 第２０９３２号 　一般建設業 令和2年9月29日

　　とび・土工工事業 令和2年9月29日

　　解体工事業 令和2年9月29日

株式会社ハウスギャラリー東和 仙台市泉区七北田字新田５８ （般ー２８） 全部廃業 令和2年9月29日

相澤　和夫 第２０９７６号 　一般建設業 令和2年9月29日

　　建築工事業 令和2年9月29日

株式会社Vintage style 仙台市宮城野区燕沢１－１９－５ （般ー２９） 全部廃業 令和2年9月29日

星野　惠右 第２１１８７号 　一般建設業 令和2年9月29日

　　建築工事業 令和2年9月29日

ライテック株式会社 名取市相互台３－１－１３ （般ー２９） 一部廃業 令和2年9月29日

橋本　紗也花 第２１２５０号 　一般建設業 令和2年9月29日

　　塗装工事業 令和2年9月29日

有限会社ケー・イー・アイ 遠田郡美里町二郷字甚助二号６０ （般ー２８） 一部廃業 令和2年10月13日

石垣　正巳 第１６２６６号 　一般建設業 令和2年10月13日

　　建築工事業 令和2年10月13日

フェニーチェ東北ホーム株式会社 仙台市青葉区一番町１－９－１ （特ー０１） 全部廃業 令和2年10月13日

戸田　俊彦 仙台トラストタワー１９階 第１９０８５号 　特定建設業 令和2年10月13日

　　建築工事業 令和2年10月13日

　　大工工事業 令和2年10月13日

　　屋根工事業 令和2年10月13日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年10月13日

　　鋼構造物工事業 令和2年10月13日

　　内装仕上工事業 令和2年10月13日



宮﨑建築 黒川郡大和町 （般ー２９） 全部廃業 令和2年10月13日

宮﨑　孝志 宮床字高屋敷８２－１ 第１９４４４号 　一般建設業 令和2年10月13日

　　建築工事業 令和2年10月13日

アクティブ・テクノロジー株式会社 仙台市青葉区郷六字屋敷４－２２ （般ー２７） 全部廃業 令和2年10月13日

嵯峨　國雄 第２０６３７号 　一般建設業 令和2年10月13日

　　機械器具設置工事業 令和2年10月13日

株式会社ポリテクノ 塩竈市本町２－４ （般ー２７） 全部廃業 令和2年10月13日

佐沢　金行 福釜ビル２階３号 第２０７１４号 　一般建設業 令和2年10月13日

　　土木工事業 令和2年10月13日

　　とび・土工工事業 令和2年10月13日

　　石工事業 令和2年10月13日

　　鋼構造物工事業 令和2年10月13日

　　舗装工事業 令和2年10月13日

　　しゅんせつ工事業 令和2年10月13日

　　塗装工事業 令和2年10月13日

　　水道施設工事業 令和2年10月13日

　　解体工事業 令和2年10月13日

株式会社ＡＳＴＯＳ 柴田郡村田町 （般ー３０） 一部廃業 令和2年10月13日

大字村田字針生前１５ 第２０７９４号 　一般建設業 令和2年10月13日

　　とび・土工工事業 令和2年10月13日

株式会社オイデック 大崎市三本木南谷地字熊野越 （般ー２９） 一部廃業 令和2年10月23日

尾出　恵一 ７２－１ 第６０６１号 　一般建設業 令和2年10月23日

　　建築工事業 令和2年10月23日

株式会社ハウスプラザ 仙台市青葉区栗生３－１０－３ （般ー２９） 全部廃業 令和2年10月23日

庄子　教治 第１４８６７号 　一般建設業 令和2年10月23日

　　建築工事業 令和2年10月23日

　　大工工事業 令和2年10月23日

　　内装仕上工事業 令和2年10月23日

有限会社ハチヤ電子通信 仙台市太白区若葉町１２－７ （般ー２９） 全部廃業 令和2年10月23日

八谷　敏光 第１６５３７号 　一般建設業 令和2年10月23日

　　電気工事業

　　電気通信工事業 令和2年10月23日

株式会社東北建商 石巻市明神町２－３－５１ （般ー２８） 一部廃業 令和2年10月23日

吉田　靖 第１９０２７号 　一般建設業 令和2年10月23日

　　土木工事業 令和2年10月23日

　　とび・土工工事業 令和2年10月23日

　　石工事業 令和2年10月23日

　　鋼構造物工事業 令和2年10月23日

　　舗装工事業 令和2年10月23日

　　しゅんせつ工事業 令和2年10月23日

　　水道施設工事業 令和2年10月23日

　　解体工事業 令和2年10月23日

株式会社古川総業 大崎市古川荒谷字新関太郎 （般ー２９） 一部廃業 令和2年10月23日

清水　伸也 １２２－３ 第１９２８０号 　一般建設業 令和2年10月23日

　　建築工事業 令和2年10月23日

　　大工工事業 令和2年10月23日

　　屋根工事業 令和2年10月23日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年10月23日

　　内装仕上工事業 令和2年10月23日

東日本クレーン工業株式会社 岩沼市空港南１－１－４ （般ー３０） 全部廃業 令和2年10月23日

外薗　勝藏 第１９６５７号 　一般建設業 令和2年10月23日

　　とび・土工工事業 令和2年10月23日

株式会社ＩＳＨＩＩ ＳＴＥＥＬ 仙台市宮城野区中野５－４－１０ （般ー２７） 一部廃業 令和2年10月23日

石井　博満 第２０６１４号 　一般建設業 令和2年10月23日

　　とび・土工工事業 令和2年10月23日

　　解体工事業 令和2年10月23日

株式会社ＤＡＩＹＵ 仙台市若林区沖野１－３９－５ （般ー２７） 一部廃業 令和2年10月23日

岩佐　和也 第２０６５８号 　一般建設業 令和2年10月23日

　　建築工事業 令和2年10月23日

　　とび・土工工事業 令和2年10月23日

　　鋼構造物工事業 令和2年10月23日

　　鉄筋工事業 令和2年10月23日

東北エア・ウォーター株式会社 仙台市宮城野区榴岡２－４－２２ （般ー３０） 全部廃業 令和2年10月23日

第２１７５１号 　一般建設業 令和2年10月23日

　　管工事業 令和2年10月23日



株式会社Ｒeメイク 石巻市中里４－４－１５ （般ー０１） 全部廃業 令和2年10月23日

錦部　浩美 第２１９９７号 　一般建設業 令和2年10月23日

　　土木工事業 令和2年10月23日

　　とび・土工工事業 令和2年10月23日

　　石工事業 令和2年10月23日

　　管工事業 令和2年10月23日

　　鋼構造物工事業 令和2年10月23日

　　舗装工事業 令和2年10月23日

　　しゅんせつ工事業 令和2年10月23日

　　機械器具設置工事業 令和2年10月23日

　　水道施設工事業 令和2年10月23日

株式会社高正建設 栗原市志波姫南郷清水坂３ （特ー２７） 一部廃業 令和2年11月9日

髙橋　昇 第１１４５号 　特定建設業 令和2年11月9日

　　土木工事業 令和2年11月9日

　　建築工事業 令和2年11月9日

　　とび・土工工事業 令和2年11月9日

　　石工事業 令和2年11月9日

　　舗装工事業 令和2年11月9日

　　水道施設工事業 令和2年11月9日

山三建硝株式会社 仙台市宮城野区 （般ー２７） 一部廃業 令和2年11月9日

山田　光彦 岩切字谷地１５－９ 第８３６５号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　土木工事業 令和2年11月9日

　　建築工事業 令和2年11月9日

　　とび・土工工事業 令和2年11月9日

　　鋼構造物工事業 令和2年11月9日

　　鉄筋工事業 令和2年11月9日

　　舗装工事業 令和2年11月9日

　　しゅんせつ工事業 令和2年11月9日

　　水道施設工事業 令和2年11月9日

　　解体工事業 令和2年11月9日

株式会社千葉興業 栗原市栗駒中野上河原２４ （般ー２８） 一部廃業 令和2年11月9日

千葉　崇 第８９９８号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　土木工事業 令和2年11月9日

　　とび・土工工事業 令和2年11月9日

　　鋼構造物工事業 令和2年11月9日

　　水道施設工事業 令和2年11月9日

株式会社トウキン店舗工房 仙台市宮城野区萩野町１－２２ （般ー３０） 一部廃業 令和2年11月9日

武田　浩幸 第１８２６４号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　建築工事業 令和2年11月9日

　　大工工事業 令和2年11月9日

日本製紙石巻テクノ株式会社 石巻市南光町２－２－１１ （特ー０２） 一部廃業 令和2年11月9日

向井　継男 第１８７７７号 　特定建設業 令和2年11月9日

　　管工事業 令和2年11月9日

トラスト・ワン株式会社 仙台市青葉区本町２－１０－２ （般－２７） 一部廃業 令和2年11月9日

大内　美佐旺 第１８８６６号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　土木工事業 令和2年11月9日

　　とび・土工工事業 令和2年11月9日

　　建具工事業 令和2年11月9日

株式会社仙台テクノサービス 塩竈市港町２－５－６ （般ー２８） 一部廃業 令和2年11月9日

宮﨑　茂雄 第１９１０６号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　塗装工事業 令和2年11月9日

庄司建設工業株式会社 仙台市宮城野区 （般ー２８） 一部廃業 令和2年11月9日

庄司　秀子 蒲生字荻袋１５－１ 第１９２３２号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　土木工事業 令和2年11月9日

　　大工工事業 令和2年11月9日

　　とび・土工工事業 令和2年11月9日

　　石工事業 令和2年11月9日

　　鋼構造物工事業 令和2年11月9日

　　舗装工事業 令和2年11月9日

　　しゅんせつ工事業 令和2年11月9日

　　塗装工事業 令和2年11月9日

　　造園工事業 令和2年11月9日

　　水道施設工事業 令和2年11月9日

　　解体工事業 令和2年11月9日

株式会社東建ホーム 名取市せきのした１－２－７ （般ー３１） 全部廃業 令和2年11月9日



齋藤　春男 第２００２１号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　建築工事業 令和2年11月9日

　　大工工事業 令和2年11月9日

株式会社多田工業 石巻市鹿妻南４－５－４８ （般ー０２） 一部廃業 令和2年11月9日

多田　賢 第２０５７７号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　建築工事業 令和2年11月9日

　　大工工事業 令和2年11月9日

　　屋根工事業 令和2年11月9日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年11月9日

　　内装仕上工事業 令和2年11月9日

株式会社東北広伸 栗原市高清水台町２４ （般ー２７） 一部廃業 令和2年11月9日

井上　重光 第２０５８６号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　塗装工事業 令和2年11月9日

株式会社及川工業 気仙沼市田中前４－２－１５ （般ー２７） 一部廃業 令和2年11月9日

佐藤　智哉 第２０６３３号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　塗装工事業 令和2年11月9日

　　造園工事業 令和2年11月9日

龍美建設 岩沼市下野郷字出雲屋敷８３ （般ー２８） 全部廃業 令和2年11月9日

佐藤　龍三 第２０７５８号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　建築工事業 令和2年11月9日

　　大工工事業 令和2年11月9日

株式会社飛鳥 亘理郡亘理町 （般ー２８） 一部廃業 令和2年11月9日

早坂　恵子 荒浜字新御狩屋２１－４ 第２０８９５号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　管工事業 令和2年11月9日

　　塗装工事業 令和2年11月9日

　　造園工事業 令和2年11月9日

ワタナベ電気 亘理郡亘理町 （般ー０１） 全部廃業 令和2年11月9日

渡邉　裕 逢隈鹿島字倉庭８２－７６ 第２１９５７号 　一般建設業 令和2年11月9日

　　電気工事業 令和2年11月9日

オリエンタル工業 仙台市宮城野区 （特ー３０） 一部廃業 令和2年11月24日

岩泉　正人 日の出町２－２－８ 第２０６０号 　特定建設業 令和2年11月24日

　　左官工事業 令和2年11月24日

　　防水工事業 令和2年11月24日

高野建設株式会社 仙台市太白区 （特－２８） 全部廃業 令和2年11月24日

高野　裕之 長町南２－１２－８５ 第３２１３号 　特定建設業 令和2年11月24日

　　土木工事業 令和2年11月24日

　　とび・土工工事業 令和2年11月24日

　　石工事業 令和2年11月24日

　　鋼構造物工事業 令和2年11月24日

　　舗装工事業 令和2年11月24日

　　しゅんせつ工事業 令和2年11月24日

　　水道施設工事業 令和2年11月24日

ティ・エムホーム 宮城郡利府町 （般ー３０） 全部廃業 令和2年11月24日

永沼　輝英 神谷沢字南沢１－２６ 第１５２８７号 　一般建設業 令和2年11月24日

　　建築工事業 令和2年11月24日

　　大工工事業 令和2年11月24日

　　内装仕上工事業 令和2年11月24日

株式会社伊藤製材店 大崎市 （般－２８） 一部廃業 令和2年11月24日

伊藤　政子 鹿島台平渡字新屋敷１－１ 第１７８８６号 　一般建設業

　　土木工事業

　　とび・土工工事業

株式会社装建ハウビング 仙台市青葉区台原１－４－２６ （般－２９） 全部廃業 令和2年11月24日

菅野　幸造 第１８０３５号 　一般建設業 令和2年11月24日

　　建築工事業 令和2年11月24日

　　大工工事業 令和2年11月24日

　　屋根工事業 令和2年11月24日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年11月24日

　　内装仕上工事業 令和2年11月24日

伸興業 栗原市志波姫北郷川の口３７ （般ー３０） 全部廃業 令和2年11月24日

鈴木　伸一 第２１６７６号 　一般建設業 令和2年11月24日

　　土木工事業 令和2年11月24日

　　とび・土工工事業 令和2年11月24日

　　石工事業 令和2年11月24日

　　鋼構造物工事業 令和2年11月24日

　　舗装工事業 令和2年11月24日



　　しゅんせつ工事業 令和2年11月24日

　　水道施設工事業 令和2年11月24日

向坂工業 亘理郡亘理町 （般ー０２） 全部廃業 令和2年11月24日

向坂　薫 逢隈牛袋字舘内２９－３ 第２２２３９号 　一般建設業 令和2年11月24日

　　解体工事業 令和2年11月24日

株式会社武山工務店 石巻市湊字田町７６－４ （般ー２７） 全部廃業 令和2年12月7日

武山　正一 第７０３８号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　建築工事業 令和2年12月7日

　　大工工事業 令和2年12月7日

有限会社阿部建設工業 石巻市立町１－５－１１ （般ー３０） 全部廃業 令和2年12月7日

阿部　幸信 第１０４１１号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　土木工事業 令和2年12月7日

　　とび・土工工事業 令和2年12月7日

　　舗装工事業 令和2年12月7日

有限会社佐藤工業 大崎市田尻大嶺字金田２７ （般－０１） 一部廃業 令和2年12月7日

佐藤　満 第１１８４１号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　造園工事業 令和2年12月7日

遠藤建築 白石市越河五賀字宮下３－２ （般ー２７） 全部廃業 令和2年12月7日

遠藤　弘 第１３１４２号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　建築工事業 令和2年12月7日

株式会社東豊電気テクノ 仙台市泉区泉中央２－２６－７ （般ー２７） 全部廃業 令和2年12月7日

白井　博 第１４０９８号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　土木工事業 令和2年12月7日

　　とび・土工工事業 令和2年12月7日

　　電気工事業 令和2年12月7日

　　舗装工事業 令和2年12月7日

オサムホーム 刈田郡蔵王町 （般ー２７） 全部廃業 令和2年12月7日

村上　修 大字平沢字新屋敷１０ 第１５８８３号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　建築工事業 令和2年12月7日

　　大工工事業 令和2年12月7日

中嶋建築 栗原市志波姫伊豆野町北側１ （般ー３０） 全部廃業 令和2年12月7日

中嶋　孝行 第１５９２９号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　建築工事業 令和2年12月7日

　　大工工事業 令和2年12月7日

　　屋根工事業 令和2年12月7日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年12月7日

　　内装仕上工事業 令和2年12月7日

三進技工有限会社 仙台市宮城野区 （般ー２７） 全部廃業 令和2年12月7日

蘇武　辰夫 岩切３－１－２５ 第１６１９８号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　とび・土工工事業 令和2年12月7日

　　機械器具設置工事業 令和2年12月7日

千葉組 石巻市あゆみ野１－１１－７ （般ー３０） 全部廃業 令和2年12月7日

千葉　幸太郎 第１９８４８号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　土木工事業 令和2年12月7日

　　とび・土工工事業 令和2年12月7日

　　石工事業 令和2年12月7日

　　鋼構造物工事業 令和2年12月7日

　　舗装工事業 令和2年12月7日

　　しゅんせつ工事業 令和2年12月7日

　　水道施設工事業 令和2年12月7日

京野電気株式会社 仙台市若林区蒲町３２－５８ （般－２７） 全部廃業 令和2年12月7日

京野　修 第１９８５４号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　電気工事業 令和2年12月7日

株式会社菅原組 仙台市泉区 （般ー０２） 一部廃業 令和2年12月7日

菅原　徹 泉中央４－２９－１１ 第２０５１０号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　とび・土工工事業 令和2年12月7日

株式会社エステート久美 仙台市宮城野区 （般ー２７） 全部廃業 令和2年12月7日

小島　弘子 扇町３－１－２３ 第２０６１８号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　土木工事業 令和2年12月7日

　　建築工事業 令和2年12月7日

　　大工工事業 令和2年12月7日

　　とび・土工工事業 令和2年12月7日

　　舗装工事業 令和2年12月7日

　　防水工事業 令和2年12月7日

　　内装仕上工事業 令和2年12月7日



有限会社佐々木商事 石巻市小船越字舟形６１－２ （般ー２８） 全部廃業 令和2年12月7日

佐々木　哲雄 第２０７９３号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　とび・土工工事業 令和2年12月7日

ハンズペイント 仙台市泉区南中山２－１２－１ （般ー３０） 全部廃業 令和2年12月7日

今藤　紀之 レコルテ南中山３０５号 第２１７６９号 　一般建設業 令和2年12月7日

　　塗装工事業 令和2年12月7日

野田土建 大崎市古川中里２－６－６ （般ー２７） 全部廃業 令和2年12月18日

野田　英夫 第２９７８号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　とび・土工工事業 令和2年12月18日

有限会社遠藤建築 亘理郡山元町山寺字石田８－８ （般ー２７） 一部廃業 令和2年12月18日

遠藤　一弥 第１１１２０号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　大工工事業 令和2年12月18日

株式会社東北リファイメント 大崎市 （般－３０） 一部廃業 令和2年12月18日

佐々木　祐也 三本木蟻ケ袋字混内山１１－１１ 第１５２１９号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　土木工事業 令和2年12月18日

　　とび・土工工事業 令和2年12月18日

　　石工事業 令和2年12月18日

　　舗装工事業 令和2年12月18日

　　水道施設工事業 令和2年12月18日

感動ホームズ株式会社 仙台市泉区南光台南２－２７－７ （般ー０１） 一部廃業 令和2年12月18日

片桐　健司 第１５６４９号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　大工工事業 令和2年12月18日

　　屋根工事業 令和2年12月18日

　　内装仕上工事業 令和2年12月18日

ロジスネクスト東北株式会社 仙台市若林区卸町東３－２－８ （般ー３０） 全部廃業 令和2年12月18日

竹内　正典 第１８３６５号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　機械器具設置工事業 令和2年12月18日

株式会社絆工業 多賀城市高崎３－１０－２ （般ー３０） 一部廃業 令和2年12月18日

遠藤　善之 第１９７１２号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　建築工事業 令和2年12月18日

　　大工工事業 令和2年12月18日

　　屋根工事業 令和2年12月18日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年12月18日

　　内装仕上工事業 令和2年12月18日

株式会社佐々木工務店 石巻市築山１－１－１２２ （般ー３０） 一部廃業 令和2年12月18日

佐々木　茂樹 第１９７２９号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　土木工事業 令和2年12月18日

　　とび・土工工事業 令和2年12月18日

　　鋼構造物工事業 令和2年12月18日

　　舗装工事業 令和2年12月18日

　　水道施設工事業 令和2年12月18日

有限会社ユー・ビー南仙台 仙台市太白区 （般－２７） 全部廃業 令和2年12月18日

小林　正行 坪沼字稲塚山３８－２ 第２０６２６号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　建築工事業 令和2年12月18日

　　大工工事業 令和2年12月18日

　　屋根工事業 令和2年12月18日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年12月18日

　　内装仕上工事業 令和2年12月18日

株式会社ナカムラ 仙台市若林区 （般ー３０） 全部廃業 令和2年12月18日

伊藤　定義 沖野６－３５－２２ 第２１６１５号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　建築工事業 令和2年12月18日

　　大工工事業 令和2年12月18日

　　左官工事業 令和2年12月18日

　　とび・土工工事業 令和2年12月18日

　　屋根工事業 令和2年12月18日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年12月18日

　　鋼構造物工事業 令和2年12月18日

　　鉄筋工事業 令和2年12月18日

　　塗装工事業 令和2年12月18日

　　防水工事業 令和2年12月18日

　　内装仕上工事業 令和2年12月18日

　　建具工事業 令和2年12月18日

テトラ東日本株式会社 仙台市若林区古城３－１５－２ （般ー０１） 全部廃業 令和2年12月18日

須藤　浩 第２２０７１号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　とび・土工工事業 令和2年12月18日



鹿島土木株式会社 気仙沼市横沼６８－５ （般ー０２） 一部廃業 令和2年12月18日

鹿島　孝頼 第２２２９０号 　一般建設業 令和2年12月18日

　　大工工事業 令和2年12月18日

　　石工事業 令和2年12月18日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年12月18日

　　鋼構造物工事業 令和2年12月18日

　　鉄筋工事業 令和2年12月18日

　　しゅんせつ工事業 令和2年12月18日

　　水道施設工事業 令和2年12月18日

仙台ガス水道工業株式会社 仙台市宮城野区 （特ー２９） 一部廃業 令和3年1月7日

大宮　健 扇町５－６－１３ 第１２８５号 　一般建設業 令和3年1月7日

　　消防施設工事業 令和3年1月7日

櫻デンキ株式会社 東松島市 （般ー０１） 全部廃業 令和3年1月7日

渡邊　匡 赤井字七反谷地４３４－１５ 第１５１６３号 　一般建設業 令和3年1月7日

　　電気工事業 令和3年1月7日

株式会社テクノクラフト 仙台市宮城野区 （般ー２８） 一部廃業 令和3年1月7日

吉岡　孝成 中野５－１－１４ 第１９２３１号 　一般建設業 令和3年1月7日

　　左官工事業 令和3年1月7日

　　とび・土工工事業 令和3年1月7日

　　石工事業 令和3年1月7日

　　鋼構造物工事業 令和3年1月7日

　　鉄筋工事業 令和3年1月7日

　　板金工事業 令和3年1月7日

　　ガラス工事業 令和3年1月7日

　　塗装工事業 令和3年1月7日

　　防水工事業 令和3年1月7日

　　熱絶縁工事業 令和3年1月7日

　　建具工事業 令和3年1月7日

株式会社せきのした建設 仙台市若林区蒲町４０－１８ （特ー２９） 一部廃業 令和3年1月7日

尾﨑　康 おふぃすRatan１０２ 第１９９８２号 　特定建設業 令和3年1月7日

　　土木工事業 令和3年1月7日

　　とび・土工工事業 令和3年1月7日

　　石工事業 令和3年1月7日

　　鋼構造物工事業 令和3年1月7日

　　舗装工事業 令和3年1月7日

　　しゅんせつ工事業 令和3年1月7日

　　塗装工事業 令和3年1月7日

　　水道施設工事業 令和3年1月7日

　　解体工事業 令和3年1月7日

　一般建設業 令和3年1月7日

　　建築工事業 令和3年1月7日

　　屋根工事業 令和3年1月7日

　　内装仕上工事業 令和3年1月7日

株式会社及川工業 気仙沼市田中前４－２－１５ （般ー０２） 一部廃業 令和3年1月7日

佐藤　智哉 第２０６３３号 　一般建設業 令和3年1月7日

　　管工事業 令和3年1月7日

鳶山口工業 岩沼市 （般ー２８） 全部廃業 令和3年1月7日

山口　吉則 相の原２－１－３－１０２号 第２０９６３号 　一般建設業 令和3年1月7日

　　とび・土工工事業 令和3年1月7日

株式会社昌徳 多賀城市 （般－２８） 全部廃業 令和3年1月7日

菅野　元夫 大代１－６－３２－１０１ 第２０９７３号 　一般建設業 令和3年1月7日

　　土木工事業 令和3年1月7日

　　とび・土工工事業 令和3年1月7日

　　石工事業 令和3年1月7日

　　鋼構造物工事業 令和3年1月7日

　　舗装工事業 令和3年1月7日

　　しゅんせつ工事業 令和3年1月7日

　　水道施設工事業 令和3年1月7日

　　解体工事業 令和3年1月7日

株式会社大晃 仙台市宮城野区 （般ー２９） 一部廃業 令和3年1月7日

伊藤　直樹 岩切字昭和西１６５－１ 第２１４３７号 　一般建設業 令和3年1月7日

　　鋼構造物工事業 令和3年1月7日

正和工業株式会社 遠田郡美里町 （特ー０２） 一部廃業 令和3年1月25日

中辻　國郎 二郷字佐野四号８５４ 第１２３３号 　特定建設業 令和3年1月25日

　　建築工事業 令和3年1月25日



松木ガス圧接工業株式会社 仙台市若林区蒲町２０－３９ （般ー０２） 全部廃業 令和3年1月25日

松木　政人 第６４３５号 　一般建設業 令和3年1月25日

　　鉄筋工事業 令和3年1月25日

株式会社千葉工務店 東松島市矢本字南浦１２－２ （特ー０２） 一部廃業 令和3年1月25日

千葉　康宏 第１２０５５号 　特定建設業 令和3年1月25日

　　土木工事業 令和3年1月25日

株式会社東北アンテナ 富谷市明石原川戸５０－６ （般ー０２） 一部廃業 令和3年1月25日

藤原　森雄 第１５８５１号 　一般建設業 令和3年1月25日

　　建築工事業 令和3年1月25日

　　屋根工事業 令和3年1月25日

　　内装仕上工事業 令和3年1月25日

有限会社共成工業 仙台市宮城野区 （般ー２７） 一部廃業 令和3年1月25日

三上　勝紀 岩切１－３－４５ 第１７５９８号 　一般建設業 令和3年1月25日

　　電気工事業 令和3年1月25日

株式会社ハウステック協和 仙台市泉区鶴が丘１－１８－４ （般ー３０） 全部廃業 令和3年1月25日

安田　雅喜 シティハイム泉１０２ 第１９６５９号 　一般建設業 令和3年1月25日

　　建築工事業 令和3年1月25日

株式会社 仙台市青葉区 （般ー２７） 全部廃業 令和3年1月25日

ＳＡＫＵＲＡコーポレーション 南吉成６－２－２６ 第２０６５３号 　一般建設業 令和3年1月25日

横田　均 　　建築工事業 令和3年1月25日

　　大工工事業 令和3年1月25日

　　左官工事業 令和3年1月25日

　　とび・土工工事業 令和3年1月25日

　　石工事業 令和3年1月25日

　　屋根工事業 令和3年1月25日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和3年1月25日

　　鋼構造物工事業 令和3年1月25日

　　鉄筋工事業 令和3年1月25日

　　板金工事業 令和3年1月25日

　　ガラス工事業 令和3年1月25日

　　塗装工事業 令和3年1月25日

　　防水工事業 令和3年1月25日

　　内装仕上工事業 令和3年1月25日

　　熱絶縁工事業 令和3年1月25日

　　建具工事業 令和3年1月25日

アールメンテ株式会社 仙台市宮城野区 （般ー３０） 全部廃業 令和3年1月25日

長野　髙士 蒲生字南城道田４９－２ 第２１７９８号 　一般建設業 令和3年1月25日

　　土木工事業 令和3年1月25日

　　とび・土工工事業 令和3年1月25日

　　石工事業 令和3年1月25日

　　電気工事業 令和3年1月25日

　　鋼構造物工事業 令和3年1月25日

　　舗装工事業 令和3年1月25日

　　しゅんせつ工事業 令和3年1月25日

　　塗装工事業 令和3年1月25日

　　水道施設工事業 令和3年1月25日

有限会社小松建設 大崎市松山千石字亀田５７－１ （般ー２７） 一部廃業 令和3年2月5日

小松　真 第１７３号 　一般建設業 令和3年2月5日

　　大工工事業 令和3年2月5日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和3年2月5日

三広通信工業株式会社 仙台市若林区 （般ー２８） 全部廃業 令和3年2月5日

本郷　勝広 六丁の目南町１－１１ 第５０７９号 　一般建設業 令和3年2月5日

　　電気通信工事業 令和3年2月5日

庄磁工業株式会社 仙台市青葉区 （特ー２９） 一部廃業 令和3年2月5日

庄子　孝 郷六字龍沢６１－３ 第１０８３７号 　一般建設業 令和3年2月5日

　　土木工事業 令和3年2月5日

　　舗装工事業 令和3年2月5日

　　しゅんせつ工事業 令和3年2月5日

　　水道施設工事業 令和3年2月5日

土木地質株式会社 仙台市泉区本田町１３－３１ （特ー２９） 一部廃業 令和3年2月5日

橋本　岳祉 第１１１３２号 　一般建設業 令和3年2月5日

　　管工事業 令和3年2月5日

仙台ヨーコ－株式会社 仙台市青葉区 （般ー３０） 全部廃業 令和3年2月5日

櫻井　正春 中江２－２２－１０ 第１７０３７号 　一般建設業 令和3年2月5日

　　電気工事業 令和3年2月5日



　　管工事業 令和3年2月5日

　　消防施設工事業 令和3年2月5日

株式会社日翔 仙台市太白区 （般ー２８） 全部廃業 令和3年2月5日

小寺　慶典 山田北前町４１－５ 第１７７７６号 　一般建設業 令和3年2月5日

　　内装仕上工事業 令和3年2月5日

株式会社ミネケン 仙台市泉区松森字住吉８－１ （般ー２７） 一部廃業 令和3年2月5日

嶺岸　健二 第１８９６０号 　一般建設業 令和3年2月5日

　　電気工事業 令和3年2月5日

株式会社エルプラン 仙台市太白区長町６－４－５０ （般ー２８） 一部廃業 令和3年2月5日

金井　英樹 第２０８２１号 　一般建設業 令和3年2月5日

　　管工事業 令和3年2月5日

　　消防施設工事業 令和3年2月5日

株式会社陸友 仙台市太白区柳生７－２６－５ （特ー０１） 一部廃業 令和3年2月5日

曽我　元博 第２０８６６号 　一般建設業 令和3年2月5日

　　建築工事業 令和3年2月5日

　　大工工事業 令和3年2月5日

　　屋根工事業 令和3年2月5日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和3年2月5日

　　内装仕上工事業 令和3年2月5日

株式会社ＫＡＮ建築工房 仙台市宮城野区扇町１－５－５ （般ー２８） 一部廃業 令和3年2月5日

神成　良哉 第２０９２６号 　一般建設業 令和3年2月5日

　　左官工事業 令和3年2月5日

　　とび・土工工事業 令和3年2月5日

　　石工事業 令和3年2月5日

　　鉄筋工事業 令和3年2月5日

　　板金工事業 令和3年2月5日

　　ガラス工事業 令和3年2月5日

　　塗装工事業 令和3年2月5日

　　防水工事業 令和3年2月5日

　　熱絶縁工事業 令和3年2月5日

　　建具工事業 令和3年2月5日

　　解体工事業 令和3年2月5日

遠正建設株式会社 伊具郡丸森町 （特ー０２） 一部廃業 令和3年2月22日

遠藤　隆子 字田町南８１－１２ 第６３４号 　特定建設業 令和3年2月22日

　　建築工事業 令和3年2月22日

　一般建設業 令和3年2月22日

　　管工事業 令和3年2月22日

株式会社渡辺技工 仙台市太白区 （特ー２９） 一部廃業 令和3年2月22日

渡辺　篤 東大野田２１－１８ 第１１１３３号 　特定建設業 令和3年2月22日

　　管工事業 令和3年2月22日

シグマ建工株式会社 石巻市湊字須賀松４－７ （特ー３１） 一部廃業 令和3年2月22日

阿部　勝子 第１５５３４号 　特定建設業 令和3年2月22日

　　土木工事業 令和3年2月22日

　　舗装工事業 令和3年2月22日

　　水道施設工事業 令和3年2月22日

株式会社北一 仙台市宮城野区 （般ー２７） 一部廃業 令和3年2月22日

伴　雄志 福室４－７－１８ 第１７６１７号 　一般建設業 令和3年2月22日

　　左官工事業 令和3年2月22日

　　とび・土工工事業 令和3年2月22日

　　石工事業 令和3年2月22日

　　屋根工事業 令和3年2月22日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和3年2月22日

　　鋼構造物工事業 令和3年2月22日

　　鉄筋工事業 令和3年2月22日

　　板金工事業 令和3年2月22日

　　ガラス工事業 令和3年2月22日

　　塗装工事業 令和3年2月22日

　　防水工事業 令和3年2月22日

　　建具工事業 令和3年2月22日

東日本クリエイト株式会社 仙台市青葉区二日町２－６ （般ー３０） 一部廃業 令和3年2月22日

前田　輝良 第１９９３０号 　一般建設業 令和3年2月22日

　　土木工事業 令和3年2月22日

　　とび・土工工事業 令和3年2月22日

　　鋼構造物工事業 令和3年2月22日

　　舗装工事業 令和3年2月22日



　　しゅんせつ工事業 令和3年2月22日

　　水道施設工事業 令和3年2月22日

株式会社Myt.Products 塩竈市大日向町２９－１０ （般ー０１） 全部廃業 令和3年2月22日

阿部　政徳 第２１９６５号 　一般建設業 令和3年2月22日

　　管工事業 令和3年2月22日

株式会社アドヴァンス 仙台市宮城野区苦竹３－１－６ （般ー０２） 全部廃業 令和3年2月22日

庄子　康弘 スタジオ０８０内 第２２３９３号 　一般建設業 令和3年2月22日

　　土木工事業 令和3年2月22日

　　とび・土工工事業 令和3年2月22日

　　舗装工事業 令和3年2月22日

酒井木工所 大崎市古川北稲葉２－８－３４ （般－０２） 全部廃業 令和3年2月22日

酒井　長二 第２２４２３号 　一般建設業 令和3年2月22日

　　建具工事業 令和3年2月22日

大東設備工業株式会社 仙台市泉区泉中央２－４－１ （般ー２８） 全部廃業 令和3年3月8日

佐々木　昭 第５１１６号 　一般建設業 令和3年3月8日

　　土木工事業 令和3年3月8日

　　管工事業 令和3年3月8日

　　水道施設工事業 令和3年3月8日

有限会社イシモリテック 石巻市渡波字鳥ノ巣１－４ （般－０２） 一部廃業 令和3年3月8日

石森　美知子 第１２９２５号 　一般建設業 令和3年3月8日

　　解体工事業 令和3年3月8日

株式会社リテックス 仙台市宮城野区 （般－０１） 一部廃業 令和3年3月8日

早坂　伸也 安養寺３－１２－３ 第１５５９８号 　一般建設業 令和3年3月8日

　　左官工事業 令和3年3月8日

　　石工事業 令和3年3月8日

　　板金工事業 令和3年3月8日

　　ガラス工事業 令和3年3月8日

　　塗装工事業 令和3年3月8日

　　防水工事業 令和3年3月8日

　　熱絶縁工事業 令和3年3月8日

　　建具工事業 令和3年3月8日

有限会社仙台ビジネス 仙台市若林区大和町 （般ー２８） 全部廃業 令和3年3月8日

星　典子 ４－１６－１３－１０２ 第１７８１７号 　一般建設業 令和3年3月8日

　　建築工事業 令和3年3月8日

　　大工工事業 令和3年3月8日

　　左官工事業 令和3年3月8日

　　とび・土工工事業 令和3年3月8日

　　石工事業 令和3年3月8日

　　屋根工事業 令和3年3月8日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和3年3月8日

　　鋼構造物工事業 令和3年3月8日

　　鉄筋工事業 令和3年3月8日

　　板金工事業 令和3年3月8日

　　ガラス工事業 令和3年3月8日

　　塗装工事業 令和3年3月8日

　　防水工事業 令和3年3月8日

　　内装仕上工事業 令和3年3月8日

　　熱絶縁工事業 令和3年3月8日

　　建具工事業 令和3年3月8日

　　解体工事業 令和3年3月8日

株式会社八木工務店 宮城郡利府町 （般ー０１） 全部廃業 令和3年3月8日

八木　勝男 しらかし台１－１－２２ 第１８４８６号 　一般建設業 令和3年3月8日

　　大工工事業 令和3年3月8日

ＥＰＳ株式会社 白石市 （般ー０１） 一部廃業 令和3年3月8日

李　孟東 福岡深谷字佐久来２２１－１ 第２０１２９号 　一般建設業 令和3年3月8日

　　塗装工事業 令和3年3月8日

　　造園工事業 令和3年3月8日

金城重機東北株式会社 仙台市泉区小角字宮３２－１ （特ー０２） 全部廃業 令和3年3月8日

菅原　高夫 第２１５６２号 　特定建設業 令和3年3月8日

　　土木工事業 令和3年3月8日

　　とび・土工工事業 令和3年3月8日

　　石工事業 令和3年3月8日

　　鋼構造物工事業 令和3年3月8日

　　舗装工事業 令和3年3月8日

　　しゅんせつ工事業 令和3年3月8日



　　塗装工事業 令和3年3月8日

　　水道施設工事業 令和3年3月8日

　　解体工事業 令和3年3月8日

有限会社相澤工務店 東松島市大曲字上納９１－２ （般ー２９） 一部廃業 令和3年3月19日

大友　克俊 第６４７７号 　一般建設業 令和3年3月19日

　　建築工事業 令和3年3月19日

鬼首振興株式会社 大崎市鳴子温泉鬼首字原３５ （般ー２７） 全部廃業 令和3年3月19日

髙橋　峻 第１００２７号 　一般建設業 令和3年3月19日

　　土木工事業 令和3年3月19日

　　建築工事業 令和3年3月19日

　　とび・土工工事業 令和3年3月19日

有限会社辺見興業 東松島市小松字若葉９－４ （般ー２８） 一部廃業 令和3年3月19日

邉見　隆志 第１６４８１号 　一般建設業 令和3年3月19日

　　建築工事業 令和3年3月19日

　　大工工事業 令和3年3月19日

　　屋根工事業 令和3年3月19日

　　タイル・れんが・ブロック工事業 令和3年3月19日

　　内装仕上工事業 令和3年3月19日

有限会社丸洋建業 石巻市前谷地字根方山２１３-２ （般ー２８） 一部廃業 令和3年3月19日

齋藤　洋 第２０９７９号 　一般建設業 令和3年3月19日

　　解体工事業 令和3年3月19日

株式会社日翔創建 仙台市宮城野区 （般ー０１） 全部廃業 令和3年3月19日

荒井　学 萩野町３－８－１９ 第２００８１号 　一般建設業 令和3年3月19日

京急仙台プラザ１Ｆ 　　土木工事業 令和3年3月19日

　　建築工事業 令和3年3月19日

　　とび・土工工事業 令和3年3月19日

　　石工事業 令和3年3月19日

　　鋼構造物工事業 令和3年3月19日

　　舗装工事業 令和3年3月19日

　　塗装工事業 令和3年3月19日

　　水道施設工事業 令和3年3月19日

瑠璃工業株式会社 仙台市泉区明石南６－１２－１ （般ー０２） 一部廃業 令和3年3月19日

赤垣　由紀子 インターシティⅠ－１０２ 第２０５６３号 　一般建設業 令和3年3月19日

　　解体工事業 令和3年3月19日

やまぐち総建 黒川郡大郷町 （般－２７） 全部廃業 令和3年3月19日

山口　健也 鶉崎字住吉２３－７ 第２０７１７号 　一般建設業 令和3年3月19日

　　大工工事業 令和3年3月19日

東伸住設 大崎市古川新田字大西１－５２ （般ー２８） 一部廃業 令和3年3月19日

佐々木　仁 第２１０１７号 　一般建設業 令和3年3月19日

　　解体工事業 令和3年3月19日

有限会社千田清掃 大崎市古川狐塚字西田７７ （般ー２９） 一部廃業 令和3年3月19日

千田　信良 第２１３３４号 　一般建設業 令和3年3月19日

　　解体工事業 令和3年3月19日

株式会社テクノカレント 仙台市青葉区 （般ー３０） 一部廃業 令和3年3月19日

蓬田　倫弘 みやぎ台３－２６－２ 第２１７４９号 　一般建設業 令和3年3月19日

　　管工事業 令和3年3月19日

タカヒロテン株式会社 仙台市宮城野区 （般ー０１） 一部廃業 令和3年3月19日

髙橋　弘一 蒲生字東城道田２３ 第２２０９８号 　一般建設業 令和3年3月19日

　　解体工事業 令和3年3月19日

令和3年3月19日


