
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 土、建、と、石、舗、しゆ、水

特定 －

一般 建

特定 －

一般
土、建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、舗、しゆ、板、ガ、
塗、防、内、絶、具、水、解

特定 －

一般 園

特定 －

一般 土、建、と、石、鋼、舗、しゆ、水

特定 －

一般 建

特定 土、と、石、鋼、舗、しゆ、塗、水、解

一般 筋

特定 －

一般 大、左、石、屋、管、タ、板、ガ、塗、防、内、絶、具

特定 －

一般 土、と、石、鋼、舗、しゆ、園、水、解

特定 －

一般 建

特定 －

一般 土

特定 －

奈良県知事許可（般-28）第16979号

奈良県知事許可（般-29）第1816号
奈良県知事許可（特-29）第1816号
奈良県知事許可（特-30）第1816号

令和元年10月3日

令和元年10月17日

令和元年10月24日

白羽　稔

（有）栄山工業所

北脇　竜次

松岡　毅
（株）Ｗａｋａｂａ　Ｍｅｄｉｃａｌ　Ｐｒ
ｏｄｕｃｅ

アルク建築

栄山　博己

生駒市小明町４９５－２１

吉野郡上北山村小橡１９６－１福西　敏久

桜井市新屋敷１８５

北葛城郡広陵町的場１２２－４

（株）ハッピーマン

大和高田市幸町７－３４

三栄組

令和元年10月31日

令和2年1月8日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奈良県知事　　荒井　正吾

Ｃｏｚｙ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ 安井　ひとみ

アーボジャパン

奈良県知事許可（般-27）第16795号

奈良県知事許可（般-30）第15539号弥生造園 浦辻　俊介 奈良市中之庄町７３３－２

小林　仁

（株）福西建設

天理市成願寺町２０８－１

奈良市法蓮寺１０７０－２中嶋ビル１Ｆ

橿原市葛本町１１８－１

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）

木村　幸男 奈良県知事許可（般-27）第15961号

宇陀郡曽爾村山粕１６３５－１

奈良県知事許可（般-28）第17005号

奈良県知事許可（般-26）第2060号

由・カネヨシ組 脇田　幸子

橿原市出垣内町７１－１

ビル・エイド（株） 森田　惠介

奈良県知事許可（般-29）第5296号

奈良県知事許可（般-28）第9829号

奈良県知事許可（般-26）第15786号

奈良県知事許可（般-28）第16939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 と

特定 －

一般 土、管

特定 －

一般 電、消

特定 －

一般 防

特定 －

一般 建

特定 －

一般 電

特定 －

一般 土、建、と、石、管、鋼、舗、しゆ、塗、水、解

特定 －

一般 塗

特定 －

一般 土、と、石、鋼、舗、しゆ、水、解

特定 －

一般 土、と、石、鋼、舗、しゆ、水、解

特定 －

一般 と、解

特定 －

一般 建

特定 －

令和元年11月21日

令和元年11月28日

令和元年12月5日平瀬建設 平瀬　章次 大和郡山市美濃庄町５５４ 奈良県知事許可（般-1）第17494号

宇陀市室生大野２０５９－１ 奈良県知事許可（般-26）第7035号竹森建築 竹森　巖

ひらの開発

奈良県知事許可（般-29）第1692号

奈良県知事許可（般-26）第13189号

北葛城郡広陵町馬見北９－１０－５－２ 

大興建設 山田　翔太 橿原市古川町２２３ 奈良県知事許可（般-26）第16643号

長岡電気商会 長岡　靖浩

奈良県知事許可（般-29）第16213号

大和高田市根成柿１７９－７

奈良県知事許可（般-30）第17335号

中山　良幸 橿原市東竹田町２３７－１ 

御所市大字東松本４３－４９

鵜飼　嘉輝

大和高田市曽大根１－４－５－９

香芝市北今市４－２４３

奈良県知事許可（般-28）第16078号

奈良県知事許可（般-27）第16792号桜井市新屋敷２６２

平野　竜雅

大協設備工業所

岡本興業 岡本　純也

松井防水 松井　良光

吉野電気工事 吉野　秀作

令和元年11月7日

奈良県知事許可（般-30）第17442号

橿原市北越智町３１８－１ 奈良県知事許可（般-28）第16891号建築塗装ノグチ 野口　健治

ＡＲＴ　ＨＯＵＳＥ 宮永　賢太

桜井市大字太田９４－２ 奈良県知事許可（般-28）第16049号

近畿総合建築（株）



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、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 管

特定 －

一般 建

特定 －

一般 －

特定 土、鋼、舗、水

一般 管

特定 －

一般 管

特定 －

一般 －

特定 建、大、屋、タ、内

一般 大

特定 －

一般 土、石、鋼、舗、しゆ、水

特定 －

一般 消

特定 －

一般 －

特定 土

一般 電、舗

特定 －
令和元年12月26日

令和元年12月26日

令和元年11月28日

令和元年10月3日

令和元年10月17日

令和元年10月24日

住野住設 住澤　義政 奈良市川上町８７３－２３８ 奈良県知事許可（般-26）第7031号

今福　岳大 御所市柳原１１８－１ 奈良県知事許可（般-26）第16651号

（株）大誠

建設業の種類

奈良県知事許可（般-27）第11731号

生駒市南田原町３９３ 

山辺郡山添村広瀬１３８

橿原市光陽町２７５

奈良市柏木町３８３ 奈良県知事許可（特-1）第15698号

奈良市法華寺町６３０－１５（株）広和 藤井　幹久

戸田　一志 香芝市下田西２－２－５１ 奈良県知事許可（般-26）第15797号

建設ヨシオカ 吉岡　洋一

（株）コミナミ

奈良県知事許可（般-26）第15846号

奈良県知事許可（般-28）第9761号長田　春男

小南　明

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

開発機構（株） 山口　善理子

（株）奈良規松緑化

森髙建設（株）

ハンナ設備

森髙　美樹

（株）三企水道工業所 川崎　永美 奈良市法華寺町６６５ 奈良県知事許可（般-27）第171号

岡野　仁志

令和元年12月19日

大和郡山市伊豆七条町２１３ 奈良県知事許可（般-29）第15383号

奈良県知事許可（般-30）第15603号

（株）石田建設 石田　浩子 奈良市恋の窪２－６－２ 奈良県知事許可（特-27）第5830号

宇陀市榛原高塚８０ 奈良県知事許可（般-28）第9857号(株)岡野土木建材


