
商号又は名称 代表者 主たる営業所の所在地 許可番号 取消年月日

一般 鋼

特定 －

一般 防

特定 －

一般 と

特定 －

一般 管

特定 －

一般 土、建、と、石、舗、しゆ、水

特定 －

一般 土、建、と、石、鋼、舗、しゆ、塗、水、解

特定 －

一般 建

特定 －

一般 大、と

特定 －

一般 建、大、屋、タ、鋼、内

特定 －

一般 －

特定 土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、内、水

一般 建

特定 －

一般 大

特定 －

平成30年7月19日

平成30年7月26日大津　重秋

ウッド事業（同）

野口　和則

中本　滋

生駒市俵口町９５－８セントポリア生駒Ｅ－３０２

奈良市芝辻町３－６－１３－０４

奈良県知事許可（般-29）第17080号

奈良県知事許可（般-28）第16922号

大和郡山市車町３－１

生駒郡平群町大字下垣内８５－２６

奈良県知事許可（般-28）第17023号

奈良県知事許可（般-29）第16269号

奈良市敷島町１－５０９－１０

奈良県知事許可（般-27）第7515号(株)北尾組 北尾　惠見 大和郡山市伊豆七条町２０３－１ 

奈良県知事許可（般-25）第16405号

奈良市南京終町１－１０８－１　奈良ガーデンハイツ２１４

奈良県知事許可（般-26）第15791号

奈良市法華寺町２８６－１９

山口　修一

柴山　雅史

建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第1項第4号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消したので、同法第29条の5第1項の規定に基づき公告します。

建設業の種類

1　建設業の許可の全部を取り消したもの（廃業届の提出によるもの）

明石　義隆 奈良県知事許可（般-29）第14139号

奈良市月ヶ瀬長引４０７

平成30年10月3日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県知事　　荒井　正吾

平成30年7月4日

平成30年7月12日ミヤビ設備

(株)さやか

ＲＩＦＵＲＥ

(株)明石

大津組

民谷　浩一

奈良市押熊町８４５－７

磯城郡田原本町味間３８ 

ＦＡＮＳｈｏｍｅ

新共建設

奈良県知事許可（般-28）第16914号橋本鉄工 橋本　秀信

西防水工業 西　英司

内海　武正

奈良県知事許可（般-29）第13956号

奈良県知事許可（般-25）第14337号

尾関 尾関　主教 天理市櫟本町２２３０ 奈良県知事許可（般-27）第13299号



商号又は名称 代表者 主たる営業所の所在地 許可番号 取消年月日建設業の種類

一般 土

特定 －

一般 土、と、石、管、鋼、舗、しゆ、水

特定 －

一般 建

特定 土、と、石、鋼、舗、しゆ、塗、水

一般 管

特定 －

一般 建、大、屋、タ、内

特定 －

一般 建

特定 －

一般 土、と、石、鋼、舗、しゆ、塗、水、解

特定 －

一般 土、建、と、舗

特定 －

一般 と

特定 －

一般 土

特定 －

一般 土、建、と、石、管、鋼、舗、しゆ、塗、園、水

特定 －

一般 土、建、と、石、鋼、舗、しゆ、水

特定 －

一般 土、と、石、鋼、舗、しゆ、水

特定 －

国土建設 永尾　国也 奈良市四条大路１－１０－２２－２階 奈良県知事許可（般-28）第16981号

奈良県知事許可（般-25）第14424号

平成30年9月20日

平成30年8月23日奈良県知事許可（般-27）第8494号

奈良市朱雀５－１－１－４６－２０４

生駒市山崎新町１２－２９－５０５ 奈良県知事許可（般-28）第16904号

奈良県知事許可（般-26）第16533号 平成30年8月16日

五條市五條３－６－１８

奈良県知事許可（般-27）第10716号

奈良県知事許可（般-25）第16487号

奈良県知事許可（般-28）第4947号吉野郡下北山村下池原１３２

奈良県知事許可（般-29）第16242号

奈良県知事許可（般-26）第15842号

天理市檜垣町７００－２

平成30年8月2日

高翔クレーンサービス 髙平　昭和

北葛城郡広陵町百済１６４３－１

中村　悠梨亜

（株）福永建設 福永　秀一

(株)山和組 松本　勝宏

ＨＲ工業 原　良彦

平成運輸(株) 坪内　基真

結斗建設 藪内　知子

吉川工務店 吉川　知香良 大和高田市根成柿２９５－２８

吉野郡天川村洞川４７７－４康平鉄工所 小屋　康平

奈良市東九条町２０２－１１

生駒郡安堵町東安堵２７５－４総合建設業アークス

奈良県知事許可（般-25）第16413号

(株)奈良ハウス 兼田　法明 大和高田市南今里町２１６－１６ 奈良県知事許可（般-27）第4558号

(株)フルタ工務店 古田　博文

平成30年8月30日

隆信建設 大西　孝尚 吉野郡大淀町佐名伝３０６－１ 奈良県知事許可（般-28）第15104号



商号又は名称 代表者 主たる営業所の所在地 許可番号 取消年月日建設業の種類

一般 土、と、石、管、舗、しゆ、水、消

特定 －

一般 土、建、と、石、鋼、舗、しゆ、水

特定 －

商号又は名称 代表者 主たる営業所の所在地 許可番号 取消年月日

一般 大、左、石、屋、タ、板、ガ、塗、防、内、絶、具

特定 －

一般 土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、しゆ、塗、内、水

特定 －

一般 －

特定 建、大、左、屋、タ、筋、板、ガ、防、内、絶、具

一般 土、管

特定 －

一般 園

特定 －

一般 と、舗

特定 －

一般 管

特定 －

奈良市北之庄西町２－６－５ 奈良県知事許可（般-29）第17229号

平成30年8月2日

平成30年9月20日

平成30年9月27日

平成30年9月27日

奈良県知事許可（般-28）第5561号

美並建設 美並　孝一

（株）奥井組 奥井　章 桜井市上之宮１２９

平成30年7月26日

窪田　知子

大崎　竜彦

奈良県知事許可（般-25）第13820号(株)ティーズブリュー＆シビル

奈良県知事許可（般-26）第16579号

池澤　僚

御所市大字南十三８６－３１

奈良県知事許可（般-26）第7049号五條市火打町３７８

天理市櫟本町２７８２－２８ 奈良県知事許可（般-29）第10312号

平成30年7月12日

2　建設業の許可の一部を取り消したもの（廃業届の提出によるもの）
　　届出がなされた業種以外の業種については、当然に許可は有効です

岡田水道工業所 岡田　邦夫

大和郡山市千日町２５－２奈良日化サービス(株) 井戸　和之

鶴谷　昇司

（株）窪田建設

大和高田市西三倉堂２－３６１－２

天理市檜垣町４３１

建設業の種類

奈良県知事許可（般-27）第4830号

奈良県知事許可（般-29）第17238号

ＴＯＣ建設（株）

(株)松本組 松本　吉子 橿原市兵部町２－２

(株)西本電器製作所

奈良県知事許可（般-29）第12486号

平成30年8月30日


