
 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

有限会社小塚建業 大崎市古川深沼字谷地際１００ （般ー２７） 全部廃業 平成31年4月9日

小塚 世将 第７４２１号  一般建設業 平成31年4月9日

  土木工事業 平成31年4月9日

  とび・土工工事業 平成31年4月9日

  石工事業 平成31年4月9日

  鋼構造物工事業 平成31年4月9日

  舗装工事業 平成31年4月9日

  しゅんせつ工事業 平成31年4月9日

  塗装工事業 平成31年4月9日

  水道施設工事業 平成31年4月9日

平成31年4月9日

株式会社アオイ技研 仙台市青葉区北根１ー１６ー１４ （般ー２６） 全部廃業 平成31年4月9日

岸田 勉 第７９３７号  一般建設業 平成31年4月9日

  土木工事業 平成31年4月9日

  管工事業 平成31年4月9日

  水道施設工事業 平成31年4月9日

平成31年4月9日

吉川建業 遠田郡涌谷町字浦町２１ （般ー２８） 全部廃業 平成31年4月9日

吉川 博 第８１３５号  一般建設業 平成31年4月9日

  建築工事業 平成31年4月9日

  大工工事業 平成31年4月9日

平成31年4月9日

株式会社フロムアーツ 仙台市若林区若林２ー３ー９ー１０１ （般ー２８） 一部廃業 平成31年4月9日

髙橋 信博 第１３４１９号  一般建設業 平成31年4月9日

  塗装工事業 平成31年4月9日

平成31年4月9日

有限会社ナガオ産業 仙台市宮城野区蒲生小田切２３５ （般ー２６） 全部廃業 平成31年4月9日

尾形 忠也 第１５５４７号  一般建設業 平成31年4月9日

  とび・土工工事業 平成31年4月9日

平成31年4月9日

加村設備工業 宮城郡利府町加瀬字南野中沢４０ー６６ （般ー２６） 全部廃業 平成31年4月9日

加村 大輝 第１８６４９号  一般建設業 平成31年4月9日

  管工事業 平成31年4月9日

平成31年4月9日

菅原建設株式会社 石巻市門脇字捨喰３９ー６ （般ー２７） 一部廃業 平成31年4月9日

菅原 謙 第１８８３９号  一般建設業 平成31年4月9日

  管工事業 平成31年4月9日

平成31年4月9日

株式会社ＧＲＡＣＥ 仙台市宮城野区中野字出花西４５ （般ー２９） 全部廃業 平成31年4月9日

鈴木 雅博 第１９３９２号  一般建設業 平成31年4月9日

  とび・土工工事業 平成31年4月9日

平成31年4月9日

株式会社ドクターフィットＥＣＯ 仙台市青葉区中央１ー６ー２７ （般ー２７） 一部廃業 平成31年4月9日

山本 健嗣 第２０４４５号  一般建設業 平成31年4月9日

  電気工事業 平成31年4月9日

平成31年4月9日

有限会社板橋石材 大崎市鹿島台木間塚字小谷地１４７ー７ （般ー２９） 一部廃業 平成31年4月9日

板橋 克枝 第２１１５２号  一般建設業 平成31年4月9日

  石工事業 平成31年4月9日

平成31年4月9日

柏原建設株式会社 加美郡加美町字上野目指橋一番１ （般ー２８） 一部廃業 平成31年4月19日

柏原 武義 第１４８９号  一般建設業 平成31年4月19日

  管工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19日

有限会社店舗社 仙台市青葉区上杉４ー１ー５０ （般ー２７） 全部廃業 平成31年4月19日

岡田 多吉 第８４６９号  一般建設業 平成31年4月19日

  内装仕上工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19日

有限会社エス・ディー・ホーム 仙台市太白区郡山字穴田東４ー８ （般ー２９） 全部廃業 平成31年4月19日

遊佐 玉治 第１１７３４号  一般建設業 平成31年4月19日

  建築工事業 平成31年4月19日

  大工工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19日

ピーイーパンホフ株式会社 仙台市宮城野区福室３ー１０ー１８ （般ー２８） 一部廃業 平成31年4月19日

加藤 勉 第１３５４１号  一般建設業 平成31年4月19日

  建築工事業 平成31年4月19日

  大工工事業 平成31年4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

  左官工事業 平成31年4月19日

  とび・土工工事業 平成31年4月19日

  石工事業 平成31年4月19日

  屋根工事業 平成31年4月19日

  管工事業 平成31年4月19日

  タイル・れんが・ブロック工事業 平成31年4月19日

  鉄筋工事業 平成31年4月19日

  板金工事業 平成31年4月19日

  ガラス工事業 平成31年4月19日

  塗装工事業 平成31年4月19日

  防水工事業 平成31年4月19日

  熱絶縁工事業 平成31年4月19日

  建具工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19日

株式会社メタル・システム 仙台市泉区泉中央１ー２７ー１０ （般ー３０） 一部廃業 平成31年4月19日

四ノ宮 紀彰 第１４８９９号  一般建設業 平成31年4月19日

  建築工事業 平成31年4月19日

  鋼構造物工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19日

有限会社仙塩断熱 塩竈市千賀の台３ー４ー７ （般ー２７） 全部廃業 平成31年4月19日

及川 陸郎 第１６０８７号  一般建設業 平成31年4月19日

  熱絶縁工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19日

株式会社都エンジニアリング 仙台市宮城野区日の出町２ー４ー２０ （般ー３０） 一部廃業 平成31年4月19日

赤城 悟 第１７００９号  一般建設業 平成31年4月19日

  土木工事業 平成31年4月19日

  舗装工事業 平成31年4月19日

  しゅんせつ工事業 平成31年4月19日

  水道施設工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19日

フェース電設株式会社 仙台市泉区松森字八沢２６ー１ （般ー２８） 一部廃業 平成31年4月19日

金森 貞男 第１７５５４号  一般建設業 平成31年4月19日

  土木工事業 平成31年4月19日

  とび・土工工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19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５Ｆ （般ー２６） 一部廃業 平成31年4月19日

五十嵐 友哉 第１８４５０号  一般建設業 平成31年4月19日

  左官工事業 平成31年4月19日

  とび・土工工事業 平成31年4月19日

  石工事業 平成31年4月19日

  鉄筋工事業 平成31年4月19日

  板金工事業 平成31年4月19日

  ガラス工事業 平成31年4月19日

  塗装工事業 平成31年4月19日

  防水工事業 平成31年4月19日

  熱絶縁工事業 平成31年4月19日

  建具工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19日

有限会社ジーエーシー 柴田郡村田町大字村田字町１ （般ー２７） 一部廃業 平成31年4月19日

大沼 克巳 第２０４１２号  一般建設業 平成31年4月19日

  大工工事業 平成31年4月19日

  左官工事業 平成31年4月19日

  石工事業 平成31年4月19日

  屋根工事業 平成31年4月19日

  板金工事業 平成31年4月19日

  ガラス工事業 平成31年4月19日

  塗装工事業 平成31年4月19日

  防水工事業 平成31年4月19日

  内装仕上工事業 平成31年4月19日

  熱絶縁工事業 平成31年4月19日

  建具工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19日

アローエンジニアリング株式会社 仙台市宮城野区栄４ー１１ー１０ （般ー２９） 一部廃業 平成31年4月19日

針生 光紀 第２１１０４号  一般建設業 平成31年4月19日

  管工事業 平成31年4月19日

平成31年4月19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） 全部廃業 令和1年5月10日

望月 衞 第６９６号  一般建設業 令和1年5月10日

  塗装工事業 令和1年5月10日

  防水工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

有限会社髙田工務店 富谷市三の関太子堂下１６３ー５５ （般ー２６） 全部廃業 令和1年5月10日

髙田 通道 第４４６５号  一般建設業 令和1年5月10日

  建築工事業 令和1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

  大工工事業 令和1年5月10日

  屋根工事業 令和1年5月10日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年5月10日

  内装仕上工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

丸山商事株式会社 石巻市蛇田字新谷地前１３３ （般ー２９） 一部廃業 令和1年5月10日

山本 光二郎 第６２１０号  一般建設業 令和1年5月10日

  建築工事業 令和1年5月10日

  大工工事業 令和1年5月10日

  屋根工事業 令和1年5月10日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年5月10日

  内装仕上工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

管野板金工作所 気仙沼市新町３ー１３ （般ー２９） 全部廃業 令和1年5月10日

管野 睦 第１０７６７号  一般建設業 令和1年5月10日

  屋根工事業 令和1年5月10日

  板金工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

株式会社三原興業 仙台市宮城野区中野５ー４ー５ （般ー２６） 一部廃業 令和1年5月10日

菅原 佑也 第１５５０５号  一般建設業 令和1年5月10日

  とび・土工工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

株式会社テクノファシリティーズ 仙台市青葉区上杉１ー１０ー４ （般ー２９） 一部廃業 令和1年5月10日

佐々木 大介 第１７９４３号  一般建設業 令和1年5月10日

  造園工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

菅原建設株式会社 石巻市門脇字捨喰３９ー６ （般ー２７） 一部廃業 令和1年5月10日

菅原 謙 第１８８３９号  一般建設業 令和1年5月10日

  土木工事業 令和1年5月10日

  とび・土工工事業 令和1年5月10日

  石工事業 令和1年5月10日

  鋼構造物工事業 令和1年5月10日

  水道施設工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

三美建設株式会社 仙台市宮城野区二十人町３０４ー８ー （般ー２８） 全部廃業 令和1年5月10日

中園 彰次 １０２ 第１９１３９号  一般建設業 令和1年5月10日

  とび・土工工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

リアス今野 気仙沼市⾧磯後沢２１ー２ （般ー３０） 全部廃業 令和1年5月10日

今野 清人 第１９７９２号  一般建設業 令和1年5月10日

  熱絶縁工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

有限会社エルシンサービス 仙台市太白区上野山２ー４２ー１ （般ー２９） 全部廃業 令和1年5月10日

菅原 健治 第２１３６６号  一般建設業 令和1年5月10日

  機械器具設置工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

櫻勝建築 東松島市新東名１ー６ー１６ （般ー２９） 全部廃業 令和1年5月10日

櫻井 恒栄 第２１４５３号  一般建設業 令和1年5月10日

  建築工事業 令和1年5月10日

  大工工事業 令和1年5月10日

  内装仕上工事業 令和1年5月10日

令和1年5月10日

株式会社ミロ・インテリア商会 仙台市青葉区東勝山３ー１９ー２３ （般ー２８） 全部廃業 令和1年5月24日

清 国彦 第５０５１号  一般建設業 令和1年5月24日

  内装仕上工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

有限会社門間建設 黒川郡大郷町川内字下実成１３ （般ー２９） 全部廃業 令和1年5月24日

門間 一郎 第６２７７号  一般建設業 令和1年5月24日

  土木工事業 令和1年5月24日

  建築工事業 令和1年5月24日

  大工工事業 令和1年5月24日

  とび・土工工事業 令和1年5月24日

  管工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

宮城開発株式会社 石巻市向陽町４ー５ー４ （般ー２６） 一部廃業 令和1年5月24日

髙橋 芳昭 第７９９４号  一般建設業 令和1年5月24日

  大工工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24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） 全部廃業 令和1年5月24日

佐々木 明成 第１１４４７号  一般建設業 令和1年5月24日

  管工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

株式会社佐藤興建 仙台市太白区西中田３ー２２ー５４ （般ー２８） 一部廃業 令和1年5月24日

佐藤 とも子 第１３２５５号  一般建設業 令和1年5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

  とび・土工工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

泰成プラント株式会社 仙台市若林区蒲町１８ー１ （般ー２８） 一部廃業 令和1年5月24日

佐藤 泰洋 第１４４６２号  一般建設業 令和1年5月24日

  機械器具設置工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

高橋工務店 加美郡色麻町四竈字荒井４５ （般ー２６） 全部廃業 令和1年5月24日

高橋 健二 第１５５５８号  一般建設業 令和1年5月24日

  建築工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

東生電設株式会社 仙台市太白区泉崎１ー２０ー１３ー （般ー２６） 一部廃業 令和1年5月24日

水戸邊 英一 １０１ 第１５８１３号  一般建設業 令和1年5月24日

  電気通信工事業 令和1年5月24日

  消防施設工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

日野建設 石巻市三輪田字華土手上４ー１ （般ー２７） 全部廃業 令和1年5月24日

日野 三男 第１５９７６号  一般建設業 令和1年5月24日

  建築工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

板垣木工 加美郡加美町字新小路１４４ー６ （般ー２６） 一部廃業 令和1年5月24日

板垣 幸雄 第１８４７７号  一般建設業 令和1年5月24日

  建築工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

早坂内装 加美郡色麻町四竈字狐塚３２ー１０ （般ー２８） 全部廃業 令和1年5月24日

早坂 富夫 第１９０４５号  一般建設業 令和1年5月24日

  内装仕上工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

鹿野工業株式会社 石巻市門脇字捨喰７４ー１ （般ー２９） 一部廃業 令和1年5月24日

鹿野 美奈 第１９６３０号  一般建設業 令和1年5月24日

  土木工事業 令和1年5月24日

  舗装工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

株式会社ＳＥＮＳＵＩ 石巻市渡波字栄田１４２ー２ （般ー２６） 一部廃業 令和1年5月24日

浜野 昭吉 第２００９１号  一般建設業 令和1年5月24日

  土木工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

株式会社Ｉ．Ｗ．Ｇ．Ｐ 仙台市宮城野区岩切字昭和西１ー１ （般ー２６） 一部廃業 令和1年5月24日

池田 太 第２０１６２号  一般建設業 令和1年5月24日

  解体工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

佑来建設株式会社 仙台市宮城野区榴岡５ー１ー１２ （般ー２６） 一部廃業 令和1年5月24日

尾藤 順 第２０２９０号  一般建設業 令和1年5月24日

  塗装工事業 令和1年5月24日

令和1年5月24日

佐々良建設株式会社 仙台市宮城野区小田原１ー７ー２５ （特ー２８） 全部廃業 令和1年6月7日

佐々木 基 第３６７号  特定建設業 令和1年6月7日

  土木工事業 令和1年6月7日

  建築工事業 令和1年6月7日

  大工工事業 令和1年6月7日

  とび・土工工事業 令和1年6月7日

  屋根工事業 令和1年6月7日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年6月7日

  鋼構造物工事業 令和1年6月7日

  ガラス工事業 令和1年6月7日

  塗装工事業 令和1年6月7日

  防水工事業 令和1年6月7日

  内装仕上工事業 令和1年6月7日

  建具工事業 令和1年6月7日

  解体工事業 令和1年6月7日

令和1年6月7日

大日電気工業株式会社 塩竈市泉沢町７ー５７ （般ー２７） 一部廃業 令和1年6月7日

鈴木 徹 第６６５２号  一般建設業 令和1年6月7日

  消防施設工事業 令和1年6月7日

令和1年6月7日

遠藤建業 多賀城市新田字西２９ー２ （般ー２８） 全部廃業 令和1年6月7日

遠藤 英治 第８９０２号  一般建設業 令和1年6月7日

  建築工事業 令和1年6月7日

令和1年6月7日

株式会社アイムワン 仙台市青葉区錦町１ー１０ー１１ （般ー２８） 一部廃業 令和1年6月7日

織田 賢一 第１７７９６号  一般建設業 令和1年6月7日

  電気工事業 令和1年6月7日

令和1年6月7日

株式会社小椋電気 仙台市泉区山の寺１ー１９ー２４ （般ー３０） 全部廃業 令和1年6月7日

小椋 本明 第１８３７１号  一般建設業 令和1年6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

  電気工事業 令和1年6月7日

令和1年6月7日

株式会社エスエス 仙台市若林区木ノ下２ー６ー１２ （般ー３０） 一部廃業 令和1年6月7日

庄子 茂 第１８７９５号  一般建設業 令和1年6月7日

  石工事業 令和1年6月7日

  鋼構造物工事業 令和1年6月7日

  しゅんせつ工事業 令和1年6月7日

  水道施設工事業 令和1年6月7日

令和1年6月7日

株式会社ワイアンド・キャピタル・ 仙台市青葉区本町１ー１１ー２ー９Ｆ （般ー２９） 一部廃業 令和1年6月7日

アドバイザーズ 第１９４１８号  一般建設業 令和1年6月7日

田口 修   建築工事業 令和1年6月7日

  大工工事業 令和1年6月7日

  左官工事業 令和1年6月7日

  屋根工事業 令和1年6月7日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年6月7日

  鉄筋工事業 令和1年6月7日

  板金工事業 令和1年6月7日

  ガラス工事業 令和1年6月7日

  防水工事業 令和1年6月7日

  内装仕上工事業 令和1年6月7日

  熱絶縁工事業 令和1年6月7日

  建具工事業 令和1年6月7日

令和1年6月7日

小幡建業 多賀城市鶴ケ谷３ー５ー３ （般ー２８） 全部廃業 令和1年6月7日

小幡 和也 第２０９１９号  一般建設業 令和1年6月7日

  建築工事業 令和1年6月7日

  大工工事業 令和1年6月7日

令和1年6月7日

株式会社建材商事 富谷市成田２ー３ー３ー２０４ （般ー２９） #N/A 令和1年6月7日

阿部 吉隆 第２１４８２号  一般建設業 令和1年6月7日

  土木工事業 令和1年6月7日

  とび・土工工事業 令和1年6月7日

  石工事業 令和1年6月7日

  鋼構造物工事業 令和1年6月7日

  舗装工事業 令和1年6月7日

  しゅんせつ工事業 令和1年6月7日

  水道施設工事業 令和1年6月7日

  解体工事業 令和1年6月7日

令和1年6月7日

株式会社ＡＲＴ ＨＯＭＥ 仙台市若林区大和町２ー２５ー２５ （般ー２９） 全部廃業 令和1年6月7日

増子 加奈子 第２１５２０号  一般建設業 令和1年6月7日

  建築工事業 令和1年6月7日

  大工工事業 令和1年6月7日

  屋根工事業 令和1年6月7日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年6月7日

  内装仕上工事業 令和1年6月7日

令和1年6月7日

有限会社加納鉄工所 登米市中田町石森字霜降館８１ー４ （般ー２７） 全部廃業 令和1年6月21日

山内 稔 第７９６４号  一般建設業 令和1年6月21日

  鋼構造物工事業 令和1年6月21日

令和1年6月21日

ワタリ土木株式会社 亘理郡山元町真庭字北名生東３９ （特ー２７） 全部廃業 令和1年6月21日

佐藤 雅輝 第１２０６０号  特定建設業 令和1年6月21日

  土木工事業 令和1年6月21日

  とび・土工工事業 令和1年6月21日

  舗装工事業 令和1年6月21日

令和1年6月21日

株式会社ホクト 仙台市青葉区南吉成７ー７ー１４ （般ー２９） 一部廃業 令和1年6月21日

久保木 司 第１３９４１号  一般建設業 令和1年6月21日

  建築工事業 令和1年6月21日

令和1年6月21日

有限会社共和建設 名取市ゆりが丘１ー１１ー１２ （般ー２８） 一部廃業 令和1年6月21日

出羽 由博 第１７８７３号  一般建設業 令和1年6月21日

  土木工事業 令和1年6月21日

  舗装工事業 令和1年6月21日

令和1年6月21日

紺野工業株式会社 亘理郡亘理町字先達前６４ー２ （般ー２８） 一部廃業 令和1年6月21日

紺野 良 第１９１１６号  一般建設業 令和1年6月21日

  土木工事業 令和1年6月21日

  石工事業 令和1年6月21日

  鋼構造物工事業 令和1年6月21日

  舗装工事業 令和1年6月21日

  しゅんせつ工事業 令和1年6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

  水道施設工事業 令和1年6月21日

令和1年6月21日

株式会社ビルドコーポレーション 仙台市泉区将監２ー１３ー１５ （般ー２８） 全部廃業 令和1年6月21日

斉藤 昭雄 第２０８６０号  一般建設業 令和1年6月21日

  土木工事業 令和1年6月21日

  とび・土工工事業 令和1年6月21日

  石工事業 令和1年6月21日

  鋼構造物工事業 令和1年6月21日

  舗装工事業 令和1年6月21日

  しゅんせつ工事業 令和1年6月21日

  水道施設工事業 令和1年6月21日

  解体工事業 令和1年6月21日

令和1年6月21日

株式会社菅原工業所 仙台市太白区東大野田１２ー３０ （般ー２７） 全部廃業 令和1年7月5日

菅原 進 第３７２４号  一般建設業 令和1年7月5日

  管工事業 令和1年7月5日

令和1年7月5日

株式会社サニー通信サービス 仙台市太白区山田上ノ台町２２ー３５ （般ー２８） 全部廃業 令和1年7月5日

渡辺 初男 第１３５７２号  一般建設業 令和1年7月5日

  電気工事業 令和1年7月5日

  電気通信工事業 令和1年7月5日

令和1年7月5日

有限会社千葉ブロック 登米市豊里町白鳥山１１０ー３１ （般ー２６） 全部廃業 令和1年7月5日

千葉 政一 第１３８８０号  一般建設業 令和1年7月5日

  土木工事業 令和1年7月5日

  とび・土工工事業 令和1年7月5日

  石工事業 令和1年7月5日

  舗装工事業 令和1年7月5日

  水道施設工事業 令和1年7月5日

令和1年7月5日

株式会社エコライフ荒城 加美郡加美町宮崎字赤坂浦一番７ー１ （般ー２７） 一部廃業 令和1年7月5日

荒木 真治 第１８８９８号  一般建設業 令和1年7月5日

  塗装工事業 令和1年7月5日

令和1年7月5日

株式会社安藤工務店 仙台市若林区蒲町東８ー１ー１０１ （般ー２７） 全部廃業 令和1年7月5日

安藤 真理 第１８９３３号  一般建設業 令和1年7月5日

  建築工事業 令和1年7月5日

  大工工事業 令和1年7月5日

  屋根工事業 令和1年7月5日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年7月5日

  内装仕上工事業 令和1年7月5日

令和1年7月5日

中村空調 仙台市若林区下飯田字西田３９ー５ （般ー２７） 全部廃業 令和1年7月5日

中村 豊 第２０７４４号  一般建設業 令和1年7月5日

  管工事業 令和1年7月5日

令和1年7月5日

株式会社グローバルフィールド社 仙台市若林区六丁の目南町８ー７ （般ー２８） 全部廃業 令和1年7月5日

畑中 浩介 第２１０２２号  一般建設業 令和1年7月5日

  建築工事業 令和1年7月5日

  大工工事業 令和1年7月5日

  屋根工事業 令和1年7月5日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年7月5日

  内装仕上工事業 令和1年7月5日

令和1年7月5日

ワークスプラン株式会社 仙台市宮城野区榴岡１ー６ー３７ （般ー３０） 一部廃業 令和1年7月5日

大沼 セツ子 第１１１２４号  一般建設業 令和1年7月5日

  消防施設工事業 令和1年7月5日

令和1年7月5日

株式会社マリンテクノサービス 仙台市泉区八乙女中央１ー６ー１５ （般ー２９） 一部廃業 令和1年7月5日

佐々木 正人 第１６７９１号  一般建設業 令和1年7月5日

  電気工事業 令和1年7月5日

令和1年7月5日

佐藤興業 角田市横倉字明地２４５ー９ （般ー３０） 全部廃業 令和1年7月5日

佐藤 秀樹 第２１６６５号  一般建設業 令和1年7月5日

  とび・土工工事業 令和1年7月5日

令和1年7月5日

宮林工務店 石巻市吉野町２ー６ー１５ （般ー２７） 全部廃業 令和1年7月22日

宮林 清 第２７８７号  一般建設業 令和1年7月22日

  建築工事業 令和1年7月22日

  大工工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

東洋緑化株式会社 仙台市青葉区柏木１ー１ー８ （般ー２７） 一部廃業 令和1年7月22日

石出 慎一郎 第５０３０号  一般建設業 令和1年7月22日

  建築工事業 令和1年7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

令和1年7月22日

有限会社宝土木 黒川郡大衡村大瓜字宝３８ー１ （般ー２８） 全部廃業 令和1年7月22日

熊谷 伸彦 第６１２６号  一般建設業 令和1年7月22日

  土木工事業 令和1年7月22日

  とび・土工工事業 令和1年7月22日

  石工事業 令和1年7月22日

  舗装工事業 令和1年7月22日

  水道施設工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

旭日産業株式会社 仙台市青葉区落合１ー２ー１４ （般ー２８） 一部廃業 令和1年7月22日

川合 哲哉 第７１５６号  一般建設業 令和1年7月22日

  塗装工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

株式会社花坂ハウス工業 東松島市牛網字駅前１ー６１ー９ （般ー２６） 一部廃業 令和1年7月22日

花坂 功三郎 第８０２１号  一般建設業 令和1年7月22日

  左官工事業 令和1年7月22日

  鉄筋工事業 令和1年7月22日

  板金工事業 令和1年7月22日

  ガラス工事業 令和1年7月22日

  塗装工事業 令和1年7月22日

  防水工事業 令和1年7月22日

  熱絶縁工事業 令和1年7月22日

  建具工事業 令和1年7月22日

 特定建設業 令和1年7月22日

  建築工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

有限会社東峰特殊工業 大崎市田尻大貫字二又３６ （般ー２７） 全部廃業 令和1年7月22日

舞鍬 晴男 第１１０３７号  一般建設業 令和1年7月22日

  とび・土工工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

有限会社三本木総合設備 大崎市三本木字大豆坂５４ （般ー２８） 全部廃業 令和1年7月22日

斎藤 博 第１１４０４号  一般建設業 令和1年7月22日

  管工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

株式会社平山建築 石巻市鹿又字内田１４８ー６ （般ー２６） 一部廃業 令和1年7月22日

平山 祥子 第１２８７１号  特定建設業 令和1年7月22日

  建築工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

有限会社板垣工務店 仙台市若林区沖野５ー３ー１１ （般ー２８） 全部廃業 令和1年7月22日

板垣 一夫 第１３４８４号  一般建設業 令和1年7月22日

  建築工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

有限会社石島工業 石巻市蛇田字新下前沼１１９ー３６ （般ー３０） 全部廃業 令和1年7月22日

石島 周作 第１５００２号  一般建設業 令和1年7月22日

  土木工事業 令和1年7月22日

  とび・土工工事業 令和1年7月22日

  石工事業 令和1年7月22日

  管工事業 令和1年7月22日

  鋼構造物工事業 令和1年7月22日

  舗装工事業 令和1年7月22日

  水道施設工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

株式会社千葉鳶 塩竈市松陽台１ー３ー５ （般ー３０） 一部廃業 令和1年7月22日

千葉 勇夫 第１７１１７号  特定建設業 令和1年7月22日

  電気工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

みさと電機株式会社 仙台市青葉区北根４ー９ー２ （般ー３０） 全部廃業 令和1年7月22日

渡邉 勝頼 第１８１８７号  一般建設業 令和1年7月22日

  電気工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

吉田工務店 角田市岡字駅前南３０ー１３ （般ー２６） 全部廃業 令和1年7月22日

吉田 建悦 第１８６７２号  一般建設業 令和1年7月22日

  建築工事業 令和1年7月22日

  大工工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

株式会社装研社 仙台市宮城野区新田１ー５ー４３ー （般ー２７） 全部廃業 令和1年7月22日

及川 良一 １０１ 第１８８７９号  一般建設業 令和1年7月22日

  建築工事業 令和1年7月22日

  大工工事業 令和1年7月22日

  内装仕上工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

つがるや不動産株式会社 仙台市青葉区堤通雨宮町４ー１０ （般ー２６） 全部廃業 令和1年7月22日

齋藤 勲 第２００７６号  特定建設業 令和1年7月22日

  建築工事業 令和1年7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

令和1年7月22日

桜井建設 仙台市泉区山の寺１ー２３ー３３ー （般ー２８） 全部廃業 令和1年7月22日

櫻井 篤志 １０５ 第２０９８３号  一般建設業 令和1年7月22日

  大工工事業 令和1年7月22日

令和1年7月22日

株式会社大雄電工 仙台市泉区明通４ー５ー１０ （般ー２７） 全部廃業 令和1年8月5日

岩澤 隆 第６５０７号  一般建設業 令和1年8月5日

  電気通信工事業 令和1年8月5日

 特定建設業 令和1年8月5日

  電気工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

三浦重機 大崎市田尻沼部字下北山２９ー１８ （般ー２７） 全部廃業 令和1年8月5日

三浦 勇記 第９７５５号  一般建設業 令和1年8月5日

  とび・土工工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

佐藤工業 亘理郡亘理町逢隈中泉字町裏３５ （般ー２７） 全部廃業 令和1年8月5日

佐藤 一夫 第１１１５４号  一般建設業 令和1年8月5日

  建築工事業 令和1年8月5日

  大工工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

有限会社大友架設 大崎市古川荒田目字馬場崎１６１ （般ー２８） 全部廃業 令和1年8月5日

大友 富士男 第１３３０７号  一般建設業 令和1年8月5日

  とび・土工工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

株式会社やさしい住まい 栗原市築館字照越神田１６ー３６ （般ー２６） 一部廃業 令和1年8月5日

佐々木 栄子 第１５６２９号  一般建設業 令和1年8月5日

  左官工事業 令和1年8月5日

  石工事業 令和1年8月5日

  板金工事業 令和1年8月5日

  ガラス工事業 令和1年8月5日

  塗装工事業 令和1年8月5日

  防水工事業 令和1年8月5日

  熱絶縁工事業 令和1年8月5日

  建具工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

株式会社エンドウ 大崎市古川中里５ー１１ー２８ （般ー２８） 全部廃業 令和1年8月5日

遠藤 正志 第１６３９４号  一般建設業 令和1年8月5日

  土木工事業 令和1年8月5日

  とび・土工工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

パールライン株式会社 塩竈市新浜町１ー１５ー１３ー４ （般ー２６） 一部廃業 令和1年8月5日

岡 武男 第１８６９０号  一般建設業 令和1年8月5日

  塗装工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

株式会社アドライフ 多賀城市宮内１ー６ー１ （般ー２７） 一部廃業 令和1年8月5日

我妻 平 第１８８４５号  一般建設業 令和1年8月5日

  建築工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

東洋ワーク株式会社 仙台市青葉区国分町１ー７ー１８ （般ー２８） 全部廃業 令和1年8月5日

須佐 尚康 第１９１４９号  一般建設業 令和1年8月5日

  土木工事業 令和1年8月5日

  とび・土工工事業 令和1年8月5日

  舗装工事業 令和1年8月5日

  水道施設工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

石巻アスコン株式会社 石巻市鹿又字山下西１００ （般ー２６） 全部廃業 令和1年8月5日

北村 郁郎 第２０２６８号  一般建設業 令和1年8月5日

  土木工事業 令和1年8月5日

  とび・土工工事業 令和1年8月5日

  舗装工事業 令和1年8月5日

  解体工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

三澤建設株式会社 遠田郡美里町北浦字浦田上１５５ー１ （般ー２８） 一部廃業 令和1年8月5日

三澤 秀一 第２０８１０号  一般建設業 令和1年8月5日

  建築工事業 令和1年8月5日

  大工工事業 令和1年8月5日

  屋根工事業 令和1年8月5日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年8月5日

  内装仕上工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

株式会社美高工建 名取市本郷字三合田９１ （般ー２８） 全部廃業 令和1年8月5日

高橋 健輔 第２１０６７号  一般建設業 令和1年8月5日

  大工工事業 令和1年8月5日

  とび・土工工事業 令和1年8月5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 令和1年8月5日

  鋼構造物工事業 令和1年8月5日

  舗装工事業 令和1年8月5日

  しゅんせつ工事業 令和1年8月5日

  水道施設工事業 令和1年8月5日

  解体工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

有限会社外崎鉄筋工業所 富谷市明石上桜木６４ （般ー２９） 全部廃業 令和1年8月5日

外崎 健 第２１２４４号  一般建設業 令和1年8月5日

  鉄筋工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

幸城株式会社 仙台市泉区向陽台３ー３６ー１８ （般ー３０） 全部廃業 令和1年8月5日

佐野 広幸 第２１７９６号  一般建設業 令和1年8月5日

  建築工事業 令和1年8月5日

  大工工事業 令和1年8月5日

  屋根工事業 令和1年8月5日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年8月5日

  内装仕上工事業 令和1年8月5日

  解体工事業 令和1年8月5日

令和1年8月5日

株式会社東栄畳材工業所 仙台市太白区諏訪町８ー２８ （般ー２９） 全部廃業 令和1年8月19日

三浦 信彦 第３９５５号  一般建設業 令和1年8月19日

  内装仕上工事業 令和1年8月19日

令和1年8月19日

株式会社宮常土木 気仙沼市田中前２ー１２ー２ （般ー２９） 全部廃業 令和1年8月19日

宮井 常忠 第９２３６号  一般建設業 令和1年8月19日

  土木工事業 令和1年8月19日

  とび・土工工事業 令和1年8月19日

  石工事業 令和1年8月19日

  舗装工事業 令和1年8月19日

  水道施設工事業 令和1年8月19日

令和1年8月19日

近代建設株式会社 仙台市宮城野区扇町３ー１ー５ （般ー２７） 一部廃業 令和1年8月19日

松田 幹広 第１１３０７号  特定建設業 令和1年8月19日

  解体工事業 令和1年8月19日

令和1年8月19日

株式会社浅野保温 加美郡色麻町四竈字北河原１ー１６ （般ー３０） 全部廃業 令和1年8月19日

浅野 省子 第１９７１８号  一般建設業 令和1年8月19日

  熱絶縁工事業 令和1年8月19日

令和1年8月19日

有限会社佐藤組 本吉郡南三陸町志津川字沼田１２６ （般ー３０） 全部廃業 令和1年8月19日

佐藤 恵美 第２１６２８号  一般建設業 令和1年8月19日

  土木工事業 令和1年8月19日

  とび・土工工事業 令和1年8月19日

  石工事業 令和1年8月19日

  鋼構造物工事業 令和1年8月19日

  舗装工事業 令和1年8月19日

  しゅんせつ工事業 令和1年8月19日

  水道施設工事業 令和1年8月19日

令和1年8月19日

有限会社佐々木工務店 本吉郡南三陸町歌津字峰畑５０ー４ （般ー２９） 全部廃業 令和1年9月2日

佐々木 健 第５００３号  一般建設業 令和1年9月2日

  建築工事業 令和1年9月2日

  大工工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

有限会社ワタナベ塗装 仙台市宮城野区扇町７ー１ー１ （般ー２９） 一部廃業 令和1年9月2日

渡邊 幸一 第５４７４号  一般建設業 令和1年9月2日

  建築工事業 令和1年9月2日

  とび・土工工事業 令和1年9月2日

  鋼構造物工事業 令和1年9月2日

  鉄筋工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

有限会社梶原工務店 東松島市大曲字横沼７６ー３ （般ー２８） 全部廃業 令和1年9月2日

梶原 茂 第８８８２号  一般建設業 令和1年9月2日

  建築工事業 令和1年9月2日

  大工工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

高砂商工株式会社 瀬納市宮城野区銀杏町３７ー３５ （般ー２８） 一部廃業 令和1年9月2日

大内 実 第１０８６６号  一般建設業 令和1年9月2日

  大工工事業 令和1年9月2日

  左官工事業 令和1年9月2日

  石工事業 令和1年9月2日

  屋根工事業 令和1年9月2日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年9月2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

  板金工事業 令和1年9月2日

  塗装工事業 令和1年9月2日

  防水工事業 令和1年9月2日

  内装仕上工事業 令和1年9月2日

  建具工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

ベストサポート株式会社 仙台市宮城野区日の出町１ー１ー２１ （般ー２９） 一部廃業 令和1年9月2日

堀内 章 第１７９１７号  一般建設業 令和1年9月2日

  熱絶縁工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2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 （般ー２６） 一部廃業 令和1年9月2日

木村 誠 第１８５７３号  特定建設業 令和1年9月2日

  土木工事業 令和1年9月2日

  管工事業 令和1年9月2日

  舗装工事業 令和1年9月2日

  しゅんせつ工事業 令和1年9月2日

  水道施設工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

川村工業 多賀城市鶴ケ谷３ー９ー２０ （般ー２６） 全部廃業 令和1年9月2日

川村 真 第１８５７４号  一般建設業 令和1年9月2日

  電気工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

平間工業 柴田郡大河原町金ケ瀬字台部２８ー６５ （般ー２８） 全部廃業 令和1年9月2日

平間 孝一郎 第１９０５６号  一般建設業 令和1年9月2日

  土木工事業 令和1年9月2日

  とび・土工工事業 令和1年9月2日

  舗装工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

ムラコウ建築 柴田郡村田町大字村田字鎌研沢９５ー３ （般ー２９） 全部廃業 令和1年9月2日

村上 功 第１９５４７号  一般建設業 令和1年9月2日

  大工工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

北建 東松島市あおい３ー１４ー２ （般ー３０） 全部廃業 令和1年9月2日

北 勝吉 第１９９９４号  一般建設業 令和1年9月2日

  土木工事業 令和1年9月2日

  とび・土工工事業 令和1年9月2日

  舗装工事業 令和1年9月2日

  解体工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

ＰＲＯＤＵＣＥＪＡＰＡＮ株式会社 仙台市泉区明石南５ー６ー１ （般ー２８） 一部廃業 令和1年9月2日

鹿島 博文 第２１０４８号  一般建設業 令和1年9月2日

  土木工事業 令和1年9月2日

  とび・土工工事業 令和1年9月2日

  石工事業 令和1年9月2日

  鋼構造物工事業 令和1年9月2日

  舗装工事業 令和1年9月2日

  しゅんせつ工事業 令和1年9月2日

  塗装工事業 令和1年9月2日

  水道施設工事業 令和1年9月2日

  解体工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

株式会社Ｔ・Ｌ・Ｃ 柴田郡柴田町入間田字畑中１０ （般ー２９） 一部廃業 令和1年9月2日

平野 浩一 第２１２８８号  一般建設業 令和1年9月2日

  電気通信工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

株式会社大町建設 多賀城市大代３ー８ー５６ （般ー２９） 全部廃業 令和1年9月2日

伊藤 竜也 第２１４３６号  一般建設業 令和1年9月2日

  とび・土工工事業 令和1年9月2日

  解体工事業 令和1年9月2日

令和1年9月2日

有限会社佐藤設備工業 亘理郡亘理町逢隈神宮寺字堂前１１２ （般ー２９） 全部廃業 令和1年9月13日

佐藤 正雄 第３１７０号  一般建設業 令和1年9月13日

  管工事業 令和1年9月13日

令和1年9月13日

株式会社テクス宮城 仙台市若林区中倉３ー２ー５ （般ー２９） 全部廃業 令和1年9月13日

平塚 芳明 第１１８７１号  特定建設業 令和1年9月13日

  管工事業 令和1年9月13日

 一般建設業 令和1年9月13日

  消防施設工事業 令和1年9月13日

令和1年9月13日

株式会社一工業 仙台市泉区実沢字去田屋敷２２ー１ （般ー２６） 一部廃業 令和1年9月13日

宇佐美 隆子 第１８６４６号  一般建設業 令和1年9月13日

  建築工事業 令和1年9月13日

  大工工事業 令和1年9月13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

  左官工事業 令和1年9月13日

  屋根工事業 令和1年9月13日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年9月13日

  鉄筋工事業 令和1年9月13日

  板金工事業 令和1年9月13日

  ガラス工事業 令和1年9月13日

  塗装工事業 令和1年9月13日

  防水工事業 令和1年9月13日

  内装仕上工事業 令和1年9月13日

  熱絶縁工事業 令和1年9月13日

  建具工事業 令和1年9月13日

令和1年9月13日

齋藤建築 亘理郡山元町坂元字並松２８ （般ー２９） 全部廃業 令和1年9月13日

齋藤 哲雄 第１９５２５号  一般建設業 令和1年9月13日

  建築工事業 令和1年9月13日

  大工工事業 令和1年9月13日

令和1年9月13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２６） 一部廃業 令和1年9月13日

飯田 春佳 第２０１７６号  一般建設業 令和1年9月13日

  石工事業 令和1年9月13日

  鋼構造物工事業 令和1年9月13日

  しゅんせつ工事業 令和1年9月13日

  水道施設工事業 令和1年9月13日

令和1年9月13日

ワタナベ工業 石巻市蛇田字新東前沼３６８ー２ （般ー２６） 全部廃業 令和1年9月13日

渡邊 渡 第２０２８８号  一般建設業 令和1年9月13日

  管工事業 令和1年9月13日

  消防施設工事業 令和1年9月13日

令和1年9月13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 （般ー２９） 一部廃業 令和1年9月13日

大宮 秀基 第２１２６８号  特定建設業 令和1年9月13日

  建築工事業 令和1年9月13日

 一般建設業 令和1年9月13日

  電気通信工事業 令和1年9月13日

令和1年9月13日

三美工業株式会社 仙台市宮城野区二十人町３０４ー８ー （般ー３０） 一部廃業 令和1年9月13日

中園 彰次 １０２ 第２１５８８号  一般建設業 令和1年9月13日

  塗装工事業 令和1年9月13日

令和1年9月13日

日研産業株式会社 仙台市泉区南光台南１ー１３ー６ （般ー２７） 全部廃業 令和1年10月1日

春日 よし子 第１１１４４号  一般建設業 令和1年10月1日

  塗装工事業 令和1年10月1日

  防水工事業 令和1年10月1日

令和1年10月1日

三浦土建 石巻市渡波旭ケ浦１６２ー２ （般ー２９） 全部廃業 令和1年10月1日

三浦 喜市 第１１７５４号  一般建設業 令和1年10月1日

  土木工事業 令和1年10月1日

  とび・土工工事業 令和1年10月1日

  舗装工事業 令和1年10月1日

令和1年10月1日

株式会社東北技建 仙台市青葉区芋沢吉成東１７ー５ （般ー２８） 全部廃業 令和1年10月1日

石原 洋 第１９２２５号  一般建設業 令和1年10月1日

  土木工事業 令和1年10月1日

  建築工事業 令和1年10月1日

  大工工事業 令和1年10月1日

  とび・土工工事業 令和1年10月1日

  屋根工事業 令和1年10月1日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年10月1日

  内装仕上工事業 令和1年10月1日

  解体工事業 令和1年10月1日

令和1年10月1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 令和1年10月1日

志子田 壽一 第１８５７０号  一般建設業 令和1年10月1日

  大工工事業 令和1年10月1日

  屋根工事業 令和1年10月1日

  内装仕上工事業 令和1年10月1日

令和1年10月1日

株式会社かえで建築工房 仙台市泉区天神沢１ー２ー６ （般ー２７） 一部廃業 令和1年10月1日

高橋 順 第１８７４７号  一般建設業 令和1年10月1日

  とび・土工工事業 令和1年10月1日

令和1年10月1日

大翔株式会社 仙台市若林区伊在２ー１ー２ （般ー２９） 一部廃業 令和1年10月1日

下山 勉 第１８９０８号  特定建設業 令和1年10月1日

  土木工事業 令和1年10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

  舗装工事業 令和1年10月1日

  しゅんせつ工事業 令和1年10月1日

  水道施設工事業 令和1年10月1日

令和1年10月1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０１） 一部廃業 令和1年10月1日

柿本 達也 第２０１２３号  一般建設業 令和1年10月1日

  造園工事業 令和1年10月1日

令和1年10月1日

櫻井工務店 東松島市浅井字大手１５６ （般ー２６） 全部廃業 令和1年10月1日

櫻井 新 第２０２６２号  一般建設業 令和1年10月1日

  とび・土工工事業 令和1年10月1日

令和1年10月1日

ワタナベシーリング株式会社 仙台市泉区住吉台西１ー１３ー４ （般ー２７） 一部廃業 令和1年10月1日

渡部 昌平 第２０５８２号  一般建設業 令和1年10月1日

  大工工事業 令和1年10月1日

  左官工事業 令和1年10月1日

  石工事業 令和1年10月1日

  屋根工事業 令和1年10月1日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年10月1日

  板金工事業 令和1年10月1日

  ガラス工事業 令和1年10月1日

  塗装工事業 令和1年10月1日

  内装仕上工事業 令和1年10月1日

  熱絶縁工事業 令和1年10月1日

  建具工事業 令和1年10月1日

令和1年10月1日

株式会社吉野工業 石巻市給分浜後山４０ー１ （般ー３０） 全部廃業 令和1年10月15日

吉野 利勝 第８２０８号  一般建設業 令和1年10月15日

  大工工事業 令和1年10月15日

  とび・土工工事業 令和1年10月15日

  舗装工事業 令和1年10月15日

  水道施設工事業 令和1年10月15日

令和1年10月15日

有限会社菊地工務店 大崎市岩出山上野目字沢口６４ー２ （般ー２７） 全部廃業 令和1年10月15日

菊地 幹雄 第９８３７号  一般建設業 令和1年10月15日

  建築工事業 令和1年10月15日

  大工工事業 令和1年10月15日

令和1年10月15日

株式会社佐藤興建 仙台市太白区西中田３ー２２ー５４ （般ー２８） 全部廃業 令和1年10月15日

佐藤 とも子 第１３２２５号  一般建設業 令和1年10月15日

  建築工事業 令和1年10月15日

  大工工事業 令和1年10月15日

令和1年10月15日

有限会社大平塗装 黒川郡大和町鶴巣大平字新田２９ー１０ （般ー３０） 全部廃業 令和1年10月15日

大平 俊光 第１５０５７号  一般建設業 令和1年10月15日

  塗装工事業 令和1年10月15日

令和1年10月15日

株式会社丸善建業 仙台市若林区中倉２ー１９ー２０ （般ー２６） 全部廃業 令和1年10月15日

岩井 正幸 第１７３９３号  特定建設業 令和1年10月15日

  建築工事業 令和1年10月15日

  大工工事業 令和1年10月15日

令和1年10月15日

有限会社ＮＴＥ企画設備 石巻市大瓜字鷲ノ巣１ （般ー２９） 全部廃業 令和1年10月15日

鶴岡 信行 第１８００４号  一般建設業 令和1年10月15日

  電気工事業 令和1年10月15日

令和1年10月15日

有限会社伊藤工務店 登米市迫町森字西表２００ー２ （般ー２７） 全部廃業 令和1年10月15日

伊藤 満 第１８７１２号  一般建設業 令和1年10月15日

  大工工事業 令和1年10月15日

令和1年10月15日

東北技術株式会社 仙台市青葉区春日町７ー７ （般ー２６） 一部廃業 令和1年10月15日

岩田 祐和 第２０２０９号  一般建設業 令和1年10月15日

  左官工事業 令和1年10月15日

  鉄筋工事業 令和1年10月15日

  板金工事業 令和1年10月15日

  ガラス工事業 令和1年10月15日

  防水工事業 令和1年10月15日

  熱絶縁工事業 令和1年10月15日

  建具工事業 令和1年10月15日

  解体工事業 令和1年10月15日

令和1年10月15日

有限会社鈴木土建 柴田郡大河原町金ケ瀬字川根２３９ （般ー２７） 一部廃業 令和1年10月29日

鈴木 隆一 第２８６２号  一般建設業 令和1年10月29日

  水道施設工事業 令和1年10月29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

令和1年10月29日

石川建設株式会社 角田市角田字牛舘１８１ （般ー２８） 一部廃業 令和1年10月29日

石川 日出夫 第８３７４号  特定建設業 令和1年10月29日

  造園工事業 令和1年10月29日

令和1年10月29日

有限会社北斗電工社 名取市下増田字袋１１ （般ー２８） 全部廃業 令和1年10月29日

加藤 孝 第９０３３号  一般建設業 令和1年10月29日

  電気工事業 令和1年10月29日

令和1年10月29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 令和1年10月29日

阿部 学 第９４３８号  一般建設業 令和1年10月29日

  土木工事業 令和1年10月29日

  とび・土工工事業 令和1年10月29日

  石工事業 令和1年10月29日

  鋼構造物工事業 令和1年10月29日

  舗装工事業 令和1年10月29日

  しゅんせつ工事業 令和1年10月29日

  水道施設工事業 令和1年10月29日

令和1年10月29日

株式会社スキルメイト 仙台市宮城野区扇町６ー３ー２４ー２ （般ー２７） 全部廃業 令和1年10月29日

米谷 泰洋 第１７５８９号  一般建設業 令和1年10月29日

  建築工事業 令和1年10月29日

  大工工事業 令和1年10月29日

  左官工事業 令和1年10月29日

  とび・土工工事業 令和1年10月29日

  石工事業 令和1年10月29日

  屋根工事業 令和1年10月29日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年10月29日

  鋼構造物工事業 令和1年10月29日

  鉄筋工事業 令和1年10月29日

  板金工事業 令和1年10月29日

  ガラス工事業 令和1年10月29日

  塗装工事業 令和1年10月29日

  防水工事業 令和1年10月29日

  内装仕上工事業 令和1年10月29日

  熱絶縁工事業 令和1年10月29日

  建具工事業 令和1年10月29日

令和1年10月29日

日野建設 石巻市北境字構堀２３ （般ー２９） 全部廃業 令和1年10月29日

日野 伸二 第１７９７７号  一般建設業 令和1年10月29日

  土木工事業 令和1年10月29日

  とび・土工工事業 令和1年10月29日

令和1年10月29日

株式会社フォルマ 仙台市宮城野区岩切字余目南７１ （般ー２７） 一部廃業 令和1年10月29日

澤口 裕一 第１８８５３号  一般建設業 令和1年10月29日

  土木工事業 令和1年10月29日

  舗装工事業 令和1年10月29日

  しゅんせつ工事業 令和1年10月29日

  水道施設工事業 令和1年10月29日

令和1年10月29日

株式会社エコビレッジ・プラス 仙台市太白区柳生４ー１ー１３ （般ー２９） 全部廃業 令和1年10月29日

和田 正光 第１９３２５号  一般建設業 令和1年10月29日

  建築工事業 令和1年10月29日

令和1年10月29日

株式会社みのり建築舎 仙台市青葉区北根１ー８ー３２ （般ー３０） 一部廃業 令和1年10月29日

塩谷 貴義 第１９９７４号  一般建設業 令和1年10月29日

  大工工事業 令和1年10月29日

  屋根工事業 令和1年10月29日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年10月29日

  内装仕上工事業 令和1年10月29日

令和1年10月29日

及川設備株式会社 石巻市貞山３ー５ー１８ー３ （般ー２７） 全部廃業 令和1年10月29日

及川 孝夫 第２０５８９号  一般建設業 令和1年10月29日

  管工事業 令和1年10月29日

令和1年10月29日

株式会社ハーモテック 仙台市泉区南中山５ー４ー１４ （般ー２８） 一部廃業 令和1年10月29日

八谷 賢 第２０９８９号  一般建設業 令和1年10月29日

  建築工事業 令和1年10月29日

  屋根工事業 令和1年10月29日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年10月29日

  内装仕上工事業 令和1年10月29日

令和1年10月29日

京電システムコントラクション株式会社 仙台市太白区南大野田２ー６ （般ー２６） 一部廃業 令和1年10月29日

後藤 孝子 第２６２１７号  一般建設業 令和1年10月29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 令和1年10月29日

令和1年10月29日

有限会社岡田組 登米市南方町畑岡下１２ （般ー２８） 全部廃業 令和1年11月12日

小野寺 桂 第２１６６号  特定建設業 令和1年11月12日

  土木工事業 令和1年11月12日

  とび・土工工事業 令和1年11月12日

  石工事業 令和1年11月12日

  舗装工事業 令和1年11月12日

  水道施設工事業 令和1年11月12日

 一般建設業 令和1年11月12日

  管工事業 令和1年11月12日

令和1年11月12日

泉設備株式会社 仙台市泉区将監２ー１１ー１ー２ （般ー２８） 全部廃業 令和1年11月12日

柴田 一二 第５０５２号  一般建設業 令和1年11月12日

  管工事業 令和1年11月12日

  消防施設工事業 令和1年11月12日

令和1年11月12日

仙南サクマ株式会社 角田市佐倉字下土浮１０１ー１ （般ー２７） 一部廃業 令和1年11月12日

丹野 三千郎 第１１２１２号  一般建設業 令和1年11月12日

  板金工事業 令和1年11月12日

令和1年11月12日

三井住宅設備有限会社 多賀城市伝上山３ー３１ー１ー８０７ （般ー２６） 全部廃業 令和1年11月12日

木村 徹 第１６２１４号  一般建設業 令和1年11月12日

  土木工事業 令和1年11月12日

  建築工事業 令和1年11月12日

  大工工事業 令和1年11月12日

  とび・土工工事業 令和1年11月12日

  屋根工事業 令和1年11月12日

  管工事業 令和1年11月12日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年11月12日

  内装仕上工事業 令和1年11月12日

  水道施設工事業 令和1年11月12日

令和1年11月12日

株式会社ベルテック 仙台市宮城野区榴岡４ー４ー３ （般ー２６） 全部廃業 令和1年11月12日

岩屋 系詞 第２０２９３号  一般建設業 令和1年11月12日

  土木工事業 令和1年11月12日

  とび・土工工事業 令和1年11月12日

  石工事業 令和1年11月12日

  鋼構造物工事業 令和1年11月12日

  舗装工事業 令和1年11月12日

  しゅんせつ工事業 令和1年11月12日

  塗装工事業 令和1年11月12日

  水道施設工事業 令和1年11月12日

令和1年11月12日

聖光建設株式会社 仙台市太白区中田１ー７ー４０ （般ー２７） 全部廃業 令和1年11月12日

⾧﨑 博巳 第２０５５８号  一般建設業 令和1年11月12日

  土木工事業 令和1年11月12日

  とび・土工工事業 令和1年11月12日

  石工事業 令和1年11月12日

  管工事業 令和1年11月12日

  鋼構造物工事業 令和1年11月12日

  舗装工事業 令和1年11月12日

  しゅんせつ工事業 令和1年11月12日

  水道施設工事業 令和1年11月12日

令和1年11月12日

株式会社創建コーポレーション 仙台市若林区若林２ー５ー５ー３Ｆ （般ー２７） 一部廃業 令和1年11月12日

西野 広行 第２０６１５号  一般建設業 令和1年11月12日

  大工工事業 令和1年11月12日

  屋根工事業 令和1年11月12日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年11月12日

  内装仕上工事業 令和1年11月12日

令和1年11月12日

株式会社清和建設 石巻市渡波字黄金浜１０８ー２ （般ー２８） 一部廃業 令和1年11月12日

櫻井 喜公男 第２０９１７号  一般建設業 令和1年11月12日

  塗装工事業 令和1年11月12日

令和1年11月12日

芳有土木株式会社 名取市相互台１ー１５ー５ （般ー３０） 全部廃業 令和1年11月12日

早坂 寛 第２１５３１号  一般建設業 令和1年11月12日

  土木工事業 令和1年11月12日

  とび・土工工事業 令和1年11月12日

令和1年11月12日

令和1年11月12日

和田工業株式会社 石巻市大街道西１ー２ー３０ （般ー２８） 全部廃業 令和1年11月25日

和田 晃子 第１９号  一般建設業 令和1年11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

  土木工事業 令和1年11月25日

  建築工事業 令和1年11月25日

  とび・土工工事業 令和1年11月25日

  鋼構造物工事業 令和1年11月25日

  舗装工事業 令和1年11月25日

  しゅんせつ工事業 令和1年11月25日

  水道施設工事業 令和1年11月25日

令和1年11月25日

株式会社東北ニッタンサービスセンター 仙台市青葉区中央１ー６ー３５ー４Ｆ （般ー２９） 全部廃業 令和1年11月25日

鎌田 秀人 第１０５７７号  一般建設業 令和1年11月25日

  消防施設工事業 令和1年11月25日

令和1年11月25日

株式会社藤島 角田市岡字駅前南３０ー７ （般ー２６） 一部廃業 令和1年11月25日

藤島 一徳 第１１８３８号  一般建設業 令和1年11月25日

  塗装工事業 令和1年11月25日

  防水工事業 令和1年11月25日

令和1年11月25日

有限会社小松事業 加美郡加美町字南小路一番４９ー３ （般ー２７） 全部廃業 令和1年11月25日

小松 喜美夫 第１３１３６号  一般建設業 令和1年11月25日

  とび・土工工事業 令和1年11月25日

令和1年11月25日

有限会社荒川建業 岩沼市吹上２ー６ー４１ー１ （般ー３０） 全部廃業 令和1年11月25日

荒川 幸一 第１５００４号  一般建設業 令和1年11月25日

  建築工事業 令和1年11月25日

令和1年11月25日

株式会社テクノブレイン 仙台市青葉区春日町３ー１６ー３０１ （般ー３１） 全部廃業 令和1年11月25日

峯岸 千絵 第２１８４９号  一般建設業 令和1年11月25日

  土木工事業 令和1年11月25日

  とび・土工工事業 令和1年11月25日

  石工事業 令和1年11月25日

  鋼構造物工事業 令和1年11月25日

  舗装工事業 令和1年11月25日

  しゅんせつ工事業 令和1年11月25日

  水道施設工事業 令和1年11月25日

令和1年11月25日

宮城開発株式会社 石巻市向陽町４ー５ー４ （般ー２６） 一部廃業 令和1年12月6日

髙橋 芳昭 第７９９４号  一般建設業 令和1年12月6日

  土木工事業 令和1年12月6日

  とび・土工工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

株式会社岩佐組 亘理郡亘理町吉田字板橋９９ （般ー３０） 一部廃業 令和1年12月6日

岩佐 正夫 第８６８７号  特定建設業 令和1年12月6日

  建築工事業 令和1年12月6日

  大工工事業 令和1年12月6日

  屋根工事業 令和1年12月6日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年12月6日

  内装仕上工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

藤田工業有限会社 仙台市宮城野区原町５ー７ー３ （般ー２８） 一部廃業 令和1年12月6日

藤田 一平 第９０５４号  一般建設業 令和1年12月6日

  大工工事業 令和1年12月6日

  左官工事業 令和1年12月6日

  屋根工事業 令和1年12月6日

  塗装工事業 令和1年12月6日

  内装仕上工事業 令和1年12月6日

  熱絶縁工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

有限会社たんがら森 黒川郡大和町落合松坂字直南沢３９ー （般ー０１） 一部廃業 令和1年12月6日

櫻井 辰太郎 ２３ 第１７２４８号  一般建設業 令和1年12月6日

  塗装工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

有限会社仙吉工業 登米市南方町沼崎前３２ （般ー２６） 全部廃業 令和1年12月6日

千葉 吉見 第１７３３３号  一般建設業 令和1年12月6日

  土木工事業 令和1年12月6日

  とび・土工工事業 令和1年12月6日

  石工事業 令和1年12月6日

  鋼構造物工事業 令和1年12月6日

  舗装工事業 令和1年12月6日

  しゅんせつ工事業 令和1年12月6日

  水道施設工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

株式会社成秀技工 仙台市泉区南光台東１ー５１ー１２ー （般ー２７） 一部廃業 令和1年12月6日

佐々木 守 １０６ 第１８８４６号  一般建設業 令和1年12月6日

  建築工事業 令和1年12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

  とび・土工工事業 令和1年12月6日

  鋼構造物工事業 令和1年12月6日

  鉄筋工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

イーメタル工業株式会社 登米市迫町北方字壇ノ浦１０ー１３ （般ー２９） 一部廃業 令和1年12月6日

伊藤 敏秋 第１９５６３号  一般建設業 令和1年12月6日

  土木工事業 令和1年12月6日

  舗装工事業 令和1年12月6日

  しゅんせつ工事業 令和1年12月6日

  水道施設工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

有限会社青山エスジー 仙台市宮城野区萩野町３ー８ー１９ー （般ー２６） 全部廃業 令和1年12月6日

玉手 利男 ６１３ 第２０２７２号  一般建設業 令和1年12月6日

  土木工事業 令和1年12月6日

  とび・土工工事業 令和1年12月6日

  石工事業 令和1年12月6日

  鋼構造物工事業 令和1年12月6日

  舗装工事業 令和1年12月6日

  しゅんせつ工事業 令和1年12月6日

  水道施設工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6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 令和1年12月6日

大津 耀一 第２０２８９号  一般建設業 令和1年12月6日

  大工工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

株式会社ワタナベホールディングス 仙台市宮城野区原町３ー１ー８ （般ー２８） 全部廃業 令和1年12月6日

渡邊 昌宏 第２１０９５号  一般建設業 令和1年12月6日

  とび・土工工事業 令和1年12月6日

  解体工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

株式会社和泉建設工業 名取市那智が丘５ー１１ー１２ （般ー２８） 一部廃業 令和1年12月6日

和泉 伸隆 第２１１０１号  一般建設業 令和1年12月6日

  建築工事業 令和1年12月6日

  大工工事業 令和1年12月6日

  屋根工事業 令和1年12月6日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年12月6日

  内装仕上工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

株式会社グレイス 仙台市泉区上谷刈字橋元４３ー１ （般ー２９） 一部廃業 令和1年12月6日

須田 利昭 第２１３４３号  一般建設業 令和1年12月6日

  大工工事業 令和1年12月6日

  とび・土工工事業 令和1年12月6日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和1年12月6日

  鋼構造物工事業 令和1年12月6日

  鉄筋工事業 令和1年12月6日

  解体工事業 令和1年12月6日

令和1年12月6日

有限会社熊谷産業 黒川郡大郷町石原字下り松１３ー１ （般ー２７） 全部廃業 令和1年12月20日

熊谷 節子 第６２７６号  一般建設業 令和1年12月20日

  土木工事業 令和1年12月20日

  とび・土工工事業 令和1年12月20日

  舗装工事業 令和1年12月20日

令和1年12月20日

株式会社大昇 仙台市宮城野区福室７ー４ー８ （般ー２９） 一部廃業 令和1年12月20日

赤間 輝 第１９３６４号  一般建設業 令和1年12月20日

  土木工事業 令和1年12月20日

  舗装工事業 令和1年12月20日

  しゅんせつ工事業 令和1年12月20日

  水道施設工事業 令和1年12月20日

  解体工事業 令和1年12月20日

令和1年12月20日

寺島工務店 塩竈市松陽台３ー２ー１０ （般ー２６） 全部廃業 令和2年1月10日

寺島 康 第２６６５号  一般建設業 令和2年1月10日

  建築工事業 令和2年1月10日

  大工工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10日

株式会社髙橋建設 白石市福岡深谷字三本松１２７ー１ （般ー２７） 一部廃業 令和2年1月10日

髙橋 眞美 第５７２９号  特定建設業 令和2年1月10日

  建築工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10日

有限会社藤島 角田市岡字駅前南３０ー７ （般ー２６） 全部廃業 令和2年1月10日

藤島 一徳 第１１８３８号  一般建設業 令和2年1月10日

  建築工事業 令和2年1月10日

  内装仕上工事業 令和2年1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

令和2年1月10日

讃建設株式会社 白石市郡山字五昇路７ー３ （般ー２７） 全部廃業 令和2年1月10日

阿部 博 第１３９９５号  一般建設業 令和2年1月10日

  とび・土工工事業 令和2年1月10日

  電気工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10日

有限会社鈴正建設 登米市中田町石森字町９２ （般ー０１） 一部廃業 令和2年1月10日

鈴木 正泰 第１５６２３号  一般建設業 令和2年1月10日

  大工工事業 令和2年1月10日

  屋根工事業 令和2年1月10日

  板金工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10日

安川建築 白石市西益岡町３ー１０ （般ー２６） 全部廃業 令和2年1月10日

安川 安孝 第１５７３５号  一般建設業 令和2年1月10日

  建築工事業 令和2年1月10日

  大工工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10日

藤喜建築工芸社 仙台市宮城野区新田２ー１２ー３８ （般ー２７） 全部廃業 令和2年1月10日

藤欠 喜代雄 第１８７７０号  一般建設業 令和2年1月10日

  建築工事業 令和2年1月10日

  大工工事業 令和2年1月10日

  屋根工事業 令和2年1月10日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年1月10日

  内装仕上工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10日

有限会社西多賀地所 仙台市太白区西多賀１ー１５ー２８ （般ー２９） 全部廃業 令和2年1月10日

今野 一男 第１９３０９号  一般建設業 令和2年1月10日

  建築工事業 令和2年1月10日

  大工工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10日

株式会社ヤース 仙台市泉区松森字鹿島３９ー１９ （般ー２９） 一部廃業 令和2年1月10日

櫻庭 洋一 第１９４０５号  一般建設業 令和2年1月10日

  建築工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10日

クリーンシステム株式会社 仙台市宮城野区中野４ー７ー１ （般ー２９） 全部廃業 令和2年1月10日

山口 泰志 第１９４０６号  一般建設業 令和2年1月10日

  土木工事業 令和2年1月10日

  とび・土工工事業 令和2年1月10日

  石工事業 令和2年1月10日

  鋼構造物工事業 令和2年1月10日

  舗装工事業 令和2年1月10日

  しゅんせつ工事業 令和2年1月10日

  水道施設工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10日

株式会社北斗技研 黒川郡大和町小野字上田２３ー１２ （般ー２７） 全部廃業 令和2年1月10日

佐藤 忠克 第２０４６９号  一般建設業 令和2年1月10日

  電気工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10日

セイワ・テック株式会社 仙台市宮城野区原町６ー２ー１５ー （般ー３０） 全部廃業 令和2年1月10日

三浦 孝 ２０３ 第２１７０１号  一般建設業 令和2年1月10日

  電気工事業 令和2年1月10日

令和2年1月10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 令和2年1月27日

大條 修也 第１１９０号  一般建設業 令和2年1月27日

  土木工事業 令和2年1月27日

  水道施設工事業 令和2年1月27日

令和2年1月27日

東日本興業株式会社 仙台市青葉区一番町３ー７ー１ （般ー３０） 一部廃業 令和2年1月27日

⾧谷川 登 第１４０１号  特定建設業 令和2年1月27日

  大工工事業 令和2年1月27日

 一般建設業 令和2年1月27日

  電気工事業 令和2年1月27日

令和2年1月27日

株式会社仙台中央ハウス 仙台市泉区松森鹿島３８ー１ （般ー２７） 全部廃業 令和2年1月27日

鶴谷 登 第１３２４６号  一般建設業 令和2年1月27日

  建築工事業 令和2年1月27日

令和2年1月27日

有限会社ダイユーホーム 富谷市鷹ノ杜１ー１１ー１ （般ー２９） 一部廃業 令和2年1月27日

大山 雄二 第１４１７０号  一般建設業 令和2年1月27日

  建築工事業 令和2年1月27日

令和2年1月27日

株式会社堤工務店 仙台市青葉区中山８ー１５ー６ （般ー２９） 全部廃業 令和2年1月27日

小堤 勇 第１７９８１号  一般建設業 令和2年1月27日

  大工工事業 令和2年1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

  とび・土工工事業 令和2年1月27日

  解体工事業 令和2年1月27日

令和2年1月27日

株式会社東北渥美組 仙台市太白区茂庭字人来田中２２ （般ー２８） 全部廃業 令和2年1月27日

渥美 清子 第１９０８６号  一般建設業 令和2年1月27日

  とび・土工工事業 令和2年1月27日

  解体工事業 令和2年1月27日

令和2年1月27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1月27日

千葉 みゆき 第２０８１１号  一般建設業 令和2年1月27日

  大工工事業 令和2年1月27日

  屋根工事業 令和2年1月27日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年1月27日

  内装仕上工事業 令和2年1月27日

令和2年1月27日

株式会社あすとサポート 仙台市太白区郡山１ー８ー６０ー７０２ （般ー２８） 一部廃業 令和2年1月27日

森 信裕 第２１００５号  一般建設業 令和2年1月27日

  塗装工事業 令和2年1月27日

令和2年1月27日

株式会社グラント 多賀城市高橋１ー８ー１９ （般ー２９） 全部廃業 令和2年1月27日

加藤 琢也 第２１３９２号  一般建設業 令和2年1月27日

  建築工事業 令和2年1月27日

  大工工事業 令和2年1月27日

  左官工事業 令和2年1月27日

  とび・土工工事業 令和2年1月27日

  石工事業 令和2年1月27日

  屋根工事業 令和2年1月27日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年1月27日

  鋼構造物工事業 令和2年1月27日

  鉄筋工事業 令和2年1月27日

  板金工事業 令和2年1月27日

  ガラス工事業 令和2年1月27日

  塗装工事業 令和2年1月27日

  防水工事業 令和2年1月27日

  内装仕上工事業 令和2年1月27日

  熱絶縁工事業 令和2年1月27日

  建具工事業 令和2年1月27日

令和2年1月27日

東北レヂボン株式会社 仙台市宮城野区幸町３ー１１ー１０ （般ー２８） 全部廃業 令和2年2月7日

坂本 理 第２７５１号  一般建設業 令和2年2月7日

  建築工事業 令和2年2月7日

  大工工事業 令和2年2月7日

  左官工事業 令和2年2月7日

  とび・土工工事業 令和2年2月7日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年2月7日

  鋼構造物工事業 令和2年2月7日

  塗装工事業 令和2年2月7日

  防水工事業 令和2年2月7日

  内装仕上工事業 令和2年2月7日

令和2年2月7日

株式会社丸勝齋藤工務店 宮城郡松島町北小泉字渡戸５７ー２ （般ー２７） 全部廃業 令和2年2月7日

齋藤 勝美 第１０３７４号  一般建設業 令和2年2月7日

  建築工事業 令和2年2月7日

  大工工事業 令和2年2月7日

令和2年2月7日

有限会社マルヨシ建装 加美郡加美町米泉字東野６１ー２ （般ー０１） 全部廃業 令和2年2月7日

遠藤 義道 第１７１６４号  一般建設業 令和2年2月7日

  内装仕上工事業 令和2年2月7日

令和2年2月7日

株式会社ビホロ 牡鹿郡女川町浦宿浜字浦宿７５ー５ （般ー３０） 一部廃業 令和2年2月7日

梶原 三雄 第１８２４５号  一般建設業 令和2年2月7日

  建築工事業 令和2年2月7日

令和2年2月7日

株式会社エスミ 仙台市太白区西中田３ー２ー７ー１０４ （般ー２７） 全部廃業 令和2年2月7日

江角 安正 第１８８２３号  一般建設業 令和2年2月7日

  建築工事業 令和2年2月7日

  鋼構造物工事業 令和2年2月7日

  内装仕上工事業 令和2年2月7日

令和2年2月7日

株式会社ＫＯＧＥＩ 仙台市若林区鶴代町２ー６０ー８ （般ー２９） 全部廃業 令和2年2月7日

喜早 貴大 第２１３７２号  一般建設業 令和2年2月7日

  建築工事業 令和2年2月7日

  大工工事業 令和2年2月7日

  屋根工事業 令和2年2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

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年2月7日

  鋼構造物工事業 令和2年2月7日

  内装仕上工事業 令和2年2月7日

令和2年2月7日

ＳｕｎＦｉｒｓｔ株式会社 仙台市太白区八木山本町１ー３８ー７ （般ー２９） 一部廃業 令和2年2月7日

大山 雅寛 第２１３７３号  一般建設業 令和2年2月7日

  建築工事業 令和2年2月7日

  大工工事業 令和2年2月7日

  左官工事業 令和2年2月7日

  屋根工事業 令和2年2月7日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年2月7日

  鉄筋工事業 令和2年2月7日

  板金工事業 令和2年2月7日

  ガラス工事業 令和2年2月7日

  防水工事業 令和2年2月7日

  内装仕上工事業 令和2年2月7日

  熱絶縁工事業 令和2年2月7日

  建具工事業 令和2年2月7日

令和2年2月7日

株式会社アサテツ 塩竈市新富町２ー１４ （般ー０１） 一部廃業 令和2年2月7日

田中 富子 第２２０８０号  一般建設業 令和2年2月7日

  大工工事業 令和2年2月7日

  屋根工事業 令和2年2月7日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年2月7日

  内装仕上工事業 令和2年2月7日

令和2年2月7日

有限会社一迫電業社 栗原市一迫真坂字町東１７５ー２ （般ー２７） 一部廃業 令和2年2月25日

後藤 澄人 第２４７２号  一般建設業 令和2年2月25日

  土木工事業 令和2年2月25日

  とび・土工工事業 令和2年2月25日

  舗装工事業 令和2年2月25日

  水道施設工事業 令和2年2月25日

  消防施設工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

合資会社平工務店 仙台市若林区木ノ下２ー１１ー２１ （般ー２６） 全部廃業 令和2年2月25日

平 則行 第２６２０号  一般建設業 令和2年2月25日

  建築工事業 令和2年2月25日

  大工工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

田中建装工業株式会社 仙台市若林区六丁の目中町１７ー４１ （般ー２６） 一部廃業 令和2年2月25日

田中 暁 第２７４５号  一般建設業 令和2年2月25日

  土木工事業 令和2年2月25日

  とび・土工工事業 令和2年2月25日

  鋼構造物工事業 令和2年2月25日

  舗装工事業 令和2年2月25日

  しゅんせつ工事業 令和2年2月25日

  水道施設工事業 令和2年2月25日

  解体工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

有限会社マルイワ 名取市大手町５ー１０ー３ （般ー２８） 全部廃業 令和2年2月25日

岩渕 幸男 第６７４２号  一般建設業 令和2年2月25日

  内装仕上工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

有限会社高橋潜水工業 石巻市美園１ー１２ー７ （般ー２６） 一部廃業 令和2年2月25日

髙橋 兼夫 第１５８１７号  一般建設業 令和2年2月25日

  土木工事業 令和2年2月25日

  石工事業 令和2年2月25日

  しゅんせつ工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

有限会社ランテック 登米市南方町西山成前２５６ー１ （般ー２７） 一部廃業 令和2年2月25日

髙橋 恵美 第１７４９９号  一般建設業 令和2年2月25日

  管工事業 令和2年2月25日

  造園工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

有限会社三友工業 仙台市若林区荒井８ー２ー１０ （般ー２９） 一部廃業 令和2年2月25日

洞城 光仲 第１７８９８号  一般建設業 令和2年2月25日

  大工工事業 令和2年2月25日

  左官工事業 令和2年2月25日

  石工事業 令和2年2月25日

  屋根工事業 令和2年2月25日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年2月25日

  板金工事業 令和2年2月25日

  ガラス工事業 令和2年2月25日

  塗装工事業 令和2年2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

  防水工事業 令和2年2月25日

  内装仕上工事業 令和2年2月25日

  熱絶縁工事業 令和2年2月25日

  建具工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

株式会社ニシツカ 仙台市青葉区東勝山１ー４ー３ （般ー３０） 全部廃業 令和2年2月25日

西塚 泰穂 第１８４２８号  一般建設業 令和2年2月25日

  土木工事業 令和2年2月25日

  舗装工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25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３０） 一部廃業 令和2年2月25日

志小田 壽一 第１８５７０号  一般建設業 令和2年2月25日

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年2月25日

  鉄筋工事業 令和2年2月25日

  板金工事業 令和2年2月25日

  ガラス工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

環境エネルギー株式会社 仙台市青葉区中央２ー９ー２７ ４Ｆ （般ー３０） 全部廃業 令和2年2月25日

千葉 和彦 第１９９０５号  一般建設業 令和2年2月25日

  土木工事業 令和2年2月25日

  とび・土工工事業 令和2年2月25日

  石工事業 令和2年2月25日

  鋼構造物工事業 令和2年2月25日

  舗装工事業 令和2年2月25日

  しゅんせつ工事業 令和2年2月25日

  水道施設工事業 令和2年2月25日

  解体工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

株式会社リケン工業 宮城郡利府町中央１ー９ー１６ー３０２ （般ー２７） 全部廃業 令和2年2月25日

日野間 晃 第２０６９２号  一般建設業 令和2年2月25日

  とび・土工工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

株式会社東北リューベ 石巻市蛇田字新谷地前４６ー２ （般ー２８） 一部廃業 令和2年2月25日

小野 勝 第２０９２９号  一般建設業 令和2年2月25日

  解体工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

株式会社サトウサービス 石巻市須江字しらさぎ台２ー７ー６ （般ー２９） 全部廃業 令和2年2月25日

佐藤 義則 第２１３１７号  一般建設業 令和2年2月25日

  とび・土工工事業 令和2年2月25日

令和2年2月25日

有限会社仙北造園土木 栗原市志波姫伊豆野町南側１３ー３ （般ー２６） 一部廃業 令和2年3月9日

千葉 茂 第８４８８号  一般建設業 令和2年3月9日

  土木工事業 令和2年3月9日

  とび・土工工事業 令和2年3月9日

令和2年3月9日

有限会社エクセルワン 石巻市北村字鐙上一６３ー１ （般ー２８） 一部廃業 令和2年3月9日

髙橋 英一 第１８９９９号  一般建設業 令和2年3月9日

  土木工事業 令和2年3月9日

  建築工事業 令和2年3月9日

  とび・土工工事業 令和2年3月9日

令和2年3月9日

新明東北株式会社 仙台市泉区七北田字朴木沢９３ー３ （般ー２９） 全部廃業 令和2年3月9日

佐々木 和彦 第１９３５１号  一般建設業 令和2年3月9日

  機械器具設置工事業 令和2年3月9日

令和2年3月9日

有限会社リディアル 仙台市青葉区木町通１ー６ー２４ （般ー２９） 一部廃業 令和2年3月9日

宮田 陽介 第１９３８８号  一般建設業 令和2年3月9日

  鋼構造物工事業 令和2年3月9日

令和2年3月9日

株式会社翠雄 仙台市青葉区国分町３ー４ー１０ （般ー２７） 全部廃業 令和2年3月9日

坂上 隆 第２０７２８号  一般建設業 令和2年3月9日

  土木工事業 令和2年3月9日

  とび・土工工事業 令和2年3月9日

令和2年3月9日

東北特殊工業株式会社 宮城郡七ヶ浜町吉田浜字野山５ー３９６ （般ー２６） 一部廃業 令和2年3月23日

赤間 一司 第２９５４号  一般建設業 令和2年3月23日

  管工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

有限会社佐藤建業 栗原市志波姫南郷笹ヶ森７３ー５ （般ー２８） 全部廃業 令和2年3月23日

佐藤 誠喜 第１１２４８号  一般建設業 令和2年3月23日

  建築工事業 令和2年3月23日

  大工工事業 令和2年3月23日

  石工事業 令和2年3月23日

  屋根工事業 令和2年3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

  タイル・れんが・ブロック工事業 令和2年3月23日

  板金工事業 令和2年3月23日

  ガラス工事業 令和2年3月23日

  塗装工事業 令和2年3月23日

  防水工事業 令和2年3月23日

  内装仕上工事業 令和2年3月23日

  建具工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23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２９） 全部廃業 令和2年3月23日

齋藤 文雄 第１３５８５号  一般建設業 令和2年3月23日

  造園工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

有限会社加藤内装 仙台市若林区南小泉１ー９ー１５ （般ー３０） 全部廃業 令和2年3月23日

加藤 幹夫 第１６８８６号  一般建設業 令和2年3月23日

  内装仕上工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

株式会社シンテック 仙台市泉区福岡字西上野原２８ー５ （般ー２９） 一部廃業 令和2年3月23日

細川 円 第１８４５９号  一般建設業 令和2年3月23日

  とび・土工工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

斉藤住建 遠田郡涌谷町涌谷字白畠７ （般ー２８） 全部廃業 令和2年3月23日

齋藤 仁見 第１９１１７号  一般建設業 令和2年3月23日

  建築工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

三陸特殊工業有限会社 気仙沼市最知南最知１８３ （般ー２８） 全部廃業 令和2年3月23日

吉田 浩之 第１９１８１号  一般建設業 令和2年3月23日

  土木工事業 令和2年3月23日

  とび・土工工事業 令和2年3月23日

  石工事業 令和2年3月23日

  鋼構造物工事業 令和2年3月23日

  舗装工事業 令和2年3月23日

  しゅんせつ工事業 令和2年3月23日

  塗装工事業 令和2年3月23日

  水道施設工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

株式会社美匠工建 黒川郡大和町宮床字中野３７ー４ （般ー３０） 一部廃業 令和2年3月23日

小野寺 幹雄 第１９８４０号  一般建設業 令和2年3月23日

  管工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

伊藤商事有限会社 石巻市北村字涌谷沢１３ー５ （般ー３０） 一部廃業 令和2年3月23日

伊藤 慶一 第１９８６２号  一般建設業 令和2年3月23日

  石工事業 令和2年3月23日

  鋼構造物工事業 令和2年3月23日

  しゅんせつ工事業 令和2年3月23日

  水道施設工事業 令和2年3月23日

  解体工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

シミズ株式会社 仙台市宮城野区中野１ー３ー３ （般ー０１） 一部廃業 令和2年3月23日

清水 及 第２０２３６号  一般建設業 令和2年3月23日

  石工事業 令和2年3月23日

  鋼構造物工事業 令和2年3月23日

  しゅんせつ工事業 令和2年3月23日

  水道施設工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

侑城建設株式会社 仙台市青葉区上杉５ー１ー１ （般ー２６） 全部廃業 令和2年3月23日

尾藤 順 第２０２９０号  一般建設業 令和2年3月23日

  土木工事業 令和2年3月23日

  とび・土工工事業 令和2年3月23日

  石工事業 令和2年3月23日

  鋼構造物工事業 令和2年3月23日

  鉄筋工事業 令和2年3月23日

  舗装工事業 令和2年3月23日

  しゅんせつ工事業 令和2年3月23日

  水道施設工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

株式会社エム・エス・ケイ 本吉郡南三陸町戸倉字太田４６ー１ （般ー２７） 全部廃業 令和2年3月23日

山下 覚史 第２０５９５号  一般建設業 令和2年3月23日

  土木工事業 令和2年3月23日

  とび・土工工事業 令和2年3月23日

  石工事業 令和2年3月23日

  管工事業 令和2年3月23日

  鋼構造物工事業 令和2年3月23日

  舗装工事業 令和2年3月23日

  しゅんせつ工事業 令和2年3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

  水道施設工事業 令和2年3月23日

令和2年3月23日

有限会社鈴木産業 仙台市宮城野区蒲生字鍋沼３８ー１ （般ー２７） 一部廃業 令和2年3月23日

菅原 健一 第２０６６５号  一般建設業 令和2年3月23日

  土木工事業 令和2年3月23日

  石工事業 令和2年3月23日

  鋼構造物工事業 令和2年3月23日

  舗装工事業 令和2年3月23日

  しゅんせつ工事業 令和2年3月23日

  水道施設工事業 令和2年3月23日


