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千葉県知事（登-３） 第０００７号 2021/6/29 2026/6/29 株式会社　源企画 260-0001 千葉県 千葉市中央区都町三丁目２９番２３号 043-234-0383 信田　仁志 信田　仁志

千葉県知事（登-３） 第００１０号 2021/6/29 2026/6/29 285-0833 千葉県 佐倉市羽鳥字南１００９番２ 043-484-1776 髙桺　一美 髙桺　恭司

千葉県知事（登-３） 第００２９号 2021/8/2 2026/8/2 有限会社　ツリ・クリーンサービス 290-0015 千葉県 市原市市原１７７番地２１ 090-3002-9184 釣　隆久 釣　隆久

千葉県知事（登-３） 第００３０号 2021/8/2 2026/8/2 有限会社　蘭企画 266-0003 千葉県 千葉市緑区高田町１５５番地１ 090-2548-0807 今井　良臣

千葉県知事（登-３） 第００３６号 2021/9/7 2026/9/7 有限会社　飯塚土木 270-0222 千葉県 野田市木間ケ瀬９１８番地 04-7198-1343 上原　智美 飯塚　一

千葉県知事（登-３） 第００４０号 2021/9/14 2026/9/14 有限会社　斉藤工業 270-1325 千葉県 印西市竹袋字木戸脇４０番地１ 0476-40-2381 齊藤　進一 齊藤　進一

千葉県知事（登-３） 第００４２号 2021/9/28 2026/9/28 株式会社　ミヤケエコプランニング 299-4612 千葉県 いすみ市岬町江場土２７０１番地１ 0470-87-8290 三宅　則男 三枝　由明

千葉県知事（登-３） 第００４３号 2021/9/28 2026/9/28 石川　博幸 340-0822 埼玉県 八潮市大字大瀬５５番地１１ 048-997-8755 石川　博幸 石川建物解体

千葉県知事（登-３） 第００５４号 2021/10/18 2026/10/18 細井　知良 270-0214 千葉県 野田市柏寺４７７番地の内２ 04-7196-1521
細井　知良
細井　武広

細井工業

千葉県知事（登-３） 第００５９号 2021/10/25 2026/10/25 池添　薫 262-0045 千葉県 千葉市花見川区作新台４丁目９番６号 043-258-1227 池添　薫 池添　薫

千葉県知事（登-３） 第００７３号 2021/11/26 2026/11/26 石井　昇 293-0005 千葉県 富津市上飯野１８４７番地の１ 0439-87-0852 石井　昇 石井建材

千葉県知事（登-３） 第００７４号 2021/11/26 2026/11/26 伊藤　志郎 265-0077 千葉県 千葉市若葉区御成台３丁目２６番地の２ 043-236-1421 伊藤　志郎 伊藤建材興業

千葉県知事（登-３） 第００７８号 2021/11/26 2026/11/26 岡本　章 272-0802 千葉県 市川市柏井町４丁目４８０番地１ 047-339-9173 岡本　章 岡本鳶工業

千葉県知事（登-３） 第００９２号 2021/11/27 2026/11/27 津根　清 290-0034 千葉県 市原市島野７０９番地の３ 0436-22-3676 津根　清 永京商事

千葉県知事（登-３） 第００９７号 2021/11/27 2026/11/27 稲葉　信次 272-0822 千葉県 市川市宮久保１丁目７番１４号 047-371-1901 稲葉　信次 稲葉興業

千葉県知事（登-３） 第０１０９号 2021/11/30 2026/11/30 299-5235 千葉県 勝浦市出水１０７２番地の４ 0470-73-5429 建築木村

千葉県知事（登-３） 第０１１４号 2021/11/30 2026/11/30 正司　文夫 299-1602 千葉県 富津市桜井７５５番地１ 0439-67-3663 正司　文夫 湊和興業

千葉県知事（登-３） 第０１４７号 2021/12/10 2026/12/10 有限会社　エビヌマ 274-0064 千葉県 船橋市松が丘１丁目１３番２号 047-469-7450 海老沼　幸彦 海老沼　幸彦

千葉県知事（登-３） 第０１５０号 2021/12/11 2026/12/11 ピーエスエス　有限会社 276-0046 千葉県 八千代市大和田新田１５５番４ 047-458-8808 田久保　博 田久保　博

千葉県知事（登-３） 第０１６７号 2021/12/13 2026/12/13 石井　文一 294-0022 千葉県 館山市畑３７７番地 0470-23-6871 石井　文一 石井建材

千葉県知事（登-３） 第０１８２号 2021/12/18 2026/12/18 株式会社　千葉環境ビジネス 267-0067 千葉県 千葉市緑区あすみが丘東１丁目２８番１５号 043-307-0180 飯島　伸行 飯島　伸行

千葉県知事（登-３） 第０１９８号 2021/12/20 2026/12/20 有限会社　川田運輸 120-0003 東京都 足立区東和５丁目１０番１号 03-3605-3454 川田　一仁 川田　一仁

千葉県知事（登-３） 第０２３２号 2022/2/18 2027/2/18 有限会社　大和興産 273-0048 千葉県 船橋市丸山三丁目２８番７号 047-419-8824 大和田　達 大和田　和彦

千葉県知事（登-３） 第０２３８号 2022/3/6 2027/3/6 株式会社　やまたけ 123-0841 東京都 足立区西新井５丁目３５番１３号 03-3899-3737 山口　大介 山口　英幸

千葉県知事（登-４） 第０２６０号 2022/5/1 2027/5/1 有限会社　市建 292-0041 千葉県 木更津市清見台東３丁目２８番７号 0438-98-4055 市原　通雄 市原　通雄

千葉県知事（登-４） 第０２６８号 2022/5/14 2027/5/14 森田　正幸 343-0023 埼玉県 越谷市東越谷２丁目１１番地３２ 048-964-1455 森田　正幸 森田建築工房

千葉県知事（登-４） 第０２９２号 2022/6/27 2027/6/27 有限会社　藤剛産業 306-0626 茨城県 坂東市小山２２９６番地１ 0297-38-2522 藤川　剛史 藤川　剛史

千葉県知事（登-４） 第０２９３号 2022/6/27 2027/6/27 有限会社　葉光 299-0255 千葉県 袖ケ浦市下新田９５１番地の３ 0438-63-3511 下田　博之 下田　正男

千葉県知事（登-４） 第０２９４号 2022/7/5 2027/7/5 有限会社　小鈴造園 292-0201 千葉県 木更津市真里谷４６０７番地の１ 0438-53-4352 小沢　應一 小沢　應一

千葉県知事（登-４） 第０３２２号 2022/9/3 2027/9/3 ヨシ工業　有限会社 260-0851 千葉県 千葉市中央区矢作町１６２番地５ 043-225-3166 大塚　義夫 大塚　義夫

千葉県知事（登-４） 第０３３３号 2022/10/7 2027/10/7 栗田　光一 173-0036 東京都 板橋区向原３丁目５番１３－３１１号　古屋マンション 03-5966-8827 栗田　光一 栗田建業

千葉県知事（登-４） 第０３５３号 2022/12/6 2027/12/6 永嶋　一夫 290-0056 千葉県 市原市五井６４２３番地の１ 0436-21-1349 永嶋　一夫

千葉県知事（登-１４） 第０３６５号 2018/1/16 2023/1/16 石井　信幸 294-0022 千葉県 館山市畑４２７番地 0470-23-1142 石井　信幸 石井建材土木

千葉県知事（登-１４） 第０３８４号 2018/3/13 2023/3/13 夘木　清作 289-1223 千葉県 山武市埴谷１８３８番地３ 0475-89-1616 夘木　清作 土木建設ウキ

千葉県知事（登-１４） 第０３８８号 2018/3/18 2023/3/18 有限会社　大類商事 133-0073 東京都 江戸川区鹿骨６丁目１０番１５号 03-3698-3551 大類　喜之助 栃谷　茂

千葉県知事（登-１５） 第０３９３号 2018/4/21 2023/4/21 株式会社　大宗 290-0154 千葉県 市原市下野４番地 0436-74-1717 志賀　千代松 志賀　千代松
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千葉県知事（登-１５） 第０３９６号 2018/5/6 2023/5/6 有限会社　栄建商事 306-0607 茨城県 坂東市弓田３９０１番地 0297-36-2312 加藤　建 加藤　建

千葉県知事（登-１５） 第０４１０号 2018/7/17 2023/7/17 榎本　哲夫 341-0018 埼玉県 三郷市早稲田４丁目１２番地１４ 048-957-3106 榎本　哲夫 榎本興業

千葉県知事（登-１５） 第０４２６号 2018/9/5 2023/9/5 川島　政利 270-1367 千葉県 印西市浦部４８２番地 0476-33-3691 川島　政利 川島工業

千葉県知事（登-１５） 第０４５６号 2019/1/29 2024/1/29 増田　英二 274-0074 千葉県 千葉県船橋市滝台２丁目６番８号 047-467-5622 増田　英二 増田工業

千葉県知事（登-１５） 第０４５８号 2019/2/6 2024/2/6 有限会社　鳶伊澤 270-1455 千葉県 柏市金山５０２番地 04-7191-2471 伊澤　誠一 伊澤　誠一

千葉県知事（登-１６） 第０４７５号 2019/5/13 2024/5/13 四ノ宮　茂雄 277-0941 千葉県 柏市高柳８７９番地２ 090-5212-0054 四ノ宮　茂雄 四ノ宮工業

千葉県知事（登-1） 第０４８４号 2019/6/21 2024/6/21 森崎　二郎 292-0043 千葉県 木更津市東太田４丁目１９番９号　コーポ川島１号棟２０３ 090-3314-7558 森崎　二郎 森崎組

千葉県知事（登-１） 第０５００号 2019/10/1 2024/10/1 有限会社　ツバキ工建 289-0221 千葉県 香取郡神崎町神崎本宿３２５番地 0478-70-1107 椿　昭彦 椿　昭彦

千葉県知事（登-１） 第０５０１号 2019/10/7 2024/10/7 小澤　英次 285-0864 千葉県 佐倉市稲荷台２丁目１４番地２ 043-464-0382 小澤　英次 栄建ハウス

千葉県知事（登-１） 第０５０７号 2019/10/26 2024/10/26 株式会社　千葉測器 260-8567 千葉県 千葉市中央区都町２丁目１９番３号 043-231-2351 中村　卓見 髙島　正光

千葉県知事（登-１） 第０５２３号 2020/3/31 2025/3/31 清本　正一 289-2114 千葉県 匝瑳市上谷中２２０５番地１１ 0479-79-0077 清本　正一 清本商会

千葉県知事（登-１） 第０５２４号 2020/1/17 2025/1/17 有限会社　青木興業 174-0072 東京都 板橋区南常盤台１丁目５番１２号 03-3530-5471 青木　𠀋士 青木　𠀋士

千葉県知事（登-１） 第０５３２号 2020/3/29 2025/3/29 有限会社　雅産業 341-0025 埼玉県 三郷市茂田井１２１６番地１ 048-953-2256 加藤　滝子 宮本　衛

千葉県知事（登-２） 第０５３５号 2020/5/6 2025/5/6 澤口　久志 270-2223 千葉県 松戸市秋山１６０番地の２ 047-392-8271 澤口　久志 澤建建設興業

千葉県知事（登-２） 第０５４６号 2020/7/8 2025/7/8 有限会社　第一管理サービス 276-0032 千葉県 八千代市八千代台東３丁目１４番３号 047-405-0011 神田　清策 木村　純子

千葉県知事（登-２） 第０５５０号 2020/8/11 2025/8/11 有限会社　松屋総合解体 274-0812 千葉県 船橋市三咲９丁目３番１３号 047-447-8218 松本　治
松本　治
松本　司

千葉県知事（登-２） 第０５５５号 2020/8/29 2025/8/29 有限会社　君塚興業 276-0028 千葉県 八千代市村上１６４３番地２３ 047-487-0742 君塚　好伸 君塚　好伸

千葉県知事（登-２） 第０５６３号 2020/11/18 2025/11/18 金坂　勝幸 299-4203 千葉県 長生郡白子町剃金２７０６番地１６ 0475-33-5290 金坂　勝幸 金坂建材

千葉県知事（登-２） 第０５７１号 2021/1/16 2026/1/16 御園　三男 299-4215 千葉県 長生郡白子町中里５１７６番地１ 0475-33-3310 御園　三男 御園建材

千葉県知事（登-２） 第０５７２号 2021/2/3 2026/2/3 多田　進哉 288-0031 千葉県 千葉県銚子市前宿町７８６－１ 0479-22-4927 多田　進哉 アカネ興業

千葉県知事（登-２） 第０５７４号 2021/2/28 2026/2/28 有限会社　鈴誠商会 297-0234 千葉県 長生郡長柄町長柄山美佐子台１１６２番地６ 0475-35-1008 中村　章男 中村　章男

千葉県知事（登-３） 第０５８５号 2021/5/23 2026/5/23 株式会社　小林商店 296-0024 千葉県 鴨川市池田１４８番地の１ 04-7092-0792 小林　賢一 小林　賢一

千葉県知事（登-３） 第０６１３号 2021/10/19 2026/10/19 有限会社　丸新植木 298-0017 千葉県 いすみ市下布施２１９８番地 0470-66-0059 鈴木　俊文
鈴木　俊文
鈴木　正允

千葉県知事（登-３） 第０６１９号 2021/11/22 2026/11/22 髙橋　福太郎 273-0866 千葉県 船橋市夏見台６丁目３番２７号 047-438-0917 髙橋　福太郎 高橋土木

千葉県知事（登-３） 第０６２３号 2021/12/27 2026/12/27 株式会社　小貫興業 120-0005 東京都 足立区綾瀬二丁目７番１０号 03-3604-5341 小貫　孝之 小貫　孝之

千葉県知事（登-３） 第０６３３号 2022/2/19 2027/2/19 宮﨑　良夫 289-2503 千葉県 旭市江ケ崎１１８５－１ 0479-63-9548 宮﨑　良夫 宮﨑商会

千葉県知事（登-３） 第０６３９号 2022/4/6 2027/4/6 株式会社　充伸工業 301-0000 茨城県 龍ケ崎市７３７３番地１１ 0297-62-9890 石戸　充 石戸　充

千葉県知事（登-４） 第０６５０号 2022/5/30 2027/5/30 大貫　邦男 270-1405 千葉県 白井市富塚１２３２番地 047-491-1709 大貫　邦男 大貫興業

千葉県知事（登-４） 第０６５４号 2022/6/29 2027/6/29 有限会社　フジ設備 252-0132 神奈川県 相模原市緑区橋本台二丁目９番２３号 042-773-7328 伊藤　與志美 伊藤　與志美

千葉県知事（登-４） 第０６５９号 2022/7/11 2027/7/11 大川　美智雄 289-1727 千葉県 山武郡横芝光町宮川８３６２番地１ 0479-84-0911 大川　美智雄 光総合解体

千葉県知事（登-４） 第０６６２号 2022/8/6 2027/8/6 丸和環境建設　株式会社 343-0845 埼玉県 越谷市南越谷５丁目３番１８号 048-988-2981 石原　一憲 石原　一憲

千葉県知事（登-４） 第０６７５号 2022/10/9 2027/10/9 株式会社　アライブ・グリーン 283-0033 千葉県 東金市宿５３５番地９ 0475-58-9413 林　五郎 林　五郎

千葉県知事（登-４） 第０６７８号 2022/10/15 2027/10/15 有限会社　堀川オート 286-0807 千葉県 成田市北羽鳥２１６５番地１ 0476-37-1537 堀川　昇司 堀川　昇司

千葉県知事（登-１９） 第０７００号 2018/1/18 2023/1/18 株式会社　ケイエムティ企画 266-0032 千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央４丁目１８番地７ 090-5578-9719 加藤　正義 加藤　正義

千葉県知事（登-１９） 第０７０８号 2018/2/15 2023/2/15 石井　誠 283-0046 千葉県 東金市上谷１２５番地２ 0475-71-2400 石井　誠 石井　誠
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千葉県知事（登-１９） 第０７１０号 2018/3/5 2023/3/5 株式会社　ＳＫＫ興業 340-0801 埼玉県 八潮市大字八條３９２３番地１６ 048-935-1223 門脇　定男 門脇　定男

千葉県知事（登-１９） 第０７１４号 2018/3/10 2023/3/10 秋元　克視 283-0016 千葉県 東金市菱沼３８０番地６ 0475-58-2106 秋元　克視 秋元建材

千葉県知事（登-１９） 第０７１６号 2018/3/14 2023/3/14 加瀬　昌之 297-0026 千葉県 茂原市茂原５５３番地１ 0475-23-4326 加瀬　昌之 加瀬興業

千葉県知事（登-２０） 第０７３３号 2018/5/21 2023/5/21 有限会社　増田建商 285-0815 千葉県 佐倉市城２７１番地１０ 043-484-5656 増田　慎吾 増田　慎吾

千葉県知事（登-２０） 第０７４０号 2018/6/20 2023/6/20 株式会社　ゴミクル 135-0011 東京都 江東区扇橋１丁目１３番８号 03-5665-2210 西村　圭治 西村　圭治

千葉県知事（登-２０） 第０７４３号 2018/6/24 2023/6/24 株式会社　内建総業 133-0052 東京都 江戸川区東小岩６丁目１５番２０号 03-5668-3577 内丸　亮 内丸　亮

千葉県知事（登-２０） 第０７４６号 2018/7/7 2023/7/7 永井　博康 296-0123 千葉県 千葉県鴨川市北風原６１５ 04-7097-0707 永井　博康 永井土建

千葉県知事（登-２０） 第０７５２号 2018/7/30 2023/7/30 株式会社　クリーンフォワード 270-1132 千葉県 我孫子市湖北台九丁目１６番１０号 04-7187-8701 田中　憲雄 田中　憲雄

千葉県知事（登-２０） 第０７５３号 2018/7/30 2023/7/30 有限会社　平解体 270-0027 千葉県 松戸市二ツ木８４２番地１ 047-348-2525 川﨑　友紀子 馬場　平

千葉県知事（登-２０） 第０７６１号 2018/8/19 2023/8/19 株式会社　秀翔 270-1431 千葉県 白井市根７４番地２０ 047-491-4784 鈴木　秀樹 鈴木　秀樹

千葉県知事（登-２０） 第０７７７号 2018/10/28 2023/10/28 有限会社　グッド・サービス 272-0802 千葉県 市川市柏井町１丁目１６１６番地４ 047-339-1424 伊藤　浩道 伊藤　浩道

千葉県知事（登-２０） 第０７９４号 2019/2/3 2024/2/3 有限会社　稲垣商事 272-0031 千葉県 市川市平田４丁目１４番１２号 047-393-4210 稲垣　昇 稲垣　昇

千葉県知事（登-２１） 第０８０３号 2019/4/9 2024/4/9 平山　勝美 287-0013 千葉県 香取市大倉４９８番地 0478-57-2796 平山　勝美 平山商事

千葉県知事（登-２１） 第０８１１号 2019/5/8 2024/5/8 飯嶋　健一 343-0023 埼玉県 越谷市東越谷八丁目２０番地５ 048-966-8691 飯嶋　健一 敬愛興業

千葉県知事（登-１） 第０８１９号 2019/7/14 2024/7/14 大木　進 289-2147 千葉県 匝瑳市飯倉１９７５番地 0479-72-1104 大木　進 大木工業

千葉県知事（登-１） 第０８２９号 2019/9/2 2024/9/2 クリーンサービス　株式会社 204-0002 東京都 清瀬市旭が丘２丁目３３６番地の１ 042-491-9888 佐藤　高紀 佐藤　高紀

千葉県知事（登-１） 第０８３４号 2019/9/25 2024/9/25 宮﨑　藤雄 264-0020 千葉県 千葉市若葉区貝塚２丁目３番４７号 043-232-2100 宮﨑　藤雄 宮崎工業所

千葉県知事（登-１） 第０８３７号 2020/3/31 2025/3/31 長田　栄治 290-0056 千葉県 市原市五井６６５３番地１ 0436-22-6711 長田　栄治 フジ商会

千葉県知事（登-１） 第０８４６号 2019/12/15 2024/12/15 有限会社　ミヤマホーム 283-0045 千葉県 東金市西中６８９番地１ 0475-55-0870 宮山　秀人 宮山　秀人

千葉県知事（登-１） 第０８５０号 2020/1/26 2025/1/26 有限会社　湯浅建工 273-0011 千葉県 船橋市湊町３丁目６番５号 047-433-7357 湯淺　善彦 湯淺　善彦

千葉県知事（登-１） 第０８５２号 2020/2/4 2025/2/4 關　達男 274-0073 千葉県 船橋市田喜野井３丁目１３番１０－６０２号 090-8307-5800 關　達男

千葉県知事（登-１） 第０８５９号 2020/3/31 2025/3/31 有限会社　潮見開発 299-0256 千葉県 袖ケ浦市飯富３４７０番地１ 0438-60-7725 古茶　勝徳 古茶　勝徳

千葉県知事（登-２） 第０８６６号 2020/4/7 2025/4/7 株式会社　加藤解体 342-0002 埼玉県 吉川市大字下内川１１６４番地３ 048-992-2980 加藤　チョペラ 加藤　チョペラ

千葉県知事（登-２） 第０８６８号 2020/4/22 2025/4/22 松岡　廣一 263-0001 千葉県 千葉市稲毛区長沼原町１３９番地８ 043-258-2923 松岡　廣一 ｍ＆ｋ企画

千葉県知事（登-２） 第０８７０号 2020/5/11 2025/5/11 赤福金属　株式会社 262-0015 千葉県 千葉市花見川区宮野木台四丁目２５番２５号 043-441-6300 高橋　裕一 高橋　裕一

千葉県知事（登-２） 第０８８４号 2020/8/11 2025/8/11 株式会社　エスワイシー 290-0265 千葉県 市原市今富１０５７番地１ 0436-36-5561 白熊　幸紀 宮澤　日出男

千葉県知事（登-２） 第０８８５号 2020/8/26 2025/8/26 依田　忠明 271-0085 千葉県 松戸市二十世紀が丘中松町６番地ハイム二十世紀が丘２０３号
047-392-5325
080-1334-9216

依田　忠明 賢工業

千葉県知事（登-２） 第０８９５号 2020/10/20 2025/10/20 羽田興産　株式会社 145-0065 東京都 大田区東雪谷二丁目４番８号 03-3726-5111 五十嵐　喜将
五十嵐　喜将
大森　真人

千葉県知事（登-２） 第０９０２号 2020/12/15 2025/12/15 有限会社　隆正商会 136-0071 東京都 江東区亀戸九丁目１０番１－６３１号 03-5577-5698 小野　隆正 小野　隆正

千葉県知事（登-２） 第０９１４号 2021/3/30 2026/3/30 株式会社　丸幸 273-0105 千葉県 鎌ケ谷市鎌ケ谷三丁目５番３８号 047-443-0903 渡邉　均 中野　英樹

千葉県知事（登-３） 第０９１８号 2021/4/25 2026/4/25 株式会社　新雄興業 299-0109 千葉県 市原市千種五丁目１０番地１１ 043-441-4256 佐川　和良 佐川　和良

千葉県知事（登-３） 第０９２４号 2021/6/13 2026/6/13 株式会社　小川興業 104-0052 東京都 中央区月島二丁目７番１２号 03-3533-5085 小川　富士男 小川　富士男

千葉県知事（登-３） 第０９３０号 2021/8/8 2026/8/8 株式会社　大一興業 332-0003 埼玉県 川口市東領家一丁目９番１３号 048-229-0374 大城　明美 大城　和夫

千葉県知事（登-３） 第０９３２号 2021/8/22 2026/8/22 有限会社　梅田商店 170-0001 東京都 豊島区西巣鴨二丁目３２番４号 03-3917-2927 梅田　年治 小林　春樹

千葉県知事（登-３） 第０９３５号 2021/9/9 2026/9/9 349-1151 埼玉県 加須市佐波２０７番地１４ 0480-72-6115 岡田建材
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千葉県知事（登-３） 第０９３７号 2021/9/14 2026/9/14 松ケ谷　敏夫 289-2303 千葉県 香取郡多古町大門４０８番地 080-5010-4370 松ケ谷　敏夫 松ケ谷解体

千葉県知事（登-３） 第０９４６号 2021/11/14 2026/11/14 株式会社　エム工業 270-1431 千葉県 白井市根４３５番地２１ 047-492-1328 岡村　貴美子 岡村　雅人

千葉県知事（登-３） 第０９５２号 2021/12/9 2026/12/9 ソメヤ住宅設備　株式会社 278-0036 千葉県 野田市中野台鹿島町３７番地２０ 04-7121-5152 染谷　正行 伊原　博

千葉県知事（登-３） 第０９５３号 2021/12/13 2026/12/13 有限会社　佐原興業 340-0022 埼玉県 草加市瀬崎３丁目２６番１－５０３号 048-927-7865 佐原　大助 浅野　一郎

千葉県知事（登-３） 第０９５６号 2022/1/19 2027/1/19 石井　昌紀 276-0020 千葉県 八千代市勝田台北３－２２－１３ 047-485-1500 石井　昌紀 三和ホーム

千葉県知事（登-３） 第０９６１号 2022/2/21 2027/2/21 池田　栄司 270-1138 千葉県 我孫子市下ケ戸５３４番地の３８ 090-7207-7174 池田　栄司 池田興業

千葉県知事（登-３） 第０９６８号 2022/3/29 2027/3/29 押尾　英三郎 285-0811 千葉県 佐倉市表町３丁目２６番２０－８１２号 043-484-8899 押尾　英三郎 押尾興業

千葉県知事（登-３） 第０９７２号 2022/4/20 2027/4/20 ROHOLAMINI　ASGHAR 208-0002 東京都 武蔵村山市神明４丁目１１８番地の４ 042-562-8116 ROHOLAMINI　ASGHAR

千葉県知事（登-４） 第０９９３号 2022/7/5 2027/7/5 株式会社　ヒライ 270-1402 千葉県 白井市平塚４２１番地の２ 047-492-6350 平井　隆 平井　隆

千葉県知事（登-４） 第１００２号 2022/8/13 2027/8/13 アライ・リステム　株式会社 250-0004 神奈川県 小田原市浜町４丁目２８番１０号 0465-21-2500 新井　宏信 稲木　健太郎

千葉県知事（登-４） 第１００８号 2022/10/10 2027/10/10 有限会社　祥永 287-0005 千葉県 香取市佐原ホ４４５番地 0478-54-4750 篠塚　茂樹 篠塚　茂樹

千葉県知事（登-４） 第１００９号 2022/10/16 2027/10/16 株式会社　藤商コーポレーション 260-0843 千葉県 千葉市中央区末広４丁目２３番１０号 043-305-1009 粟飯原　博 粟飯原　博

千葉県知事（登-４） 第１０１３号 2022/11/16 2027/11/16 株式会社　友野工業 167-0042 東京都 杉並区西荻北四丁目４番７号　チェリーハイム６号 080-3487-1203 ＡＨＭＥＤ　ＡＭＩＮ ＡＨＭＥＤ　ＡＭＩＮ（アハマド　アミン）

千葉県知事（登-４） 第１０１４号 2022/11/29 2027/11/29 石山　忠治 289-1512 千葉県 山武市松尾町八田４１４番地６ 0479-74-3023 石山　忠治 山武解体工業

千葉県知事（登-２４） 第１０２０号 2018/2/1 2023/2/1 飯村　準一 270-0023 千葉県 松戸市八ケ崎７丁目１７番地の１５ 047-727-3823 飯村　準一

千葉県知事（登-２４） 第１０２１号 2018/2/7 2023/2/7 高田　幸久 290-0205 千葉県 市原市山田７０５番地４ 0436-36-4367 高田　幸久 高田土建

千葉県知事（登-２４） 第１０２５号 2018/3/6 2023/3/6 佐藤　定夫 289-1733 千葉県 山武郡横芝光町栗山４３６１番地２ 0479-82-5081 佐藤　定夫 佐藤工業

千葉県知事（登-２４） 第１０２６号 2018/3/6 2023/3/6 合同会社　ブレスト 279-0002 千葉県 浦安市北栄１丁目１２番７号 047-369-6441 半田　眞理 北山　和照

千葉県知事（登-２４） 第１０２７号 2018/3/7 2023/3/7 株式会社　英伸興業 288-0862 千葉県 銚子市高田町７丁目１９１０番地 0479-33-3480 駒﨑　武久 駒﨑　武久

千葉県知事（登-２４） 第１０２８号 2018/3/12 2023/3/12 株式会社　ブライト 135-0001 東京都 江東区毛利１丁目９番１号　Ｈ．Ｌビル１Ｆ 03-6240-2236 ハルメーシュ　ラル ハルメーシュ　ラル

千葉県知事（登-２５） 第１０３６号 2018/5/9 2023/5/9 株式会社　信太商店 151-0063 東京都 渋谷区富ケ谷２丁目５番６号 03-5738-2717 信太　裕介 信太　政光

千葉県知事（登-２５） 第１０３７号 2018/5/10 2023/5/10 株式会社　フロンティア 135-0062 東京都 江東区東雲２丁目６番２５－５１０号 03-6457-1243 相樂　国宏 相樂　国宏

千葉県知事（登-２５） 第１０３９号 2018/5/14 2023/5/14 錦織　孝也 260-0813 千葉県 千葉市中央区生実町１３２１番地 043-263-9225 錦織　孝也 タカヤ工業

千葉県知事（登-２５） 第１０４１号 2018/5/23 2023/5/23 橋本　優 350-0434 埼玉県 坂戸市大字小山１７８番地２ 090-6500-9088 橋本　優 優企画

千葉県知事（登-２５） 第１０４９号 2018/6/6 2023/6/6 石田　裕一 289-2134 千葉県 匝瑳市横須賀８４８番地 0479-75-4865 石田　裕一 石田総業

千葉県知事（登-２５） 第１０５３号 2018/7/4 2023/7/4 有限会社　椎名環境整備 287-0017 千葉県 香取市香取１５７６番地２ 0478-57-0877 椎名　修一 椎名　修一

千葉県知事（登-２５） 第１０５５号 2018/7/25 2023/7/25 株式会社　原口解体 279-0043 千葉県 浦安市富士見３丁目１１番２３号 047-353-2407 原口　晃 原口　晃

千葉県知事（登-２５） 第１０５７号 2018/8/2 2023/8/2 株式会社　丸髙 133-0056 東京都 江戸川区南小岩２丁目１５番１１号 03-6458-0884 髙橋　裕貴 髙橋　裕貴

千葉県知事（登-２５） 第１０５９号 2018/8/13 2023/8/13 有限会社　エー・アールカンパニー 306-0607 茨城県 坂東市弓田４０４４番地 0297-35-2858 アンソニー　ロバート 奥間　政英

千葉県知事（登-２５） 第１０６０号 2018/8/13 2023/8/13 関　輝雄 306-0624 茨城県 坂東市矢作３６８１番地 0297-38-0567 関　輝雄 丸和解体

千葉県知事（登-２５） 第１０６１号 2018/9/11 2023/9/11 須田　浩之 292-0044 千葉県 木更津市太田１丁目４番２５号　コーポアザレアＢ２０１ 080-1109-6692 須田　浩之

千葉県知事（登-２５） 第１０６４号 2018/9/18 2023/9/18 株式会社　長生商店 297-0063 千葉県 茂原市長谷１１３１－１ 0475-47-2986 劉　暁新 劉　暁新

千葉県知事（登-２５） 第１０６７号 2018/10/2 2023/10/2 株式会社　新日本興産 292-0031 千葉県 木更津市椿９６番地１１ 0438-38-4688 石井　正道 石井　正道

千葉県知事（登-２５） 第１０６８号 2018/10/9 2023/10/9 株式会社　集組 290-0006 千葉県 市原市若宮１丁目１４番地７ 0436-43-6551 安藤　誠 安藤　誠

千葉県知事（登-２５） 第１０６９号 2018/10/9 2023/10/9 有限会社　アーバンクリーンサービス 160-0023 東京都 新宿区西新宿７丁目２２番３８号 03-3361-5063 根釜　信一郎 根釜　信一郎

千葉県知事（登-２５） 第１０７４号 2018/11/5 2023/11/5 𠮷田　忠夫 270-1464 千葉県 柏市布瀬１６番地１ 0471-91-9886 𠮷田　忠夫 山忠建設

千葉県知事（登-２５） 第１０７９号 2018/11/22 2023/11/22 アース環境　株式会社 344-0051 埼玉県 春日部市内牧５０２６番地１ 048-753-1340 及川　登雄 及川　登雄
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千葉県知事（登-２５） 第１０８４号 2018/12/3 2023/12/3 丸大商事　株式会社 273-0003 千葉県 船橋市宮本１丁目２１番８号 047-395-0998 千葉　康治 千葉　勇治

千葉県知事（登-２５） 第１０８５号 2018/12/5 2023/12/5 ベルウッド　株式会社 272-0033 千葉県 市川市市川南３丁目１０番３１号 047-339-1844 鈴木　隆 鈴木　隆

千葉県知事（登-２５） 第１０８７号 2019/1/9 2024/1/9 信用工業　株式会社 332-0002 埼玉県 川口市弥平一丁目１４番２１号 048-299-7319 エルユルマズ　エユップ エルユルマズ　エユップ

千葉県知事（登-２５） 第１０９１号 2019/1/20 2024/1/20 髙橋　正昭 350-0832 埼玉県 川越市大字菅間４３１番地１ 049-224-9251 髙橋　正昭

千葉県知事（登-２５） 第１０９６号 2019/2/5 2024/2/5 伊藤土建　株式会社 292-0205 千葉県 木更津市下郡５７３番地１ 0438-53-2262 伊藤　伸彦 伊藤　伸彦

千葉県知事（登-２５） 第１０９７号 2019/2/5 2024/2/5 株式会社　共栄総合サービス 292-0834 千葉県 木更津市潮見三丁目１４番１号 0438-25-9111 平井　秀幸 髙澤　隆二

千葉県知事（登-２５） 第１０９８号 2019/2/7 2024/2/7 小野寺　正孝 340-0003 埼玉県 埼玉県草加市稲荷５丁目１番３１－３０３ 048-935-3069 小野寺　正孝 三洋解体

千葉県知事（登-２５） 第１１００号 2019/2/17 2024/2/17 有限会社　成本商店 299-1162 千葉県 君津市南子安３丁目４番９号 0439-52-0207 柴崎　正吉 柴崎　博輝

千葉県知事（登-２５） 第１１０９号 2019/3/18 2024/3/18 有限会社　イライダ 131-0041 東京都 墨田区八広六丁目３番６号 03-6657-1189 コール　フセイン ＫＯＲ　ＨＵＳＥＹＩＮ

千葉県知事（登-２５） 第１１１３号 2019/3/26 2024/3/26 株式会社　グローイング 300-1284 茨城県 牛久市島田町２１０７番地１ 029-886-4600 淀川　尚城 淀川　尚城

千葉県知事（登-２６） 第１１１６号 2019/4/11 2024/4/11 有限会社　エム・エス 343-0838 埼玉県 越谷市蒲生１丁目１３番７号 048-989-7555 清村　光宏 佐久間　成和

千葉県知事（登-２６） 第１１１８号 2019/4/14 2024/4/14 有限会社　東功 293-0001 千葉県 富津市大堀１６０１番地１ 0439-88-0360 松本　奈々 松本　進

千葉県知事（登-２６） 第１１１９号 2019/4/16 2024/4/16 株式会社　NIRO　Enterprise 121-0072 東京都 足立区保塚町９－１５ 03-6754-2901 ｶﾝﾅﾝｶﾞﾗ　ｱｰﾗｯﾁﾗｹﾞ　ﾃﾞｨﾏﾝﾀ　ﾆﾛｰｼｬﾝ ｶﾝﾅﾝｶﾞﾗ　ｱｰﾗｯﾁﾗｹﾞ　ﾃﾞｨﾏﾝﾀ　ﾆﾛｰｼｬﾝ

千葉県知事（登-２６） 第１１２０号 2019/4/16 2024/4/16 有限会社　佐藤機工 261-0011 千葉県 千葉市美浜区真砂１丁目１０番１５号 043-270-1528 佐藤　宏 佐藤　宏

千葉県知事（登-２６） 第１１２３号 2019/4/23 2024/4/23 太田　国吉 345-0035 埼玉県 北葛飾郡杉戸町内田２丁目１３番７－５０３号 0480-34-9939 太田　国吉 関東クリーンセンター

千葉県知事（登-２６） 第１１２５号 2019/5/7 2024/5/7 株式会社　石良 270-2261 千葉県 松戸市常盤平２丁目１１番地の２１ 047-700-5192 磯﨑　良輔 磯﨑　良輔

千葉県知事（登-１） 第１１３１号 2019/5/28 2024/5/28 拓建工業　株式会社 343-0828 埼玉県 越谷市レイクタウン七丁目２４番地８ 048-940-3463 那須　拓也 那須　拓也

千葉県知事（登-１） 第１１３３号 2019/6/5 2024/6/5 株式会社　相馬 273-0105 千葉県 鎌ケ谷市鎌ケ谷７丁目４番４７－３０１号 047-412-8111 相馬　強志 相馬　強志

千葉県知事（登-1） 第１１３７号 2019/6/19 2024/6/19 有限会社　ＫＩＤＯ 299-2703 千葉県 南房総市和田町仁我浦１６３番地 0470-47-2111 木戸　幸生 木戸　幸生

千葉県知事（登-1） 第１１３９号 2019/6/25 2024/6/25 野口　匡英 270-0222 千葉県 野田市木間ケ瀬１３２５番地 04-7198-1117 野口　匡英

千葉県知事（登-1） 第１１４０号 2019/6/25 2024/6/25 株式会社　小松工業 340-0834 埼玉県 八潮市大字大曽根１６０８ 048-951-0688 小松　一也 小松　一也

千葉県知事（登-1） 第１１４１号 2019/6/27 2024/6/27 林商事　株式会社 340-0816 埼玉県 八潮市中央３丁目２９番地１６ 048-933-9056 林　育東 林　育東

千葉県知事（登-１） 第１１４４号 2019/7/16 2024/7/16 長嶺興業　株式会社 332-0006 埼玉県 川口市末広３丁目１番１４号　アムールチュラ２０３号 048-280-6363 長嶺　直人 長嶺　直人

千葉県知事（登-1） 第１１４６号 2019/7/25 2024/7/25 株式会社　ＣＲＳ 124-0006 東京都 葛飾区堀切六丁目２５番９号 090-8778-0293 中川　武志 小室　宏哉

千葉県知事（登-１） 第１１４７号 2019/7/25 2024/7/25 株式会社　ユージェル興業 333-0833 埼玉県 川口市大字西新井宿字松山７８２番３ 048-812-4225 ユージェル　ケナン ユージェル　ケナン

千葉県知事（登-１） 第１１５０号 2019/8/21 2024/8/21 株式会社　マモ 333-0811 埼玉県 川口市戸塚３丁目３４番９号　サンルーム戸塚１０２号 090-8589-8312 エルユルマズ　アイデン エルユルマズ　アイデン

千葉県知事（登-１） 第１１５３号 2019/9/8 2024/9/8 アタッチメント・サービス　有限会社 277-0053 千葉県 柏市酒井根６４４番１ 04-7199-9690 矢橋　郷平 守屋　浩司

千葉県知事（登-１） 第１１５９号 2019/9/19 2024/9/19 袖山　洋一 309-1722 茨城県 笠間市平町１０５０番地１３ 0296-71-8550 袖山　洋一 ファースト　クラス

千葉県知事（登-１） 第１１６１号 2019/10/1 2024/10/1 株式会社　ＴＩＥＳ 274-0802 千葉県 船橋市八木が谷一丁目２０番６－２号 047-779-9096 石川　孝樹 石川　孝樹

千葉県知事（登-１） 第１１６４号 2019/10/14 2024/10/14 有限会社　豊工業 270-2231 千葉県 松戸市稔台７丁目１４番地の１　ハイライフ稔台６０５号 047-364-9562 豊田　英一 豐田　英一

千葉県知事（登-１） 第１１６９号 2019/11/10 2024/11/10 株式会社　健栄 344-0022 埼玉県 春日部市大畑２２４番地１ 048-951-2254 笹尾　健 笹尾　健

千葉県知事（登-１） 第１１７０号 2019/11/18 2024/11/18 株式会社　智工業 132-0022 東京都 江戸川区大杉五丁目８番９号 03-3654-6984 佐藤　智史 佐藤　智史

千葉県知事（登-１） 第１１７２号 2019/11/20 2024/11/20 株式会社　Ｊ・Ｔ・Ｓ 341-0035 埼玉県 三郷市鷹野５丁目２９８番地４ 048-954-7182 田中　淳 田中　淳

千葉県知事（登-１） 第１１７３号 2020/3/31 2025/3/31 262-0043 千葉県 千葉市花見川区天戸町１４８３番地３８ 043-258-4240 一貫興業

千葉県知事（登-１） 第１１７６号 2019/12/12 2024/12/12 塚本　宏宇 270-2241 千葉県 松戸市松戸新田１２０番地の２　ロイヤルプラザ松戸４１２号 047-710-4304 塚本　宏宇 塚本興業

千葉県知事（登-１） 第１１７７号 2020/3/31 2025/3/31 ＭＩＫＩＴＥＣＨ　株式会社 336-0022 埼玉県 さいたま市南区白幡四丁目２０番１号３－２０４ 048-717-7827 サリダス　デニズ　アリ サリダス　デニズ　アリ（SARIDAS　DENIZ　ALI）

千葉県知事（登-１） 第１１７８号 2019/12/22 2024/12/22 株式会社　クルーズ 187-0003 東京都 小平市花小金井南町一丁目２１番１号 幸栄ビル３Ｆ 042-459-0962 中井　睦 松井　卓哉
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千葉県知事（登-１） 第１１８１号 2020/1/6 2025/1/6 株式会社　いちかい 340-0821 埼玉県 八潮市大字伊勢野２９８番地２ 048-951-4565 根本　武 根本　武

千葉県知事（登-１） 第１１８７号 2020/1/27 2025/1/27 株式会社　成亮興業 335-0004 埼玉県 蕨市中央七丁目１６番６号２０１号 048-443-5780 早川　亮 早川　亮

千葉県知事（登-１） 第１１８９号 2020/1/29 2025/1/29 古澤　要 278-0046 千葉県 野田市谷津９７９番地 080-3091-3787 古澤　要 古澤商事

千葉県知事（登-１） 第１１９３号 2020/2/12 2025/2/12 小尾　久夫 270-0228 千葉県 野田市次木１７３番地３ 04-7198-5135 小尾　久夫 小尾工業

千葉県知事（登-１） 第１１９４号 2020/3/31 2025/3/31 株式会社　ツクモテクニカル 283-0104 千葉県 山武郡九十九里町片貝１７２９番地 0475-76-5398 山田　孝 山田　孝

千葉県知事（登-１） 第１１９５号 2020/2/18 2025/2/18 小林　丈人 290-0225 千葉県 市原市牛久８６９番地２ 0436-37-4314 小林　丈人 クリーンスタッフ

千葉県知事（登-１） 第１１９６号 2020/3/31 2025/3/31 山口　隆 295-0021 千葉県 南房総市千倉町平舘８９１番地３ 0470-44-5316 山口　隆 山口商店

千葉県知事（登-１） 第１２０２号 2020/3/31 2025/3/31 株式会社　福建 344-0114 埼玉県 春日部市東中野２８７番地 048-971-8123 福田　哲雄 福田　哲雄

千葉県知事（登-１） 第１２０４号 2020/3/25 2025/3/25 株式会社　ヴィクトリー 356-0057 埼玉県 ふじみ野市市沢三丁目１番Ｃ－１４０７号 090-9682-2420 相原　大樹 相原　大樹

千葉県知事（登-２） 第１２０６号 2020/5/7 2025/5/7 株式会社　エバーグリーン 340-0822 埼玉県 八潮市大字大瀬１９３８番地１ 048-948-8786 小泉　聡 鈴木　達紀

千葉県知事（登-２） 第１２０９号 2020/5/7 2025/5/7 山本　幸子 272-0106 千葉県 市川市伊勢宿２番５号 080-5271-8216 山本　幸子 ヤマヨシ開発

千葉県知事（登-２） 第１２１５号 2020/5/28 2025/5/28 株式会社　エコ・クリーン 123-0841 東京都 足立区西新井４－３１－５ 03-5879-2934 霜鳥　純昭 霜鳥　純昭

千葉県知事（登-２） 第１２３１号 2020/7/6 2025/7/6 マスザワ産業　有限会社 341-0004 埼玉県 三郷市上彦名５７８番地 048-950-1886 増沢　信雄 増沢　信雄

千葉県知事（登-２） 第１２３７号 2020/8/3 2025/8/3 株式会社　大忠 132-0022 東京都 江戸川区大杉二丁目１番９号 03-3653-3541 関口　剛生 関口　剛生

千葉県知事（登-２） 第１２３８号 2020/8/3 2025/8/3 有限会社　浅倉ビジネス 343-0032 埼玉県 越谷市大字袋山１８２６番地１ 048-970-6335 浅倉　茂夫 浅倉　茂夫

千葉県知事（登-２） 第１２３９号 2020/8/3 2025/8/3 田村総業　株式会社 194-0036 東京都 町田市木曽東３－１７－２７ 042-780-8163 千葉　恵 田村　彰

千葉県知事（登-２） 第１２４０号 2020/8/3 2025/8/3 株式会社　絆 273-0855 千葉県 船橋市馬込西一丁目１番５号 047-401-9961 五十嵐　久男 下澤　清

千葉県知事（登-２） 第１２４１号 2020/8/3 2025/8/3 株式会社　野島興業 284-0001 千葉県 四街道市大日９３１番地３２ 043-312-0911 野島　浩 野島　浩

千葉県知事（登-２） 第１２４７号 2020/8/19 2025/8/19 中野　富二夫 264-0021 千葉県 千葉市若葉区若松町２３６９番地３７ 043-232-7719 中野　富二夫 五稜工業

千葉県知事（登-２） 第１２４９号 2020/8/28 2025/8/28 トミオカ住建　有限会社 273-0101 千葉県 鎌ケ谷市富岡二丁目８番５４号 047-444-0334 西村　梨絵 板橋　秀夫

千葉県知事（登-２） 第１２５２号 2020/9/3 2025/9/3 有限会社　美研 299-2226 千葉県 南房総市市部７９８番地３ 0470-28-5327 左右加　美佐子 久江　忠

千葉県知事（登-２） 第１２５３号 2020/9/14 2025/9/14 ＩＴ金属　株式会社 289-1306 千葉県 山武市白幡１６０８番地 0475-82-7178 伊藤　喜則 伊藤　喜則

千葉県知事（登-２） 第１２５４号 2020/9/14 2025/9/14 株式会社　タマコーポレーション 143-0024 東京都 大田区中央１－１－１－２階 03-6410-7727 半沢　克典 半沢　克典

千葉県知事（登-２） 第１２５７号 2020/10/6 2025/10/6 武田商事　株式会社 252-1123 神奈川県 綾瀬市早川字上原２６０５番３０ 0467-76-5217 武田　敬 本庄　真

千葉県知事（登-２） 第１２５８号 2020/10/6 2025/10/6 株式会社　飯塚工業 270-0011 千葉県 松戸市根木内６２６番地の１ 047-701-8639 飯塚　勝 飯塚　勝

千葉県知事（登-２） 第１２６０号 2020/10/13 2025/10/13 大島　正 306-0422 茨城県 猿島郡境町大字一ノ谷４４２番地 0280-86-5889 大島　正 大島解体

千葉県知事（登-２） 第１２６１号 2020/10/20 2025/10/20 伊東　健太 288-0863 千葉県 銚子市野尻町１９２番地 0479-33-3123 伊東　健太 いとう便利軒

千葉県知事（登-２） 第１２６２号 2020/10/30 2025/10/30 株式会社　岡田 134-0083 東京都 江戸川区中葛西五丁目２６番１１　メゾンキクチ３０１号 03-3688-3746 岡田　なおみ 岡田　康一

千葉県知事（登-２） 第１２６５号 2020/11/19 2025/11/19 伯耆原　久一 297-0225 千葉県 長生郡長柄町刑部２３０８番地 090-2536-4335 伯耆原　久一 四季商会

千葉県知事（登-２） 第１２６８号 2020/11/19 2025/11/19 株式会社　ジハン工業 333-0811 埼玉県 川口市戸塚３－６－２７ 048-298-5192 カラテキン　ジュマ ＫＡＲＡＴＥＫＩＮ　ＣＵＭＡ

千葉県知事（登-２） 第１２７２号 2020/12/8 2025/12/8 ＲＡＨＩＭＩ　ＨＡＭＩＤＲＥＺＡ 274-0826 千葉県 船橋市中野木２丁目９番６号　ＮＥＸＴ－１０２号 047-419-5399 ＲＡＨＩＭＩ　ＨＡＭＩＤＲＥＺＡ 希望興業

千葉県知事（登-２） 第１２７３号 2020/12/14 2025/12/14 ＳＨＩＲＡＨＡＴＡ　株式会社 333-0834 埼玉県 川口市大字安行領根岸２０１８番地 048-494-7537 バリバイ　エルジャン ＢＡＬＩＢＡＹ　ＥＲＣＡＮ

千葉県知事（登-２） 第１２７４号 2020/12/16 2025/12/16 椎名　和義 289-1205 千葉県 山武市椎崎３７９番地 090-8640-8607 椎名　和義 椎名土建

千葉県知事（登-２） 第１２７８号 2020/12/22 2025/12/22 カミネ商事　株式会社 333-0862 埼玉県 川口市北園町７番９号 048-262-5510 横田　勝巳 横田　勝巳

千葉県知事（登-２） 第１２８５号 2021/1/19 2026/1/19 株式会社　クリーン産業 108-0023 東京都 港区芝浦四丁目１２番３１号 03-5730-8488 鈴木　佑一 中野　達也

千葉県知事（登-２） 第１２８６号 2021/1/19 2026/1/19 棟真　株式会社 123-0845 東京都 足立区西新井本町四丁目２０番５号 03-5809-5893 𠮷田　在信 𠮷田　在信

千葉県知事（登-２） 第１２８８号 2021/2/15 2026/2/15 玉山総業　株式会社 277-0043 千葉県 柏市南逆井四丁目７番２６号 04-7176-0018 玉山　勝雄 玉山　勝雄
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千葉県知事（登-２） 第１２９３号 2021/3/8 2026/3/8 海老原　学 270-1402 千葉県 白井市平塚３９１番地の２ 070-6559-6252 海老原　学 桜花興業

千葉県知事（登-２） 第１２９４号 2021/3/15 2026/3/15 株式会社　創栄興業 261-0003 千葉県 千葉市美浜区高浜四丁目１０番地１４－４０４ 043-278-2771 奥村　進 奥村　進

千葉県知事（登-２） 第１２９５号 2021/3/15 2026/3/15 株式会社　ＲＯＪＡＶＡ 333-0832 埼玉県 川口市大字神戸６３５番地の９ 048-229-6919 ユージェル　メメット ＹＵＣＥＬ　ＭＥＨＭＥＴ

千葉県知事（登-２） 第１２９７号 2021/3/30 2026/3/30 有限会社　ヒノデコーポレーション 195-0055 東京都 町田市三輪緑山一丁目９番地１３ 090-7248-9586 パルヴィジ　ファラジアラ ＰＡＲＶＩＺＩ　ＦＡＲＡＪＯＬＬＡＨ

千葉県知事（登-３） 第１２９９号 2021/4/20 2026/4/20 株式会社　TSジャパン 333-0824 埼玉県 川口市大字赤芝新田２７７番５ 048-483-4493 タス・ムスタファ ＴＡＳ　ＭＵＳＴＡＦＡ

千葉県知事（登-３） 第１３０３号 2021/4/26 2026/4/26 株式会社　良希グループ 359-1101 埼玉県 所沢市北中四丁目３５６番地の１１ 04-2969-0264 橘田　宰 橘田　宰

千葉県知事（登-３） 第１３０５号 2021/4/26 2026/4/26 珠馬　合同会社 271-0087 千葉県 松戸市三矢小台五丁目１３番地の６ 047-315-2052 森田　孝志 森田　孝志

千葉県知事（登-３） 第１３０７号 2021/5/19 2026/5/19 有限会社　東峯産業 290-0011 千葉県 市原市能満１４０７番地７ 0436-77-1525 渡邊　雅男 渡邊　雅男

千葉県知事（登-３） 第１３０９号 2021/5/19 2026/5/19 株式会社　K．パワー 333-0866 埼玉県 川口市芝四丁目２８番１７号 048-264-5335 宗前　貞子 ERYILMAZ KEMAL

千葉県知事（登-３） 第１３１０号 2021/5/19 2026/5/19 有限会社　ヤマコビジネスサービス 306-0642 茨城県 坂東市長谷２５３０番地 0297-38-6614 大山　博美 淀川　倉男

千葉県知事（登-３） 第１３１４号 2021/5/19 2026/5/19 株式会社　大西解体工業 300-1157 茨城県 稲敷郡阿見町大字小池１６２０ 029-889-0478 大西　義隆 大西　一義

千葉県知事（登-３） 第１３１７号 2021/5/19 2026/5/19 加賀谷　勇志 285-0812 千葉県 佐倉市六崎１３２１番地２１１ 043-486-3858 加賀谷　勇志 丸加工業

千葉県知事（登-３） 第１３１９号 2021/6/1 2026/6/1 株式会社　恒大建設 121-0061 東京都 足立区花畑七丁目１８番１０号 03-5856-4417 林　正剛 林　正剛

千葉県知事（登-３） 第１３２０号 2021/6/1 2026/6/1 株式会社　トリプルワン 340-0822 埼玉県 八潮市大字大瀬５５番地３２ 048-959-9978 川島　冴織 齊藤　誠也

千葉県知事（登-３） 第１３２２号 2021/6/14 2026/6/14 ＮＡＤＡＦＩ　ＡＢＢＡＳ 201-0012 東京都 狛江市中和泉５丁目２４番５号　イズミＫ２０１ 03-6754-0038 ＮＡＤＡＦＩ　ＡＢＢＡＳ イズミコーポレーション

千葉県知事（登-３） 第１３２３号 2021/6/14 2026/6/14 有限会社　アシスト 274-0065 千葉県 船橋市高根台六丁目１番４号ローヤルビル１Ｆ 047-462-6539 鈴木　雄輔 鈴木　雄輔

千葉県知事（登-３） 第１３２６号 2021/6/14 2026/6/14 株式会社　ＪＲＬ 103-0007 東京都 中央区日本橋浜町二丁目６番１号 03-5962-3870 高鉾　龍 堀　義継

千葉県知事（登-３） 第１３２７号 2021/6/20 2026/6/20 綿引　正夫 270-1447 千葉県 柏市手賀の杜４丁目１番地６ 04-7103-0892 綿引　正夫 ビキ解体

千葉県知事（登-３） 第１３３５号 2021/7/5 2026/7/5 有限会社　前川総業 289-1732 千葉県 山武郡横芝光町横芝７４２番地の２ 0479-82-3125 前川　恭子 前川　恒文

千葉県知事（登-３） 第１３３８号 2021/7/15 2026/7/15 合同会社　アリ工業 333-0833 埼玉県 川口市大字西新井宿字北田１０６２番地１ 048-299-1145 ウチャル　アリ ＵＣＡＲ　ＡＬＩ

千葉県知事（登-３） 第１３４０号 2021/7/25 2026/7/25 武田　株式会社 340-0823 埼玉県 八潮市古新田５４４番　レーベンハイムエクスプレシャス６０３号 048-951-1039 ダンダル　メメット 丹羽　秀治

千葉県知事（登-３） 第１３４１号 2021/8/1 2026/8/1 332-0035 埼玉県 川口市西青木３丁目１１番２３号　第２光荘１０２号 048-251-5576 高子解体

千葉県知事（登-３） 第１３４２号 2021/8/1 2026/8/1 齊藤　智一 271-0051 千葉県 松戸市馬橋１９９１番地の１ 047-341-1003 齊藤　智一 九曜

千葉県知事（登-３） 第１３４４号 2021/8/26 2026/8/26 株式会社　三雄 340-0054 埼玉県 草加市新善町４７７番地　エクセル彩２１３号 090-3096-5808 森　三智人 森　三智人

千葉県知事（登-３） 第１３４５号 2021/8/31 2026/8/31 株式会社　坂口工業 343-0044 埼玉県 越谷市大字大泊２９４番地 048-979-3638 坂口　修二 坂口　修二

千葉県知事（登-３） 第１３４６号 2021/9/7 2026/9/7 株式会社　ウチャル工業 333-0832 埼玉県 川口市神戸１５４－３ 048-229-7372 岸本　ますみ 岸本　英子

千葉県知事（登-３） 第１３５０号 2021/9/29 2026/9/29 株式会社　鈴鹿工業 264-0024 千葉県 千葉市若葉区高品町１５８９番地６　日神パレステージ高品公園５１６号 043-497-4327 鈴鹿　孝一 鈴鹿　孝一

千葉県知事（登-３） 第１３５１号 2021/9/29 2026/9/29 株式会社　ばっちり工業 333-0824 埼玉県 川口市赤芝新田２５７－５ 048-235-7169 バリバイ　ビレント ＢＡＬＩＢＡＹ　ＢＵＬＥＮＴ

千葉県知事（登-３） 第１３５３号 2021/10/7 2026/10/7 環境ビルダー　株式会社 299-0118 千葉県 市原市椎津８９５番地４ 0436-62-0153 嶋田　光雄 木島　洋之

千葉県知事（登-３） 第１３５４号 2021/10/7 2026/10/7 中村　信也 136-0072 東京都 江東区大島１丁目８番２２号　フレア西大島１Ｆ 03-3684-9680 中村　信也 中村工業

千葉県知事（登-３） 第１３５５号 2021/10/7 2026/10/7 ＭＩＲＡＮＤＡ　ＣＡＲＤＥＮＡＳ　ＳＥＲＧＩＯ　ＡＲＴＵＲＯ 285-0861 千葉県 佐倉市臼井田７７４番地７２ 043-386-5760 ＭＩＲＡＮＤＡ　ＣＡＲＤＥＮＡＳ　ＳＥＲＧＩＯ　ＡＲＴＵＲＯ ミランダ工業

千葉県知事（登-３） 第１３６１号 2021/11/21 2026/11/21 株式会社　毘沙門興業 343-0045 埼玉県 越谷市下間久里２７１番地９ 048-976-1283 齊藤　光隆 齊藤　光隆

千葉県知事（登-３） 第１３６３号 2021/11/21 2026/11/21 株式会社　ティアンドティコーポレーション 103-0007 東京都 中央区日本橋浜町二丁目２４番８－３０２号 03-6425-6510 楊　一帆 楊　一帆

千葉県知事（登-３） 第１３６４号 2021/11/22 2026/11/22 株式会社　エムティ工業 121-0832 東京都 足立区古千谷本町二丁目１０番２５号 03-5838-0054 竹島　未来 竹島　未来

千葉県知事（登-３） 第１３６５号 2021/11/22 2026/11/22 株式会社　カイテック 289-2134 千葉県 匝瑳市横須賀１２１番地１ 0479-75-4865 石田　裕一 石田　敏之

千葉県知事（登-３） 第１３６９号 2021/12/2 2026/12/2 相場　勝世 299-0251 千葉県 袖ケ浦市のぞみ野２４番地１３ 080-6717-1022 相場　勝世 萬屋

千葉県知事（登-３） 第１３７１号 2021/12/6 2026/12/6 中川　竜一 289-0311 千葉県 香取市八日市場３５番地６ 0478-79-7040 中川　竜一 ナカガワ興業
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千葉県知事（登-３） 第１３７２号 2021/12/13 2026/12/13 リーフ　株式会社 120-0001 東京都 足立区大谷田三丁目１１番３号 03-6770-3738 中島　則幸 大野　達也

千葉県知事（登-３） 第１３８６号 2022/1/18 2027/1/18 343-0853 埼玉県 越谷市大字長島１６３番地 048-964-3403 横山解体

千葉県知事（登-３） 第１３９１号 2022/2/2 2027/2/2 株式会社　イワトモ 271-0073 千葉県 松戸市小根本１０６番地の４ 047-361-2474 岩本　勝治 岩本　勝治

千葉県知事（登-３） 第１３９４号 2022/2/7 2027/2/7 株式会社　ＲＩＫＩ 123-0864 東京都 足立区鹿浜二丁目２３番３号 03-5647-9263 渡辺　宣行 渡辺　宣行

千葉県知事（登-３） 第１３９５号 2022/2/7 2027/2/7 有限会社　鉄腕 275-0017 千葉県 習志野市藤崎二丁目８番２３号 047-474-5083 田島　直輔 田島　直輔

千葉県知事（登-３） 第１３９６号 2022/2/7 2027/2/7 ＴＲ＆ＪＡＰＡＮ　株式会社 277-0042 千葉県 柏市逆井宮田島４１９番２０ 090-6009-4400 岡田　イリマーズ　イブラヒム 岡田　イリマーズ　イブラヒム

千葉県知事（登-３） 第１３９８号 2022/2/22 2027/2/22 株式会社　クリーンフィールド 300-2503 茨城県 常総市川崎町丙１２２番地 0297-23-4557 秋田　猛 秋田　猛

千葉県知事（登-３） 第１４０１号 2022/3/9 2027/3/9 株式会社　愛総 300-2506 茨城県 常総市三坂町２７４７番地１ 0297-21-6661 池田　羽美 池田　浩

千葉県知事（登-３） 第１４０２号 2022/3/21 2027/3/21 有限会社　フジミネコーポレーション 121-0062 東京都 足立区南花畑二丁目４２番２号 03-5856-4903 下堂薗　光輝 下堂薗　光輝

千葉県知事（登-３） 第１４０４号 2022/3/21 2027/3/21 株式会社　上中組 289-1625 千葉県 山武郡芝山町新井田３２４番地 0479-85-5550 住田　陽介 住田　陽介

千葉県知事（登-３） 第１４０６号 2022/3/23 2027/3/23 株式会社　吉野興業 270-0233 千葉県 野田市船形７２６番地 090-9372-0760 大竹　裕徳 大竹　裕徳

千葉県知事（登-４） 第１４１０号 2022/4/12 2027/4/12 株式会社　丸一 333-0855 埼玉県 川口市芝西二丁目９番１３－１０３号　メゾン永芳 048-423-8034 チョラク・ワッカス チョラク・アリ

千葉県知事（登-４） 第１４１１号 2022/4/12 2027/4/12 株式会社　ＫＵＲＤＩＳＴＡＮ 332-0023 埼玉県 川口市飯塚三丁目１１番３０号 048-423-2893 ハスグル・ベリ ＨＡＳＧＵＬ　ＶＥＬＩ

千葉県知事（登-３） 第１４１４号 2022/4/26 2027/4/26 桐谷　明 290-0242 千葉県 市原市中高根１３７３番地１４０ 0436-50-3505 桐谷　明 桐谷総業

千葉県知事（登-３） 第１４１５号 2022/4/26 2027/4/26 株式会社　東京フロント 271-0092 千葉県 松戸市松戸６１８番地の１　ライオンズマンション松戸柿ノ木台２１６号 047-367-8584 宮田　義久 宮田　義久

千葉県知事（登-４） 第１４１６号 2022/4/26 2027/4/26 株式会社　ＮＩＮＦＥＡ 134-0084 東京都 江戸川区東葛西七丁目２番３－１１０３号 03-5659-3822 長峰　恵子 長峰　恵子

千葉県知事（登-４） 第１４２０号 2022/5/9 2027/5/9 株式会社　中山工業 333-0848 埼玉県 川口市芝下三丁目２２番１６号 080-2340-9083 ゼンギン　マハムト 仙庭　絵里

千葉県知事（登-４） 第１４２１号 2022/5/9 2027/5/9 長谷川　英治 260-0814 千葉県 千葉市中央区南生実町３８番地２ 043-263-2476 長谷川　英治 長谷川土木

千葉県知事（登-４） 第１４２３号 2022/5/16 2027/5/16 株式会社　シー・アイ・シー 370-0041 群馬県 高崎市東貝沢町一丁目１６番地１ 027-370-1144 太田　伸一 神澤　俊樹

千葉県知事（登-４） 第１４２４号 2022/5/16 2027/5/16 株式会社　コバニ 333-0847 埼玉県 川口市芝中田一丁目２５番３６－１０３号 048-458-0374 ロク・ジェイラン ＬＯＫ　ＣＥＹＬＡＮ

千葉県知事（登-４） 第１４２５号 2022/5/16 2027/5/16 合同会社　ＲＥＡＬｊａｐａｎ 277-0054 千葉県 柏市南増尾七丁目６番３５号 047-136-1458 児玉　学 児玉　学

千葉県知事（登-４） 第１４２６号 2022/5/23 2027/5/23 合同会社　寿商会 272-0801 千葉県 市川市大町２７６番地４７ 047-338-0065 平山　隆光 平山　隆光

千葉県知事（登-４） 第１４２７号 2022/5/23 2027/5/23 合同会社　小坂工業 343-0836 埼玉県 越谷市蒲生寿町６番８６号 048-951-1571 小坂　敏春 小坂　敏春

千葉県知事（登-４） 第１４３２号 2022/6/12 2027/6/12 鳶仁　株式会社 271-0068 千葉県 松戸市古ケ崎２５５４番地１１ 047-317-1210 大森　和江 大森　裕仁

千葉県知事（登-４） 第１４３４号 2022/6/12 2027/6/12 株式会社　渡邉興業 133-0061 東京都 江戸川区篠崎町６－１３－２ 03-6638-7726 渡邉　一男 渡邉　一男

千葉県知事（登-４） 第１４３７号 2022/6/20 2027/6/20 アイエス　株式会社 333-0834 埼玉県 川口市大字安行領根岸８５６番地 048-437-7814 イシ　ケマル イシ　ケマル

千葉県知事（登-４） 第１４３９号 2022/6/27 2027/6/27 菅原　真二 288-0814 千葉県 銚子市春日町１０７６番地の６７ 0479-25-6218 菅原　真二

千葉県知事（登-４） 第１４４４号 2022/7/6 2027/7/6 株式会社　進 124-0006 東京都 葛飾区堀切七丁目２１番６号 03-6662-4554 山﨑　和彦 山﨑　和彦

千葉県知事（登-４） 第１４４９号 2022/7/14 2027/7/14 株式会社　佐藤工業 334-0061 埼玉県 川口市大字新堀１３０８番地の３ 080-1619-9840 佐藤　卓也 佐藤　卓也

千葉県知事（登-４） 第１４５３号 2022/7/24 2027/7/24 和田　寛之 270-2224 千葉県 松戸市大橋９１番地の１４ 047-391-8448 和田　寛之 和田解体工業

千葉県知事（登-４） 第１４５６号 2022/8/3 2027/8/3 有限会社　髙橋工業 341-0037 埼玉県 三郷市高州一丁目２７番地２ 090-4439-4380 髙橋　大 髙橋　大

千葉県知事（登-４） 第１４６２号 2022/8/30 2027/8/30 株式会社　ＨＥＩＷＡ 332-0016 埼玉県 川口市幸町三丁目９番１６号　ライオンズマンション川口幸町６０１号室 048-437-2910 ギュル　メスット ギュル　メスット

千葉県知事（登-４） 第１４６４号 2022/8/30 2027/8/30 宮沢工業　株式会社 332-0032 埼玉県 川口市中青木四丁目１７番６号 048-446-9100 宮沢　憲野 宮澤　優也

千葉県知事（登-４） 第１４６６号 2022/9/5 2027/9/5 株式会社　榮建設 123-0845 東京都 足立区西新井本町二丁目７番９号１階 03-5809-4630 小林　肇 小林　肇

千葉県知事（登-４） 第１４６７号 2022/9/5 2027/9/5 株式会社　中一 351-0011 埼玉県 朝霞市本町一丁目２８番１０号 048-465-9457 中嶋　嵐 當間　和之

千葉県知事（登-４） 第１４７０号 2022/9/5 2027/9/5 株式会社　Ｂｏｓｏ 294-0232 千葉県 館山市竜岡６１２番地 0470-28-1166 上野　利光 上野　利光

千葉県知事（登-４） 第１４７２号 2022/9/11 2027/9/11 ファイブエコ　株式会社 306-0002 茨城県 古河市三杉町一丁目９番１８号 0280-33-0051 山本　直子 山本　直子
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千葉県知事（登-４） 第１４７４号 2022/9/11 2027/9/11 264-0001 千葉県 千葉市若葉区金親町２０１番地７ 090-8856-6793 豊栄建工

千葉県知事（登-４） 第１４７５号 2022/9/11 2027/9/11 株式会社　一進総業 290-0166 千葉県 市原市犬成８８６番地２－２ 0436-55-9783 朴　虎崗 朴　虎崗

千葉県知事（登-４） 第１４７９号 2022/9/22 2027/9/22 宮内　公正 288-0853 千葉県 銚子市白石町２８番地の１ 0479-33-3707 宮内　公正

千葉県知事（登-４） 第１４８０号 2022/9/27 2027/9/27 株式会社　柏優メンテナンス 277-0052 千葉県 柏市増尾台二丁目２番７号 04-7197-4311 大﨑　卓朗 大﨑　卓朗

千葉県知事（登-４） 第１４８１号 2022/9/27 2027/9/27 鈴木　武 121-0064 東京都 足立区保木間五丁目２１番１４号 03-5851-8724 鈴木　武

千葉県知事（登-４） 第１４８２号 2022/9/27 2027/9/27 花澤　将太 299-4212 千葉県 長生郡白子町古所５４４９番地２７ 0475-38-5349 花澤　将太 花建工業

千葉県知事（登-４） 第１４８３号 2022/9/27 2027/9/27 有限会社　井上土建 136-0072 東京都 江東区大島四丁目１番１－８１９号 03-5609-2003 井上　吉光 井上　吉光

千葉県知事（登-４） 第１４８４号 2022/10/4 2027/10/4 武松商事　株式会社 231-8545 神奈川県 横浜市中区山下町１０５番地 045-681-4376 金森　和哉 金森　和哉

千葉県知事（登-４） 第１４９０号 2022/10/23 2027/10/23 及川工務店　株式会社 289-1205 千葉県 山武市椎崎１４１８番地１５ 090-4920-4885 及川　誠 及川　誠

千葉県知事（登-４） 第１４９６号 2022/11/20 2027/11/20 株式会社　三幸ビルドアンドスクラップ 335-0004 埼玉県 蕨市中央三丁目２２番１６号 048-299-9808 堀ノ内　太 小島　亮一

千葉県知事（登-４） 第１４９９号 2022/11/30 2027/11/30 株式会社　アストラ 350-0811 埼玉県 川越市大字小堤４５５番地３ 049-277-3779 石田　昂希 石田　昂希

千葉県知事（登-４） 第１５０５号 2022/12/7 2027/12/7 矢部　友隆 292-0014 千葉県 木更津市高柳１丁目８番３号 0438-41-3876 矢部　友隆

千葉県知事（登-４） 第１５０６号 2022/12/7 2027/12/7 里𠮷　文人 306-0313 茨城県 猿島郡五霞町大字元栗橋９０８番地４ 0280-84-0778 里𠮷　文人 サトヨシ建設

千葉県知事（登-４） 第１５０７号 2022/12/7 2027/12/7 株式会社　開栄 260-0042 千葉県 千葉市中央区椿森二丁目４番３号 043-215-7433 髙木　真一郎 髙木　真一郎

千葉県知事（登-２９） 第１５１３号 2018/1/18 2023/1/18 株式会社　ジャン興業 336-0926 埼玉県 さいたま市緑区東浦和八丁目９番地１ 048-607-0594 コルレル・エルジャン コルレル・エルジャン

千葉県知事（登-２９） 第１５１４号 2018/1/18 2023/1/18 有限会社　トモナ建設 133-0051 東京都 江戸川区北小岩八丁目２６番１号 03-3673-5856 齋藤　智行 齋藤　智行

千葉県知事（登-２９） 第１５１５号 2018/1/18 2023/1/18 株式会社　リア設計 272-0024 千葉県 市川市稲荷木一丁目２７番３号 047-300-8817 川島　伸夫 川島　伸夫

千葉県知事（登-２９） 第１５１６号 2018/1/18 2023/1/18 アラケン機興　株式会社 277-0042 千葉県 柏市逆井二丁目３２番４０号 04-7172-4015 荒岡　透 荒岡　透

千葉県知事（登-２９） 第１５１７号 2018/1/18 2023/1/18 有限会社　小見山建材 265-0066 千葉県 千葉市若葉区多部田町７５７番地の１ 043-228-2697 小見山　吉男
小見山　吉春
小見山　吉男

千葉県知事（登-２９） 第１５１８号 2018/1/18 2023/1/18 株式会社　アイデン 341-0018 埼玉県 三郷市早稲田三丁目２７－１３　パークサイド早稲田Ｃ２０２号 048-915-8660 ディレル・アブゼル ＤＩＬＥＲ　ＡＹＤＩＮ

千葉県知事（登-２９） 第１５１９号 2018/1/18 2023/1/18 有限会社　井澤総業 299-3201 千葉県 大網白里市北今泉３４７７番地５７ 0475-77-6575 井澤　一夫 井澤　九思

千葉県知事（登-２９） 第１５２０号 2018/1/23 2023/1/23 株式会社　ワコ 333-0802 埼玉県 川口市戸塚東四丁目５番１８号　ハイツこうみ１１０号 048-287-9661 ゼンギヌ　バッカス チカン　デニズ

千葉県知事（登-２９） 第１５２１号 2018/2/1 2023/2/1 株式会社　アウトピア京葉 262-0019 千葉県 千葉市花見川区朝日ケ丘五丁目１番１号 043-271-0002 酒井　光男 酒井　光男

千葉県知事（登-２９） 第１５２２号 2018/2/1 2023/2/1 株式会社　誠和工業 272-0146 千葉県 市川市広尾一丁目８番１５－５０２号 047-711-2031 松田　太郎 松田　太郎

千葉県知事（登-２９） 第１５２４号 2018/2/14 2023/2/14 宮内　大輔 292-0801 千葉県 木更津市請西４丁目１番２８－１０４号 080-5901-4792 宮内　大輔 木更津エコフロンティア

千葉県知事（登-２９） 第１５２６号 2018/2/23 2023/2/23 青木　政光 300-4242 茨城県 つくば市中菅間１２３８番地 029-866-0784 青木　政光 あおき商事

千葉県知事（登-２９） 第１５２７号 2018/3/5 2023/3/5 株式会社　ＲＥプロジェクトＥＸＩＴ 107-0052 東京都 港区赤坂三丁目１２番１１号 03-6230-9831 今村　朋宏 森田　吉郎

千葉県知事（登-２９） 第１５２８号 2018/3/5 2023/3/5 株式会社　中谷工業 125-0041 東京都 葛飾区東金町五丁目３９番３号 03-5660-3805 佐藤　武 佐藤　武

千葉県知事（登-２９） 第１５２９号 2018/3/5 2023/3/5 株式会社　ロビン 125-0062 東京都 葛飾区青戸七丁目１８番１２号　ハイツＳＥＩＺＡＮ２０２ 03-6874-6014 エグリ　ボルカン エグリ　ボルカン

千葉県知事（登-２９） 第１５３０号 2018/3/5 2023/3/5 渡邉　智明 271-0052 千葉県 松戸市新作１１６４番地の２ 047-362-9322 渡邉　智明 家造建築士事務所

千葉県知事（登-２９） 第１５３２号 2018/3/15 2023/3/15 株式会社　Ｈ＆Ｙ 157-0073 東京都 世田谷区砧七丁目１３番５号　コーポ宮本２０１ 090-4459-5012 ボズバイ　ハリル 岩間　有香

千葉県知事（登-２９） 第１５３３号 2018/3/15 2023/3/15 株式会社　冨樫興業 337-0014 埼玉県 さいたま市見沼区大谷９９８番地 048-797-9761 冨樫　強志 冨樫　建三

千葉県知事（登-２９） 第１５３４号 2018/3/15 2023/3/15 須藤　直人 260-0041 千葉県 千葉市中央区東千葉２丁目６番１－４３８号 043-441-3065 須藤　直人 須藤建設興業

千葉県知事（登-２９） 第１５３６号 2018/3/22 2023/3/22 鈴木　勝男 289-1221 千葉県 山武市実門７番地 0475-89-0575 鈴木　勝男 鈴木産業

千葉県知事（登-２９） 第１５３７号 2018/3/22 2023/3/22 株式会社　辰巳工業 340-0034 埼玉県 草加市氷川町２１０４番地１７　グランドハイツ氷川１００１号 048-915-7360 楠木　信也 楠本　信也

千葉県知事（登-２９） 第１５３８号 2018/3/22 2023/3/22 株式会社　サンキュー 374-0073 群馬県 館林市足次町１０５３番地 0276-55-6444 酒井　光一 桑原　正広
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千葉県知事（登-２９） 第１５３９号 2018/3/22 2023/3/22 株式会社　石山Ｖ＆Ｚ 333-0815 埼玉県 川口市北原台一丁目２３番１６号 090-3904-0763 ゼンギン　ハビプ 宮﨑　芳勝

千葉県知事（登-２９） 第１５４０号 2018/3/22 2023/3/22 中野　俊彦 345-0036 埼玉県 北葛飾郡杉戸町大字杉戸８５３番地１－２－５１２ 0480-31-7103 中野　俊彦 美建

千葉県知事（登-２９） 第１５４１号 2018/3/22 2023/3/22 有限会社　アイシン 114-0023 東京都 北区滝野川三丁目１７番５号 03-3917-6423 向　健志 向　順良

千葉県知事（登-３０） 第１５４２号 2018/4/10 2023/4/10 森工業　株式会社 161-0031 東京都 新宿区西落合３－７－３ 岩崎マンション１０１ 03-6205-5538 森野　祥伍 森野　祥伍

千葉県知事（登-３０） 第１５４３号 2018/4/10 2023/4/10 合同会社　日成 121-0064 東京都 足立区保木間３－３５－１２－１０１ 080-3937-5167 李　増圓 李　増圓

千葉県知事（登-３０） 第１５４４号 2018/4/10 2023/4/10 ニューシティープランニング　株式会社 277-0005 千葉県 柏市柏３丁目８番地１０号 第６ヤマシンビル２Ｆ－Ａ 04-7164-6119 船木　新哉 船木　新哉

千葉県知事（登-３０） 第１５４５号 2018/4/13 2023/4/13 東方産業　株式会社 133-0051 東京都 江戸川区北小岩３－６－１１ メゾンファミィユ北小岩２０３ 03-6874-5362 門永　朱加 門永　朱加

千葉県知事（登-３０） 第１５４６号 2018/4/13 2023/4/13 弘英産業　株式会社 135-0022 東京都 江東区三好四丁目６番２号 弘英ビル４階 03-5620-3888 大石　将弘 大石　将弘

千葉県知事（登-３０） 第１５４７号 2018/4/13 2023/4/13 株式会社　加藤建設 133-0051 東京都 江戸川区北小岩五丁目２番９号 03-6657-9290 加藤　孔雄 加藤　孔雄

千葉県知事（登-３０） 第１５５０号 2018/4/26 2023/4/26 株式会社　堤工業 334-0062 埼玉県 川口市榛松二丁目５番２０号 080-1223-0161 堤　康弘 堤　康弘

千葉県知事（登-３０） 第１５５１号 2018/4/26 2023/4/26 田中　俊行 306-0434 茨城県 猿島郡境町大字上小橋４５９番地 0280-87-2489 田中　俊行 田中解体工業

千葉県知事（登-３０） 第１５５２号 2018/4/26 2023/4/26 株式会社　デモリションタカ 144-0052 東京都 大田区蒲田４－３３－７ 03-5877-8900 長　隆行 長　隆行

千葉県知事（登-３０） 第１５５３号 2018/4/26 2023/4/26 山倉　正志 886-0014 千葉県 成田市郷部１２１２番地 ソフィテル３０７ 0476-76-9057 山倉　正志 山倉解体工業

千葉県知事（登-３０） 第１５５４号 2018/5/16 2023/5/16 宮田　寿樹 270-2254 千葉県 松戸市河原塚６２番地の１２ 070-3517-0521 宮田　成明 宮組

千葉県知事（登-３０） 第１５５５号 2018/5/16 2023/5/16 石津　敏郎 290-0142 千葉県 市原市ちはら台南３丁目１５番地１ 0436-26-4235 石津　敏郎 穂積建設

千葉県知事（登-３０） 第１５５６号 2018/5/16 2023/5/16 株式会社　ジャン 339-0025 埼玉県 さいたま市岩槻区釣上新田９７７番 080-9373-0103 ジャン　ユルマズ ジャン　ユルマズ

千葉県知事（登-３０） 第１５５７号 2018/5/16 2023/5/16 株式会社　青木 332-0034 埼玉県 川口市並木二丁目２４番１８－１０２号 オーベル川口並木 048-278-3970 ギュル　ムラト ギュル　ムラト

千葉県知事（登-３０） 第１５５８号 2018/5/16 2023/5/16 株式会社　瑞慶山工業 332-0016 埼玉県 川口市幸町一丁目７番１－２８０６号 川口パークタワー 048-494-9901 瑞慶山　忠 瑞慶山　忠

千葉県知事（登-３０） 第１５５９号 2018/5/16 2023/5/16 株式会社　解進 262-0044 千葉県 千葉市花見川区長作町１７２６番地１ 043-239-7632 郷倉　達浩 郷倉　達浩

千葉県知事（登-３０） 第１５６０号 2018/5/16 2023/5/16 阿部解体工業　株式会社 334-0071 埼玉県 川口市大字安行慈林２１５番地の２ 048-287-9301 エルユルマズ　イスメット エルユルマズ　イスメット

千葉県知事（登-３０） 第１５６１号 2018/5/16 2023/5/16 中野　恵輔 350-1308 埼玉県 狭山市中央２丁目４９番４－２０２号 080-3171-6323 中野　恵輔 恵工務店

千葉県知事（登-３０） 第１５６２号 2018/5/16 2023/5/16 大熊　祐也 270-2231 千葉県 松戸市稔台４丁目６番地の５ 047-382-6609 大熊　祐也 大熊興業

千葉県知事（登-３０） 第１５６３号 2018/5/31 2023/5/31 株式会社　真誠 264-0002 千葉県 千葉市若葉区千城台東２丁目２７番５号 043-235-8988 千葉　清春 眞野　康則

千葉県知事（登-３０） 第１５６４号 2018/5/31 2023/5/31 明建設　株式会社 121-0836 東京都 足立区入谷一丁目９番９号 03-5809-5234 吉田　海玲 山川　志宏

千葉県知事（登-３０） 第１５６５号 2018/5/31 2023/5/31 宇井　和義 421-1308 静岡県 静岡市葵区黒俣１９７６－１－３ 090-2145-4454 宇井　和義 いなりや

千葉県知事（登-３０） 第１５６６号 2018/5/31 2023/5/31 株式会社　南都興業 332-0032 埼玉県 川口市中青木五丁目２番３２－４０３号 デュオ川口青木公園 048-235-5891 浦永　直樹 浦永　直樹

千葉県知事（登-３０） 第１５６７号 2018/5/31 2023/5/31 有限会社　戸村建材 289-1318 千葉県 山武市寺崎１２６８番地 0475-82-4387 戸村　達輝 戸村　達輝

千葉県知事（登-３０） 第１５６８号 2018/5/31 2023/5/31 あさひ解体　株式会社 273-0135 千葉県 鎌ケ谷市中佐津間一丁目１３番３７号 0474-94-5417 田中　信行　 田中　信行　

千葉県知事（登-３０） 第１５７０号 2018/5/31 2023/5/31 ＮＴＫ　株式会社 290-0242 千葉県 市原市中高根１３３９番地４１ 0436-95-5213 中村　豪臣 大村　博文

千葉県知事（登-３０） 第１５７１号 2018/5/31 2023/5/31 株式会社　優信建設興業 121-0815 東京都 足立区島根三丁目７番２０号 コートグランディア西新井１０３ 03-5851-8624 吉田　英雄 吉田　英雄

千葉県知事（登-３０） 第１５７２号 2018/6/4 2023/6/4 株式会社　ＧＢＳ　ｇｌｏｂａｌ．ｎｅｔ．ｌｔｄ 277-0912 千葉県 柏市箕輪７２６番地１ 04-7192-2405 シング　ブーベンダール シング　ブーベンダール

千葉県知事（登-３０） 第１５７３号 2018/6/4 2023/6/4 株式会社　タイフーン 333-0835 埼玉県 川口市大字道合１０８５番地の３ 048-278-5019 タシ　ティフィキ タシ　ティフィキ

千葉県知事（登-３０） 第１５７５号 2018/6/4 2023/6/4 伍高興業　株式会社 121-0814 東京都 足立区六月二丁目１５番８号 03-3859-6323 高山　絢伍 川西　賢一

千葉県知事（登-３０） 第１５７７号 2018/6/12 2023/6/12 有限会社　押坂工務店 308-0845 茨城県 筑西市西方１５８３番地の１ 0296-25-5230 押坂　正夫 押坂　正夫

千葉県知事（登-３０） 第１５７８号 2018/6/12 2023/6/12 合同会社　ヌーベル設計 262-0005 千葉県 千葉市花見川区こてはし台一丁目８番５号 090-2229-9899 林　渉 林　渉

千葉県知事（登-３０） 第１５７９号 2018/6/12 2023/6/12 深田　泰裕 125-0032 東京都 東京都葛飾区水元３丁目４番９号　コーポナディアⅢ１０２ 03-5876-6567 深田　泰裕 フカダ解体

千葉県知事（登-３０） 第１５８０号 2018/6/12 2023/6/12 株式会社　インテックス 273-0039 千葉県 船橋市印内３丁目３９番９号 047-460-9443 末石　勤 末石　勤
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千葉県知事（登-３０） 第１５８４号 2018/6/25 2023/6/25 株式会社　ＧＹ興業 340-0182 埼玉県 八潮市大字中馬場４４番地１３ 048-995-9171 郷　勝敏 郷　勝敏

千葉県知事（登-３０） 第１５８５号 2018/6/27 2023/6/27 宮腰　朋史 175-0093 東京都 板橋区赤塚新町三丁目２６番２１号　アイレスト成増３０４ 090-5584-2532 宮腰　朋史 朋工業

千葉県知事（登-３０） 第１５８６号 2018/6/27 2023/6/27 合同会社　成功興業 333-0868 埼玉県 川口市芝高木一丁目４番１５号　ＳＹハイツ１０１号 048-291-2355 清水　美奈 清水　美奈

千葉県知事（登-３０） 第１５８７号 2018/6/27 2023/6/27 株式会社　スズキ興業 332-0034 埼玉県 川口市並木一丁目５番３６号　パナトピア並木Ａ１０６ 048-212-9043 ウチャル　メティン 片岡　啓一

千葉県知事（登-３０） 第１５８８号 2018/6/27 2023/6/27 髙橋　秀昭 263-0005 千葉県 千葉市稲毛区長沼町３３２番地１ 043-258-5819 髙橋　秀昭 鳶高橋組

千葉県知事（登-３０） 第１５８９号 2018/6/27 2023/6/27 株式会社　修栄 123-0872 東京都 足立区江北二丁目３４番９号 03-5809-4186 房崎　修 房崎　修

千葉県知事（登-３０） 第１５９０号 2018/7/12 2023/7/12 細沼　義雄 270-0107 千葉県 流山市大字西深井１１２番地の１２ 090-3200-1028 細沼　義雄 三義解体工業

千葉県知事（登-３０） 第１５９１号 2018/7/12 2023/7/12 株式会社　前田建材 146-0085 東京都 大田区久が原１丁目１０番１０号 03-6451-7686 前田　和俊 前田　和俊

千葉県知事（登-３０） 第１５９２号 2018/7/12 2023/7/12 株式会社　阿弥陀 335-0001 埼玉県 蕨市北町三丁目１番３６－Ｂ号 048-280-6971 村瀨　陽 村瀨　陽

千葉県知事（登-３０） 第１５９３号 2018/7/12 2023/7/12 有限会社　ヒロセ 299-1142 千葉県 君津市坂田１２８０－１ 0439-54-5339 廣瀨　新太 能星　博

千葉県知事（登-３０） 第１５９４号 2018/7/12 2023/7/12 クベーラ　株式会社 370-0043 群馬県 高崎市高関町５２７番地 027-381-8677 藤本　宜靖 田中　和美

千葉県知事（登-３０） 第１５９５号 2018/7/20 2023/7/20 石橋工業　株式会社 270-1514 千葉県 印旛郡栄町酒直台二丁目２０番４号 0476-37-8154 石橋　由美子 石橋　孝

千葉県知事（登-３０） 第１５９６号 2018/7/30 2023/7/30 合同会社　エコプラント 342-0014 埼玉県 吉川市関新田一丁目５７番１ 048-983-9466 互井　佳子 互井　起家士

千葉県知事（登-３０） 第１５９７号 2018/8/13 2023/8/13 株式会社　ＡＲＡＳ 169-0074 東京都 新宿区北新宿四丁目１番９号長田屋ビル５階Ｃ 080-4135-1903 チェリク　アーメット チェリク　アーメット

千葉県知事（登-３０） 第１５９９号 2018/8/13 2023/8/13 株式会社　エムズ環境 343-0012 埼玉県 越谷市増森１８０２番地５ 048-916-0106 山口　昌秀 山口　昌秀

千葉県知事（登-３０） 第１６０１号 2018/8/15 2023/8/15 株式会社　ＯＭＡＲ 334-0075 埼玉県 川口市江戸袋一丁目５番２１号 048-211-8109 ユゥドゥルム・オマル・ファルク ユゥドゥルム　沙織

千葉県知事（登-３０） 第１６０２号 2018/8/15 2023/8/15 株式会社　千広産業 261-0011 千葉県 千葉市美浜区真砂一丁目１２番３棟５０４号 043-306-1488 小林　広 小林　広

千葉県知事（登-３０） 第１６０３号 2018/8/15 2023/8/15 株式会社　Ｄ.Ｉ.Ｐ 343-0845 埼玉県 越谷市南越谷四丁目１１番１１号信栄ビル４階 048-940-1555 青栁　大樹 青栁　大樹

千葉県知事（登-３０） 第１６０５号 2018/8/28 2023/8/28 株式会社　エコサービス 342-0001 埼玉県 吉川市大字上内川２９７番地 048-991-2255 岡田　雅弘 岡田　雅弘

千葉県知事（登-３０） 第１６０６号 2018/9/4 2023/9/4 有限会社　三建工業 299-0263 千葉県 袖ケ浦市奈良輪１６７９番地１ 0438-60-1006 粕谷　三貴男 粕谷　三貴男

千葉県知事（登-３０） 第１６０７号 2018/9/18 2023/9/18 株式会社　マレンゴ 261-0023 千葉県 千葉市美浜区中瀬一丁目３番地　テクノガーデンＣＢ棟３階 043-239-9250 中村　規希 佐藤　駿

千葉県知事（登-３０） 第１６０８号 2018/9/18 2023/9/18 株式会社　松建工業 340-0033 埼玉県 草加市柳島町４７４番地５ 048-945-1153 岡田　亮一 岡田　亮一

千葉県知事（登-３０） 第１６０９号 2018/9/27 2023/9/27 株式会社　雅工業 278-0055 千葉県 野田市岩名二丁目６１番地１０ 04-7199-2037 山本　雅之 山本　雅之

千葉県知事（登-３０） 第１６１０号 2018/9/27 2023/9/27 株式会社　たかはしクリーン 344-0015 埼玉県 春日部市米島７８７番地１４ 048-718-0092 髙橋　邦洋 髙橋　邦洋

千葉県知事（登-３０） 第１６１１号 2018/9/27 2023/9/27 株式会社　エムケイ 272-0811 千葉県 市川市北方町四丁目１４４１番地２　コスモ市川パセオ２０３号 047-727-1843 岩村　にい菜 岩村　政一

千葉県知事（登-３０） 第１６１２号 2018/10/10 2023/10/10 株式会社　プログレス 341-0035 埼玉県 三郷市鷹野三丁目５１３番地３ 048-950-8944 神近　勝博 神近　光夫

千葉県知事（登-３０） 第１６１３号 2018/10/26 2023/10/26 株式会社　相楽興業 342-0050 埼玉県 吉川市栄町１３６１番地８ 090-6938-6204 相樂　靖夫 相樂　靖夫

千葉県知事（登-３０） 第１６１４号 2018/10/26 2023/10/26 株式会社　ライズウィン 101-0047 東京都 千代田区内神田三丁目９番３号　喜助神田西口ビル６階 03-6260-7180 大塚　隆寛 大塚　隆寛

千葉県知事（登-３０） 第１６１５号 2018/11/2 2023/11/2 M・C　株式会社 333-0866 埼玉県 川口市大字芝４８１４番地　サンコーポ１０２ 080-5487-4954 チョーラク・ムスタファ チョーラク・ムスタファ

千葉県知事（登-３０） 第１６１６号 2018/11/2 2023/11/2 株式会社　吉岡開発 121-0062 東京都 足立区南花畑五丁目８番６－２０３号 03-6876-3022 吉岡　龍一 吉岡　龍一

千葉県知事（登-３０） 第１６１７号 2018/11/6 2023/11/6 株式会社　西仁 274-0073 千葉県 船橋市田喜野井七丁目１４番９－A２０１号 047-401-3955 西巻　春仁 西巻　春仁

千葉県知事（登-３０） 第１６１８号 2018/11/6 2023/11/6 長谷川　光司 289-2106 千葉県 匝瑳市飯塚８８８番地 0479-74-1210 長谷川　光司 長谷川造園土木

千葉県知事（登-３０） 第１６１９号 2018/11/16 2023/11/16 株式会社　ワイズ 289-1106 千葉県 八街市榎戸７０１番地１２２ 043-497-3516 山内　武士 山内　武士

千葉県知事（登-３０） 第１６２０号 2018/11/16 2023/11/16 滕商事　株式会社 121-0052 東京都 足立区六木三丁目６番２号 050-1451-8880 副島　明美 林　幸一

千葉県知事（登-３０） 第１６２１号 2018/11/16 2023/11/16 三浦総業　株式会社 178-0061 東京都 練馬区大泉学園町八丁目１９番５号 03-6324-8950 三浦　裕貴 三浦　裕貴

千葉県知事（登-３０） 第１６２２号 2018/11/16 2023/11/16 株式会社　市川建設 272-0134 千葉県 市川市入船７番１８－１０３号 047-329-2559 角　武一 角　武一

千葉県知事（登-３０） 第１６２３号 2018/11/16 2023/11/16 株式会社　ＤＯＤ 277-0053 千葉県 柏市酒井根６４４番地１ 04-7157-0126 堀井　俊吾 宮本　正
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千葉県知事（登-３０） 第１６２４号 2018/11/30 2023/11/30 株式会社　山之吉建設 270-0101 千葉県 流山市東深井８１番地の４２ 047-151-0026 山内　章 山内　章

千葉県知事（登-３０） 第１６２５号 2018/11/30 2023/11/30 株式会社　ＳＩＮＢＡ 270-1402 千葉県 白井市平塚１７９２番地 047-404-6780 ザマニ　ナセル ザマニ　ナセル

千葉県知事（登-３０） 第１６２６号 2018/12/4 2023/12/4 株式会社　大正建設 270-2302 千葉県 印西市安食卜杭９６９番地１ 0476-97-7979 川島　正治 川島　正治

千葉県知事（登-３０） 第１６２７号 2018/12/4 2023/12/4 齊藤　凌雅 270-1132 千葉県 千葉県我孫子市湖北台６丁目１０－１０ 04-7139-1038 齊藤　凌雅 トータル　サービス

千葉県知事（登-３０） 第１６２８号 2018/12/4 2023/12/4 株式会社　トラスト 333-0863 埼玉県 川口市在家町２６番３２号Ｆ２ 080-4169-8247 キズリ　メハメット 小林　英敏

千葉県知事（登-３０） 第１６２９号 2018/12/10 2023/12/10 株式会社　欣栄 340-0035 埼玉県 草加市西町２１５番地１１ 048-969-4590 山本　昭 山本　昭

千葉県知事（登-３０） 第１６３０号 2018/12/18 2023/12/18 合同会社　グリーンアース 289-0616 千葉県 香取郡東庄町高部１２７番地１ 0478-86-1136 越川　浩和 越川　浩和

千葉県知事（登-３０） 第１６３１号 2018/12/18 2023/12/18 株式会社　継望 354-0021 埼玉県 富士見市鶴馬二丁目１４番４０ 049-215-8291 柴田　利春 柴田　利春

千葉県知事（登-３０） 第１６３２号 2018/12/18 2023/12/18 株式会社　心和 263-0024 千葉県 千葉市稲毛区穴川一丁目８番４３号 043-254-7555 田中　洪義 田中　洪義

千葉県知事（登-３０） 第１６３３号 2018/12/18 2023/12/18 ＲＡＪＩＮＤＥＲ　ＳＩＮＧＨ 274-0064 千葉県 船橋市松が丘２丁目２１番２号 047-401-8384 ＲＡＪＩＮＤＥＲ　ＳＩＮＧＨ ミライコーポレーション

千葉県知事（登-３０） 第１６３４号 2018/12/18 2023/12/18 一般社団法人　Ｂｒｏｋｅｎ 121-0072 東京都 足立区保塚町１番２０号２Ｆ 03-5856-7920 斉藤　英幸 斉藤　英幸

千葉県知事（登-３０） 第１６３５号 2018/12/18 2023/12/18 友和パートナーズ　株式会社 340-0033 埼玉県 草加市柳島町５５９番地１２ 048-981-3188 直井　正弘 齋藤　康治

千葉県知事（登-３０） 第１６３６号 2018/12/26 2023/12/26 有限会社　北斗総業 120-0025 東京都 足立区千住東二丁目５番５号 03-3881-8922 阿部　勝己 阿部　勝己

千葉県知事（登-３０） 第１６３７号 2018/12/26 2023/12/26 株式会社　クリアライフ 341-0011 埼玉県 三郷市采女１丁目１６１番地 048-934-9935 石戸谷　大悟 石戸谷　大悟

千葉県知事（登-３０） 第１６３８号 2019/1/7 2024/1/7 古月商事　有限会社 340-0053 埼玉県 草加市旭町一丁目４番７号 048-952-8045 小野　隆輔 小野　隆輔

千葉県知事（登-３０） 第１６３９号 2019/1/7 2024/1/7 株式会社　Ｈｅｉｓｅｉコーポレーション 333-0861 埼玉県 川口市柳崎二丁目７番３６号２０１ 048-278-4661 齋藤　まなみ 菅野　哲也

千葉県知事（登-３０） 第１６４０号 2019/1/7 2024/1/7 株式会社　ＭＩＹＡＢＩ 121-0062 東京都 足立区南花畑二丁目３３番６号１Ｆ 03-5856-7972 曽根　雅宏 秦　智博

千葉県知事（登-３０） 第１６４１号 2019/1/7 2024/1/7 東進　株式会社 333-0835 埼玉県 川口市大字道合２８１番地６ 048-229-3219 范　東秋 范　東秋

千葉県知事（登-３０） 第１６４２号 2019/1/15 2024/1/15 株式会社　ＳＯＬＳＩＡ 272-0033 千葉県 市川市市川南一丁目９番１７号 047-702-8444 長谷川　美佐子 中川　一幸

千葉県知事（登-３０） 第１６４３号 2019/1/15 2024/1/15 株式会社　エコ・アール 340-0834 埼玉県 八潮市大字大曽根９１０番地３０７号室 048-995-0858 鈴木　洋平 鈴木　洋平

千葉県知事（登-３０） 第１６４４号 2019/1/15 2024/1/15 株式会社　ダイショウ 272-0014 千葉県 市川市田尻五丁目９番１１号　リバーサイド市川１０２号室 047-307-9942 石川　清勝 上間　将吾

千葉県知事（登-３０） 第１６４５号 2019/1/24 2024/1/24 大門　竜也 333-0867 埼玉県 川口市芝東町１８番５号　サンクレストⅠ－Ａ 048-262-0220 大門　竜也 大門商店

千葉県知事（登-３０） 第１６４６号 2019/1/24 2024/1/24 株式会社　藹藹 354-0045 埼玉県 入間郡三芳町上富２１３９番地１ 0429-36-6461 張　艶 佐沢　諭

千葉県知事（登-３０） 第１６４７号 2019/1/30 2024/1/30 薄木　光 286-0212 千葉県 富里市十倉２９１番地１３８ 0476-91-1877 薄木　光 薄木解体

千葉県知事（登-３０） 第１６４８号 2019/1/30 2024/1/30 株式会社　ＣＫセブン 190-1222 東京都 西多摩郡瑞穂町箱根ケ崎東松原２１番地３ 042-513-8305 陳　佳 齋藤　龍也

千葉県知事（登-３０） 第１６４９号 2019/2/5 2024/2/5 合同会社　ＨＡＳＡＮ 339-0025 埼玉県 さいたま市岩槻区釣上新田６０７番地２０ 048-796-0391 アユルディズ　ハサン 稲葉　毅

千葉県知事（登-３０） 第１６５１号 2019/2/15 2024/2/15 株式会社　ヒロ企画 292-0044 千葉県 木更津市太田二丁目３番１４号 0438-23-3826 松葉　征洋 松葉　征洋

千葉県知事（登-３０） 第１６５２号 2019/2/15 2024/2/15 有限会社　立山工業所 290-0022 千葉県 市原市西広１丁目１番地１３ 0436-24-3012 川島　勝美 川島　勝美

千葉県知事（登-３０） 第１６５３号 2019/2/15 2024/2/15 有限会社　アライ 299-1902 千葉県 安房郡鋸南町保田３５０番地の１ 0470-55-1019 新井　千代子 西崎　純一

千葉県知事（登-３０） 第１６５４号 2019/2/27 2024/2/27 合同会社　Ｈ.Ｖ.Ｋ 340-0025 埼玉県 草加市谷塚仲町２９７番地５　サンステージヤツカ２０１号 090-9123-6367 笠原　ヘルベルト 笠原　ヘルベルト

千葉県知事（登-３０） 第１６５５号 2019/2/27 2024/2/27 芝山整地解体　合同会社 289-2133 千葉県 匝瑳市蕪里１３０２ 0479-73-3489 鵜之沢　正吉 鵜之沢　正𠮷

千葉県知事（登-３０） 第１６５６号 2019/2/27 2024/2/27 株式会社　ジービーネクスト 133-0073 東京都 江戸川区鹿骨四丁目１３番１６号 03-5879-8974 岡林　清宏 橋本　実

千葉県知事（登-３０） 第１６５７号 2019/2/27 2024/2/27 株式会社　ＩＴＧ 133-0042 東京都 江戸川区興宮町３３番６号 03-5879-9940 川﨑　由企代 佐藤　秀臣

千葉県知事（登-３０） 第１６５８号 2019/2/27 2024/2/27 有限会社　勝烏 841-0004 佐賀県 鳥栖市神辺町４８４番地 0942-85-7678 植村　雄治 植村　雄治

千葉県知事（登-３０） 第１６５９号 2019/3/6 2024/3/6 村野　雅弘 331-0046 埼玉県 さいたま市西区宮前町１５７２番地１７ 080-5495-8423 村野　雅弘 匠永

千葉県知事（登-３０） 第１６６０号 2019/3/19 2024/3/19 株式会社　クリーン回収便 262-0004 千葉県 千葉市花見川区大日町１４５１番地４ 043-445-7071 若林　正広 若林　正広

千葉県知事（登-３０） 第１６６１号 2019/3/19 2024/3/19 合同会社　本田興業 332-0032 埼玉県 川口市中青木四丁目１８番２－１０４号　ライオンズマンション川口中青木第２ 048-255-1795 本田　夕子 本田　イスマット
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千葉県知事（登-３０） 第１６６２号 2019/3/19 2024/3/19 株式会社　Ｋ－ｎｅｘｔ． 336-0932 埼玉県 さいたま市緑区大字中尾２６５９番地１４ 048-711-3013 中森　数馬 鈴木　光一

千葉県知事（登-３０） 第１６６３号 2019/3/26 2024/3/26 有限会社　ケミカル工業 284-0042 千葉県 四街道市小名木広畑３８７番地 043-432-6277 篠原　徳政 篠原　徳政

千葉県知事（登-３０） 第１６６４号 2019/3/26 2024/3/26 株式会社　A－ＬＩＮＥ 336-0926 埼玉県 さいたま市緑区東浦和五丁目１番地１ ３Ｆ 048-799-3941 杉田　将大 川嶋　優

千葉県知事（登-３０） 第１６６５号 2019/3/26 2024/3/26 鏑木　伸一 260-0851 千葉県 千葉市中央区矢作町３０７番地４４ 043-227-2636 鏑木　伸一 鏑木鳶工業

千葉県知事（登-３０） 第１６６７号 2019/3/26 2024/3/26 株式会社　エストワーク 121-0064 東京都 足立区保木間四丁目４８番１２ 03-5851-9767 田島　悟 田島　悟

千葉県知事（登-３１） 第１６６８号 2019/4/9 2024/4/9 株式会社　ＪＸ 289-1104 千葉県 八街市文違３０１－１２８　ＫＪビル 043-312-9296 中井　文雄 中井　文雄

千葉県知事（登-３１） 第１６６９号 2019/4/9 2024/4/9 株式会社　ＡＭＡＮ 353-0002 埼玉県 志木市中宗岡四丁目１７番２０号 048-472-7790 パムジート　シング AMANDEEP　SINGH

千葉県知事（登-３１） 第１６７０号 2019/4/9 2024/4/9 株式会社　大樹 343-0845 埼玉県 越谷市南越谷四丁目１１番１１号　信栄ビル４階 048-940-1555 青栁　大樹 青栁　大樹

千葉県知事（登-３１） 第１６７１号 2019/4/9 2024/4/9 株式会社　アルファ東京 116-0013 東京都 荒川区西日暮里二丁目５３番１号　田中ビル１０１　 03-5850-4567 前山　容一 田島　望

千葉県知事（登-３１） 第１６７２号 2019/4/18 2024/4/18 株式会社　井上興業 134-0083 東京都 江戸川区中葛西一丁目４９番１１ 03-6808-2193 井上　貴章 井上　貴章

千葉県知事（登-３１） 第１６７３号 2019/4/18 2024/4/18 大森　クマール 277-0043 千葉県 柏市南逆井１丁目１３番１３号　フェアリー・ローズⅡ－１０２号 080-4659-7002 大森　クマール（KUMAR　SUNIL） Ｉ・Ｓエンタープライズ

千葉県知事（登-３１） 第１６７４号 2019/4/18 2024/4/18 株式会社　芦田商店 222-0035 神奈川県 横浜市港北区鳥山町６８９番地　グレーシア横浜小机１０７号 070-1558-1442 蘆田　健介 蘆田　健介

千葉県知事（登-３１） 第１６７５号 2019/4/18 2024/4/18 有限会社　志賀興業 124-0025 東京都 葛飾区西新小岩五丁目１１番１６号 03-3691-6400 小林　史 小林　史

千葉県知事（登-３１） 第１６７６号 2019/4/18 2024/4/18 ＭＩＫＩ　ＴＥＣ　株式会社 336-0022 埼玉県 さいたま市南区白幡四丁目２０番１号　３－２０４ 048-717-7827 サリダス　デニズ　アリ サリダス　デニズ　アリ

千葉県知事（登-３１） 第１６７７号 2019/4/18 2024/4/18 株式会社　成杏 272-0111 千葉県 市川市妙典４－３－３１－３０３ 03-6755-6179 田中　弘平 田中　弘平

千葉県知事（登-３１） 第１６７８号 2019/4/25 2024/4/25 株式会社　ウッドテクノ 296-0044 千葉県 鴨川市広場１９６０番地 04-7092-5282 坂本　喜一 佐久間　光見

千葉県知事（登-３１） 第１６７９号 2019/4/25 2024/4/25 株式会社　ソトボー 299-3251 千葉県 大網白里市大網４５０番４ 0475-73-4722 鳥原　眞利子

千葉県知事（登-1） 第１６８０号 2019/5/15 2024/5/15 工藤　大輔 277-0071 千葉県 柏市豊住５丁目３番１３号 04-7164-2376 工藤　大輔 工藤工業

千葉県知事（登-１） 第１６８１号 2019/5/15 2024/5/15 増田　善也 299-4624 千葉県 いすみ市岬町鴨根３４６番地２ 0470-87-8085 増田　善也 マスダ土建

千葉県知事（登-1） 第１６８２号 2019/5/15 2024/5/15 株式会社　ＲＣＳフロンティア 270-1408 千葉県 白井市西白井四丁目１７番地３４ 0120-972-966 林　智弘 林　智弘

千葉県知事（登-1） 第１６８３号 2019/5/15 2024/5/15 有限会社　三幸 299-0268 千葉県 袖ケ浦市南袖８－２ 0438-60-2039 下田　将治 下田　将治

千葉県知事（登-1） 第１６８５号 2019/5/24 2024/5/24 株式会社　エーアイ測量設計 270-0011 千葉県 松戸市根木内１１１－８－１０１ 047-712-2990 伊藤　博人 伊藤　博人

千葉県知事（登-1） 第１６８７号 2019/7/4 2024/7/4 株式会社　Ｌｉｖｅ　Ａｌｌ 274-0065 千葉県 船橋市高根台六丁目４４番１８号 047-407-2597 花島　勇太 花島　勇太

千葉県知事（登-1） 第１６８８号 2019/6/4 2024/6/4 沖浦　宏隆 294-0234 千葉県 館山市布良１２９１番地の４ 0470-28-1064 沖浦　宏隆

千葉県知事（登-1） 第１６９１号 2019/6/4 2024/6/4 髙松　智己 314-0408 茨城県 神栖市波崎１１１９番地８ 090-5412-6070 髙松　智己

千葉県知事（登-1） 第１６９２号 2019/6/4 2024/6/4 株式会社　ＣＡＭＳ 132-0025 東京都 江戸川区松江三丁目４番２２号 03-5879-2406 齋藤　誠 齋藤　誠

千葉県知事（登-1） 第１６９３号 2019/6/13 2024/6/13 株式会社　シーテック 104-0031 東京都 中央区京橋一丁目６番１３号　金葉ビル５階 03-6263-0988 浜野　祐太 千代田　主税　

千葉県知事（登-1） 第１６９４号 2019/6/13 2024/6/13 鈴木　康弘 299-0244 千葉県 袖ケ浦市野田２４３番地５ 090-7250-1996 鈴木　康弘 鈴木　康弘

千葉県知事（登-1） 第１６９５号 2019/6/13 2024/6/13 有限会社　アオミヤ興産 292-0421 千葉県 君津市久留里市場３２３番地の１ 043-927-2078 青宮　康雄 青宮　康雄

千葉県知事（登-1） 第１６９６号 2019/6/13 2024/6/13 ＹＵＳＥＩ　株式会社 299-4201 千葉県 千葉県長生郡白子町浜宿６０４番地１７ 0475-47-3808 遊佐　朋良 遊佐　朋良

千葉県知事（登-1） 第１６９７号 2019/6/13 2024/6/13 倉持　太郎 278-0003 千葉県 千葉県野田市鶴奉３５番２ 090-8817-8040 倉持　太郎 アークカンパニー

千葉県知事（登-1） 第１６９９号 2019/6/19 2024/6/19 株式会社　ボズバイ興業 116-0012 東京都 荒川区東尾久二丁目４４番１０－３０３号 080-4054-4747 ＢＯＺＢＡＹ　ＦＥＲＤＩ ＢＯＺＢＡＹ　ＮＥＶＺＡＴ

千葉県知事（登-1） 第１７００号 2019/6/19 2024/6/19 株式会社　ピラミッドワークス 264-0025 千葉県 千葉市若葉区都賀４－４－５ 043-497-3845 柿木　正樹 八木　康之

千葉県知事（登-1） 第１７０１号 2019/6/19 2024/6/19 野口　順二 300-1501 茨城県 取手市双葉二丁目２３番８号 090-4065-0024 野口　順二 野口工業

千葉県知事（登-1） 第１７０２号 2019/6/19 2024/6/19 大須賀　健志 287-0802 千葉県 香取市加藤洲１０５５番地２ 080-2009-9403 大須賀　健志 大須賀工業

千葉県知事（登-1） 第１７０３号 2019/6/19 2024/6/19 株式会社　カワウチ 270-2225 千葉県 松戸市東松戸１－１０－１－１Ｆ 047-711-6556 河内　広文 河内　広文

千葉県知事（登-1） 第１７０４号 2019/6/19 2024/6/19 伊東　元 287-0102 千葉県 香取市岩部１０８２番地２ 090-4923-0201 伊東　元 伊東工業
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千葉県知事（登-1） 第１７０５号 2019/6/19 2024/6/19 株式会社　太田エンタープライズ 276-0023 千葉県 八千代市勝田台一丁目５番地１８ 047-409-4218 太田　ジーン 太田　正二

千葉県知事（登-1） 第１７０６号 2019/6/24 2024/6/24 有限会社　リアル 124-0021 東京都 葛飾区細田五丁目１２番１３号 03-5662-7037 石川　直也 石川　直也

千葉県知事（登-1） 第１７０７号 2019/7/1 2024/7/1 有限会社　ユーズ 270-0115 千葉県 流山市江戸川台西二丁目１５４番地の１ 04-7152-0244 鈴木　正幸 笠井　健一

千葉県知事（登-1） 第１７０８号 2019/7/1 2024/7/1 株式会社　リスクベネフィット 103-0013 東京都 中央区日本橋人形町一丁目２番１２号 ＷＡＲＭＬＩＧＨＴビル３階 090-1988-9203 惟村　徹 惟村　徹

千葉県知事（登-1） 第１７０９号 2019/7/1 2024/7/1 株式会社　エコクイックサービス 289-1734 千葉県 山武郡横芝光町北清水６６０３番地３ 0479-71-1914 椎名　慎太郎 椎名　慎太郎

千葉県知事（登-1） 第１７１０号 2019/7/1 2024/7/1 株式会社　イコールパーツ 297-0026 千葉県 茂原市茂原１５９１番地６４ 0475-44-7438 小林　綱基 鎌形　祐太

千葉県知事（登-1） 第１７１１号 2019/7/12 2024/7/12 サンライズクリエイト　株式会社 340-0023 埼玉県 草加市谷塚町１８９５番地 048-922-2922 末廣　幸太 川田　安宏

千葉県知事（登-1） 第１７１２号 2019/7/12 2024/7/12 株式会社　マトイ 178-0064 東京都 練馬区南大泉六丁目２１番１号 03-6666-5593 生井　由美 渡邊　奈月

千葉県知事（登-1） 第１７１３号 2019/7/12 2024/7/12 有限会社　白樺基工 263-0003 千葉県 千葉市稲毛区小深町１１４番地３８ 043-421-7799 阿部　研子 阿部　正博

千葉県知事（登-1） 第１７１４号 2019/7/12 2024/7/12 山口　勝義 306-0615 茨城県 坂東市大口３６８番地１ 0297-39-2241 山口　勝義 サムテック

千葉県知事（登-1） 第１７１５号 2019/7/12 2024/7/12 株式会社　Ｃｈｅｚ　ｎｏｕｓ 106-0032 東京都 港区六本木三丁目４番５－２１１号 03-6277-6264 妹尾　善久 神谷　俊之

千葉県知事（登-1） 第１７１６号 2019/7/12 2024/7/12 株式会社　グローリー建設 121-0011 東京都 足立区中央本町三丁目１６番２２号　サイジョウビル２０２ 03-5888-4717 加藤　貴司 瀨戸　一也

千葉県知事（登-1） 第１７１７号 2019/7/26 2024/7/26 有限会社  井上興業 290-0221 千葉県 市原市馬立３９１番地の１ 0436-95-3463 井上　正利 井上　正利

千葉県知事（登-1） 第１７１８号 2019/7/26 2024/7/26 株式会社　雷工業 334-0015 埼玉県 川口市鳩ヶ谷緑町二丁目１３番地の４－８０６号 080-4322-2734 エリイット　ムアムメル エリイット　ムアムメル

千葉県知事（登-1） 第１７１９号 2019/7/26 2024/7/26 川島　慎一 289-1732 千葉県 千葉県山武郡横芝光町横芝１６７９番地　 0479-82-2794 川島　慎一 及川商事

千葉県知事（登-1） 第１７２０号 2019/7/26 2024/7/26 田中重建　株式会社 270-2241 千葉県 松戸市松戸新田５００番地の８　マツドグリーンハイツ６０９ 047-713-3364 田中　麻里 田中　麻里

千葉県知事（登-1） 第１７２１号 2019/7/30 2024/7/30 ＫＳ　総業株式会社 334-0063 埼玉県 川口市大字東本郷７４７番地 048-283-8898 齋藤　浩二 齋藤　浩二

千葉県知事（登-1） 第１７２２号 2019/7/30 2024/7/30 吉田　新一 273-0114 千葉県 鎌ケ谷市道野辺２２８番地１３　プランドール３０１号 047-442-5432 吉田　新一 吉田テック

千葉県知事（登-1） 第１７２３号 2019/7/30 2024/7/30 ＴＯＰＳ　合同会社 189-0003 東京都 東村山市久米川町一丁目１番地７ 042-208-7788 島川　勇樹 島川　勇樹

千葉県知事（登-1） 第１７２４号 2019/7/30 2024/7/30 株式会社　喜三 272-0114 千葉県 市川市塩焼３－２－２５ 047-712-8182 堀江　幸男 中村　亮一

千葉県知事（登-1） 第１７２５号 2019/8/8 2024/8/8 中村　大輔 133-0051 東京都 江戸川区北小岩４丁目２４番１５号 090-8836-8403 中村　大輔 花マル

千葉県知事（登-1） 第１７２６号 2019/8/8 2024/8/8 株式会社　ＧＫ総業 340-0834 埼玉県 八潮市大字大曽根１３４番地５ 048-933-9777 ボズベイオウル　オマル　ファルック ボズベイオウル　オマル　ファルック

千葉県知事（登-1） 第１７２７号 2019/8/26 2024/8/26 286-0126 千葉県 成田市久米野２９２番地６ 090-3239-7853 三和興業

千葉県知事（登-1） 第１７２８号 2019/8/26 2024/8/26 株式会社　金田臨海総合 292-0007 千葉県 木更津市瓜倉９８５番地 0438-41-1728 大邑　行雄 大邑　行雄

千葉県知事（登-1） 第１７２９号 2019/8/26 2024/8/26 株式会社　ＯＳ 343-0021 埼玉県 越谷市大字大林３３５番地４ 048-974-3150 千葉　寛也 千葉　寛也

千葉県知事（登-1） 第１７３０号 2019/8/26 2024/8/26 株式会社　あいなコーポレーション 298-0271 千葉県 夷隅郡大多喜町中野２７４番地１ 0470-62-5099 飯島　哲 林　一夫

千葉県知事（登-1） 第１７３１号 2019/9/3 2024/9/3 株式会社　源 124-0021 東京都 葛飾区細田五丁目８番７号 03-6318-8250 三浦　千恵 三浦　千恵

千葉県知事（登-1） 第１７３３号 2019/9/3 2024/9/3 有限会社　山田興業 133-0055 東京都 江戸川区西篠崎一丁目２番１２号 03-3678-8895 山田　憲裕 山田　憲裕

千葉県知事（登-1） 第１７３４号 2019/9/3 2024/9/3 有限会社　吟成建設 297-0012 千葉県 茂原市六ツ野３２１０番地 0475-22-8067 柴田　俊一 柴田　俊一

千葉県知事（登-1） 第１７３５号 2019/9/24 2024/9/24 株式会社　ＹＤＫ 336-0015 埼玉県 さいたま市南区太田窪五丁目２７番２号 048-764-8584 平塚　佳奈子 平塚　幸樹

千葉県知事（登-1） 第１７３６号 2019/9/24 2024/9/24 松栄建材　株式会社 262-0031 千葉県 千葉市花見川区武石町一丁目１３９０番地１ 043-273-5378 松井　正美 松井　正美

千葉県知事（登-1） 第１７３７号 2019/10/3 2024/10/3 関口　孝平 274-0054 千葉県 船橋市金堀町１６３番地２ 047-457-7563 関口　孝平 孝栄工業

千葉県知事（登-1） 第１７３８号 2019/10/3 2024/10/3 株式会社　ＫＤＮ　ＲＥＣＹＣＬＥ 354-0043 埼玉県 入間郡三芳町大字竹間沢１３４番地１ 049-293-1853 ＫＩＮＥＮＥ　ＤＩＩＮ　ＮＩＴＨＷＡＭ ＫＩＮＥＮＥ　ＤＩＩＮ　ＮＩＴＨＷＡＭ

千葉県知事（登-1） 第１７３９号 2019/10/16 2024/10/16 有限会社　光栄 344-0015 埼玉県 春日部市赤沼１０２６番地１ 070-5373-7069 篠田　昭慶 篠田　昭慶

千葉県知事（登-1） 第１７４０号 2019/10/16 2024/10/16 大輝工業　合同会社 262-0018 千葉県 千葉市花見川区畑町３５１番地 043-215-7700 麻生　大輝 麻生　大輝

千葉県知事（登-1） 第１７４１号 2019/10/16 2024/10/16 株式会社　ＬＩＮＯＧＲＯＷＴＨ 120-0005 東京都 足立区綾瀬一丁目２７番５号 03-6753-5109 岩本　雅樹 岩本　雅樹

千葉県知事（登-1） 第１７４２号 2019/10/16 2024/10/16 株式会社　Ｔ＆Ｋコーポレーション 272-0136 千葉県 市川市新浜１－２１－２３ 080-3086-3065 デミルメフメット デミルメフメット
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千葉県知事（登-1） 第１７４３号 2019/10/24 2024/10/24 日越貿易　株式会社 278-0026 千葉県 野田市花井一丁目２１番地の２８ 080-3506-2079 トラン・ディン・フォン 北口　武治

千葉県知事（登-1） 第１７４４号 2019/11/11 2024/11/11 小田原　清 262-0002 千葉県 千葉市花見川区内山町１０９番地 043-259-5405 小田原　清 小田原興業

千葉県知事（登-1） 第１７４５号 2019/11/11 2024/11/11 合同会社　ビッグブリッヂ 343-0843 埼玉県 越谷市蒲生茜町３４番２号 048-290-0007 大橋　英雄 大橋　英雄

千葉県知事（登-1） 第１７４６号 2019/11/11 2024/11/11 株式会社　誠輝興業 334-0065 埼玉県 川口市大字前野宿２３８番地の６０ 048-278-3658 那須　美雪　 那須　延輝

千葉県知事（登-1） 第１７４７号 2019/11/11 2024/11/11 株式会社　中昭建設 306-0615 茨城県 坂東市大口２６０２番地７ 029-721-5630 岸　秀人 岸　秀人

千葉県知事（登-1） 第１７４８号 2019/11/11 2024/11/11 吉祥商事　株式会社 135-0053 東京都 江東区辰巳一丁目９番４９－１１２号 03-5534-6691 吉永　英誠 吉永　英誠

千葉県知事（登-1） 第１７４９号 2019/11/11 2024/11/11 Ｂ-ＷＩＮＧ　株式会社 344-0067 埼玉県 春日部市中央五丁目７番地２３ 第８メゾン坂巻１０２号 048-734-0002 羽鳥　亮 羽鳥　亮

千葉県知事（登-1） 第１７５０号 2019/11/11 2024/11/11 株式会社　サムテック 306-0615 茨城県 坂東市大口３６８番地１ 0297-39-2241 山口　勝義 山口　勝義

千葉県知事（登-1） 第１７５１号 2019/11/11 2024/11/11 大栄企業　株式会社 206-0812 東京都 稲城市矢野口１７２０番地の２　清水第２ビル２０２ 042-379-2728 小浦　美紀 小浦　美紀

千葉県知事（登-1） 第１７５２号 2019/11/15 2024/11/15 有限会社　大塚建設 260-0804 千葉県 千葉市中央区赤井町１１４番地 043-261-3692 大塚　宗弘 大塚　宗弘

千葉県知事（登-1） 第１７５３号 2019/11/20 2024/11/20 株式会社　アートプランニング 274-0072 千葉県 船橋市三山九丁目２３番１１号 047-473-0013 星　和晴 北原　勇治

千葉県知事（登-1） 第１７５４号 2019/11/15 2024/11/15 株式会社　スタイルプランニング 305-0817 茨城県 つくば市研究学園二丁目２番地３ 029-875-9651 延川　修 延川　修

千葉県知事（登-1） 第１７５５号 2019/11/15 2024/11/15 株式会社　ネクサス 354-0017 埼玉県 富士見市針ヶ谷二丁目１１番１号 049-254-3994 佐藤　寛明 佐藤　寛明

千葉県知事（登-1） 第１７５６号 2019/11/25 2024/11/25 合同会社　宏基産業 115-0051 東京都 北区浮間三丁目３３番９－３０１号　北赤羽パーク・ホームズ 03-6677-1831 五十嵐　弘次 五十嵐　弘次

千葉県知事（登-1） 第１７５７号 2019/11/25 2024/11/25 株式会社　ミヤザキ 290-0504 千葉県 市原市堀越２５２番地 0436-92-5426 宮崎　靖夫 福井　孝之

千葉県知事（登-1） 第１７５８号 2019/11/25 2024/11/25 株式会社　ＮＩＣグランツ 260-0018 千葉県 千葉市中央区院内二丁目９番２３号 043-222-1102 中市　美輝 中市　美輝

千葉県知事（登-1） 第１７５９号 2019/11/25 2024/11/25 西山興業　合同会社 340-0055 埼玉県 草加市清門二丁目６１番地２２ 048-944-2451 西山　輝 西山　輝

千葉県知事（登-1） 第１７６０号 2019/11/25 2024/11/25 ＭＯＵＳＡＶＩ　ＳＥＹＥＤ　ＭＡＪＩＤ 273-0128 千葉県 鎌ケ谷市くぬぎ山五丁目７番３０－５０４号 090-5578-9169 ＭＯＵＳＡＶＩ　ＳＥＹＥＤ　ＭＡＪＩＤ マジド解体

千葉県知事（登-1） 第１７６１号 2019/11/25 2024/11/25 株式会社　大栄テクノロジー 197-0823 東京都 あきる野市野辺５７５番地３３ 090-5568-2458 高塚　大志 高塚　大志

千葉県知事（登-1） 第１７６２号 2019/11/25 2024/11/25 石橋　雅史 294-0038 千葉県 館山市上真倉２３１１番地 090-5566-0096 石橋　雅史 石橋興業

千葉県知事（登-1） 第１７６３号 2019/12/5 2024/12/5 株式会社　ＢＡＬＬＡＤＥ 263-0001 千葉県 千葉市稲毛区長沼原町５７７番地４ 043-304-5412 松本　幸二 松本　幸二

千葉県知事（登-1） 第１７６４号 2019/12/5 2024/12/5 合同会社　成桜 334-0062 埼玉県 川口市榛松三丁目２７－３－２０３ 048-446-7365 鈴木　健元 鈴木　健元

千葉県知事（登-1） 第１７６６号 2019/12/5 2024/12/5 株式会社　山中商店 345-0024 埼玉県 北葛飾郡杉戸町大字堤根４４３６番地３ 0480-53-6988 山中　吉隆 山中　吉隆

千葉県知事（登-1） 第１７６７号 2019/12/9 2024/12/9 株式会社　Ｈ　Ｎ　Ｂ 295-0026 千葉県 南房総市千倉町大川９５３番地２ 0470-40-3223 武井　草太 岡田　義

千葉県知事（登-1） 第１７６８号 2019/12/9 2024/12/9 加藤　悦久 273-0105 千葉県 鎌ケ谷市鎌ケ谷一丁目２番３７号 047-445-4630 加藤　悦久 加藤興業

千葉県知事（登-1） 第１７６９号 2019/12/9 2024/12/9 共和　株式会社 339-0025 埼玉県 さいたま市岩槻区釣上新田１４７８番１ 048-797-6907 オズデミイル　エムレ オズデミイル　真里

千葉県知事（登-1） 第１７７０号 2019/12/9 2024/12/9 中村　寛樹 340-0056 埼玉県 草加市新栄４丁目１１５４番地１ 080-1157-3861 中村　寛樹 由凛

千葉県知事（登-1） 第１７７１号 2019/12/9 2024/12/9 堤　千里 133-0054 東京都 江戸川区上篠崎２丁目１番２０号 070-3225-2233 堤　千里

千葉県知事（登-1） 第１７７２号 2019/12/9 2024/12/9 株式会社　ＶＥＮＵＳ 344-0066 埼玉県 春日部市豊町五丁目９番地６ 048-708-0730 チェリックナムクエルジャン ＣＥＬＩＫ　ＮＡＭＩＫ　ＥＲＣＡＮ

千葉県知事（登-1） 第１７７３号 2019/12/9 2024/12/9 夘沢　義道 273-0123 千葉県 鎌ケ谷市南初富四丁目７番２２号 047-444-7264 夘沢　義道 夘沢工業

千葉県知事（登-1） 第１７７４号 2019/12/9 2024/12/9 合同会社　富山 272-0142 千葉県 市川市欠真間二丁目１番１０号 047-724-4065 潔原　主水 山﨑　平造

千葉県知事（登-1） 第１７７５号 2019/12/11 2024/12/11 合同会社　ＳＴＥＰ－１ 254-0014 神奈川県 平塚市四之宮二丁目４番２３号 0463-24-7893 森　幸雄 森　幸雄

千葉県知事（登-1） 第１７７６号 2019/12/11 2024/12/11 田中　誠人 285-0034 千葉県 佐倉市千成３丁目２９番１３号 090-7735-2099 田中　誠人 誠建設

千葉県知事（登-1） 第１７７７号 2019/12/16 2024/12/16 株式会社　明信 121-0061 東京都 足立区花畑一丁目１２番９号 03-6337-2884 林　明男 林　明男

千葉県知事（登-1） 第１７７８号 2019/12/16 2024/12/16 株式会社　ネオライズ 151-0061 東京都 渋谷区初台一丁目５１番１号　初台センタービル５０３号室 03-5302-5972 中田　明秀 中田　明秀

千葉県知事（登-1） 第１７７９号 2019/12/16 2024/12/16 華川商事　株式会社 285-0818 千葉県 佐倉市寺崎５４３番地 043-420-8386 華川　鋭一 華川　鋭一

千葉県知事（登-1） 第１７８０号 2019/12/16 2024/12/16 霜鳥　浩昭 334-0011 埼玉県 川口市三ツ和２丁目１３番地の１８　フローレスマンション弐番館２１２号 090-6566-4239 霜鳥　浩昭 浩和興業
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千葉県知事（登-1） 第１７８１号 2019/12/16 2024/12/16 株式会社　大進工業 123-0843 東京都 足立区西新井栄町三丁目１８番５号　ＳＵハイム１０３ 03-5845-8282 小野田　潤次 小野田　潤次

千葉県知事（登-1） 第１７８２号 2019/12/24 2024/12/24 株式会社　オラクルヤ 183-0052 東京都 府中市新町一丁目６７番地の２　当麻マンション１F 042-319-2697 若林　誠 若林　誠

千葉県知事（登-1） 第１７８３号 2019/12/24 2024/12/24 株式会社　グリーンエクスパンド 277-0931 千葉県 柏市藤ヶ谷９６０番地２３ 04-7157-2156 緑川　太輔 緑川　太輔

千葉県知事（登-1） 第１７８４号 2019/12/24 2024/12/24 株式会社　総建 354-0045 埼玉県 入間郡三芳町大字上富１５４４番地４ 049-293-6635 加藤　学 加藤　学

千葉県知事（登-1） 第１７８５号 2019/12/24 2024/12/24 髙梨　ベールーズ 296-0232 千葉県 鴨川市平塚２３９１番地 04-7098-0300 髙梨　ベールーズ 髙梨土木

千葉県知事（登-1） 第１７８６号 2019/12/24 2024/12/24 株式会社　アリン 333-0848 埼玉県 川口市芝下二丁目２０番２３号　ファミール芝下３０１号 048-423-9918 サグラム　マムト ＳＡＧＬＡＭ　ＭＡＨＭＵＴ

千葉県知事（登-1） 第１７８７号 2019/12/27 2024/12/27 株式会社　ＲＯＪ 333-0823 埼玉県 川口市大字石神１９９７番地 048-485-1925 チカンハリルイブラヒム ＣＩＫＡＮ　ＨＡＬＩＬ　ＩＢＲＡＨＩＭ

千葉県知事（登-1） 第１７８９号 2019/12/27 2024/12/27 ユーカリ産業　株式会社 285-0853 千葉県 佐倉市小竹１３１３番地１ 043-489-3108 山﨑　重雄 山﨑　重雄

千葉県知事（登-1） 第１７９０号 2020/1/20 2025/1/20 株式会社　千寿工業 120-0026 東京都 足立区千住旭町２２番１１号 03-5284-7769 五島　孝芳 五島　孝芳

千葉県知事（登-1） 第１７９１号 2020/1/20 2025/1/20 ピーエスコーポレーション　株式会社 340-0054 埼玉県 草加市新善町１２４番地４　フィールドコートⅠ－２０２ 090-8452-0146 プーシュウィンダ―・シン ＰＵＳＨＷＩＮＤＥＲ　ＳＩＮＧＨ

千葉県知事（登-1） 第１７９２号 2020/1/20 2025/1/20 齊藤　正彦 270-1431 千葉県 千葉県白井市根７１６－２ 090-4415-0154 齊藤　正彦

千葉県知事（登-1） 第１７９３号 2020/1/20 2025/1/20 株式会社　総美 339-0002 埼玉県 さいたま市岩槻区大字裏慈恩寺２３０番地４ 048-794-1199 小川　喜功 坂口　浩二

千葉県知事（登-1） 第１７９４号 2020/1/20 2025/1/20 株式会社　河波 187-0043 東京都 小平市学園東町３９５番地の４　アーガスヒルズ６２－１０１ 042-407-9615 河野　ちひろ 板谷　多加由

千葉県知事（登-1） 第１７９５号 2020/1/28 2025/1/28 株式会社　千葉県ユニティーサービス 290-0007 千葉県 市原市菊間４９０番地 0436-42-7773 岩﨑　和政 岩﨑　和政

千葉県知事（登-1） 第１７９６号 2020/1/28 2025/1/28 池安　達也 287-0017 千葉県 香取市香取１２１７番地３ 0478-57-1020 池安　達也 池工業

千葉県知事（登-1） 第１７９７号 2020/1/28 2025/1/28 有限会社　山口不動産 295-0021 千葉県 南房総市千倉町平舘９９４番地 0470-44-0505 山口　博史 山口　博史

千葉県知事（登-1） 第１７９８号 2020/2/6 2025/2/6 有限会社　上野基礎土木 294-0224 千葉県 館山市藤原５５番地 0470-28-0265 上野　晃 上野　晃

千葉県知事（登-1） 第１７９９号 2020/2/6 2025/2/6 有限会社　三光企画 277-0062 千葉県 柏市光ケ丘団地４番１０－４０５号 04-7176-0566 原　亨 原　享

千葉県知事（登-1） 第１８００号 2020/2/6 2025/2/6 株式会社　デム興業 343-0851 埼玉県 越谷市七左町八丁目１４１－１ 070-1430-5589 デミルコチ・アデム ＤＥＭＩＲＫＯＣ　ＡＤＥＭ

千葉県知事（登-1） 第１８０１号 2020/2/6 2025/2/6 株式会社　林建設 121-0061 東京都 足立区花畑一丁目１５番８号 080-4474-9818 林　敏太郎 林　敏太郎

千葉県知事（登-1） 第１８０２号 2020/2/10 2025/2/10 株式会社　ホーム・インヴェスト 290-0023 千葉県 市原市惣社四丁目３番地１８－２ 0436-37-3781 横田　明仁 横田　明仁

千葉県知事（登-1） 第１８０３号 2020/2/10 2025/2/10 染谷建設工業　株式会社 178-0062 東京都 練馬区大泉町一丁目４２番２２号 03-6795-3061 染谷　昌弘 染谷　昌弘

千葉県知事（登-1） 第１８０４号 2020/2/10 2025/2/10 有限会社　Ｂ・Ｍ・Ｃ 273-0041 千葉県 船橋市旭町一丁目２番１０号 047-430-1382 小林　隆司 小林　隆司

千葉県知事（登-1） 第１８０５号 2020/2/10 2025/2/10 株式会社　ワーズ解工 294-0031 千葉県 館山市大賀８５２番地 0470-23-7721 野中　理明 野中　理明

千葉県知事（登-1） 第１８０６号 2020/2/12 2025/2/12 五十嵐　信夫 300-1605 茨城県 北相馬郡利根町大字大平３４４番地 090-5196-5045 五十嵐　信夫 五十嵐土木

千葉県知事（登-1） 第１８０７号 2020/2/12 2025/2/12 鈴木　健友 271-0068 千葉県 松戸市古ケ崎２丁目３２３０番地の１ 080-3556-2223 鈴木　健友 ＤＲＥＡＭ２３

千葉県知事（登-1） 第１８０８号 2020/2/12 2025/2/12 株式会社　吉工 215-0001 神奈川県 川崎市麻生区細山７丁目４番１号 044-952-5363 吉坂　秀作 吉坂　秀作

千葉県知事（登-1） 第１８０９号 2020/2/12 2025/2/12 合同会社　ステルヴィオ 290-0067 千葉県 市原市八幡海岸通２０番地２－２０３号 0436-98-3303 髙橋　徹 髙橋　徹

千葉県知事（登-1） 第１８１０号 2020/2/20 2025/2/20 島田　勇太 294-0031 千葉県 館山市大賀１０４番地の１ 080-9534-5256 島田　勇太 ＳＨＩＭＡＤａ

千葉県知事（登-1） 第１８１１号 2020/2/20 2025/2/20 株式会社　ＹＵＷＡ 340-0045 埼玉県 草加市小山一丁目１６番２９号 048-954-6106 青枝　仁司 髙橋　安雄

千葉県知事（登-1） 第１８１２号 2020/2/20 2025/2/20 ＳＵＡＰＨＥＲＭＫＡＥＷ　ＢＡＭＲＵＮＧ 277-0028 千葉県 柏市関場町２番３９号 090-6186-1345 ＳＵＡＰＨＥＲＭＫＡＥＷ　ＢＡＭＲＵＮＧ Ｂ．Ｒ興業

千葉県知事（登-1） 第１８１３号 2020/2/20 2025/2/20 合同会社　ｍ＆ｋ 116-0002 東京都 荒川区荒川六丁目５６番６号 03-3895-5922 柿沼　正敏 柿沼　正敏

千葉県知事（登-1） 第１８１４号 2020/2/26 2025/2/26 株式会社　ＲＡＹＡ 243-0308 神奈川県 愛甲郡愛川町三増３０番地５ 080-2693-1357 野路　彩華 ＤＡＳＴＡＮ　ＲＡＭＡＺＡＮ

千葉県知事（登-1） 第１８１５号 2020/2/26 2025/2/26 株式会社　ＮＡＺＡＲ 333-0811 埼玉県 川口市戸塚三丁目３０番１７号フラワーハイムキキョウ５０７号 090-4433-8853 ユジェルバッカス ＹＵＣＥＬ　ＶＡＫＫＡＳ

千葉県知事（登-1） 第１８１６号 2020/2/26 2025/2/26 株式会社　リード解体工業 333-0823 埼玉県 川口市大字石神３４０番地の２３ 048-299-8992 金子　力 ＰＨＡＭ　ＰＨＵ　ＱＵＯＣ

千葉県知事（登-1） 第１８１７号 2020/2/25 2025/2/25 平川　松文 292-0826 千葉県 千葉県木更津市畑沢南５－１４－８－Ｅ 0438-55-2138 平川　松文 三和総合建設

千葉県知事（登-1） 第１８１８号 2020/2/26 2025/2/26 株式会社　スマイルオート 270-1405 千葉県 白井市富塚８５７－３ 047-494-8103 スマイル　モリタザビー ＭＯＲＴＡＺＡＶＩ　ＳＥＹＥＤ　ＥＳＭＡＥＩＬ

16/32



登録番号順 

千葉県解体工事業者一覧 令和４年１２月末現在

登録年月日
有効期間

満了年月日
商号、名称又は氏名 郵便番号 都道府県 所在地 電話番号 代表者名 技術管理者名

個人登録で屋号が
有る場合の名称

登録番号（表示）

千葉県知事（登-1） 第１８１９号 2020/3/5 2025/3/5 石嶺 武則 285-0806 千葉県 佐倉市大篠塚７７３番地 043-376-1515 石嶺　武則 ＩＡプランニング

千葉県知事（登-1） 第１８２０号 2020/3/12 2025/3/12 株式会社　ユウシン 344-0041 埼玉県 春日部市増富３５０番地１－２０２号 080-8744-0728 井上　章太郎 井上　章太郎

千葉県知事（登-1） 第１８２１号 2020/3/12 2025/3/12 株式会社　ランドアーク 299-0264 千葉県 袖ケ浦市今井一丁目６５番地７ 0438-38-4260 山口　啓一 山口　啓一

千葉県知事（登-1） 第１８２２号 2020/3/12 2025/3/12 株式会社　ヘンダルシン 335-0003 埼玉県 蕨市南町三丁目７番１６号 090-2441-9420 ヘンダルシン ＨＥＮＤＡＲＳＩＮ

千葉県知事（登-1） 第１８２３号 2020/3/25 2025/3/25 白石　宏和 344-0064 埼玉県 春日部市南４丁目２３番１９号 048-792-0161 白石　宏和

千葉県知事（登-1） 第１８２４号 2020/3/26 2025/3/26 株式会社　ＡＳＬＡＮ 343-0804 埼玉県 越谷市大字南荻島７８５番１号 048-947-0896 アルトゥンダグ　ビラル 豊下　惠

千葉県知事（登-1） 第１８２５号 2020/3/26 2025/3/26 株式会社　アクセス 111-0031 東京都 台東区千束４－２５－６ 03-5808-0911 髙橋　悠一 髙橋　悠一

千葉県知事（登-1） 第１８２６号 2020/3/26 2025/3/26 株式会社　琉勝興業 266-0005 千葉県 千葉市緑区誉田町二丁目２３番地１９７ 070-1592-1363 根間　正勝 根間　正勝

千葉県知事（登-1） 第１８２７号 2020/3/26 2025/3/26 株式会社　イスマイル 337-0032 埼玉県 さいたま市見沼区大字東新井７１０番地５０ ８－５０３ 070-1304-8484 コーチュ　イスマイル ＫＯＣ　ＩＳＭＡＩＬ

千葉県知事（登-２） 第１８２８号 2020/4/10 2025/4/10 ＴＣワークス　株式会社 208-0034 東京都 武蔵村山市残堀一丁目８９番地の１Ｇ区画 042-520-2933 桜井　嗣実 森川　達也

千葉県知事（登-２） 第１８２９号 2020/4/10 2025/4/10 株式会社　平山工業 132-0022 東京都 江戸川区大杉五丁目８番２２号 03-3655-0274 平山　寛和 平山　寛和

千葉県知事（登-２） 第１８３０号 2020/4/10 2025/4/10 令和ヤシン　株式会社 345-0836 埼玉県 南埼玉郡宮代町大字和戸７７１番地 0480-32-0630 アルパ　ヤシン ＡＲＰＡ　ＹＡＳＩＮ

千葉県知事（登-２） 第１８３１号 2020/4/10 2025/4/10 ＡＫＣＡＬＩ　株式会社 343-0853 埼玉県 越谷市大字長島１２７番地１ 070-3195-1995 アクチャル　シナン 阿久津　司

千葉県知事（登-２） 第１８３２号 2020/4/10 2025/4/10 株式会社　髙栁総業 273-0101 千葉県 鎌ケ谷市富岡三丁目２３番２号 047-443-2259 髙栁　義和 髙栁　義和

千葉県知事（登-２） 第１８３４号 2020/4/15 2025/4/15 豪華　株式会社 270-1354 千葉県 印西市武西１２４６－２ 080-1180-8126 田辺　貴子 田辺　貴子

千葉県知事（登-２） 第１８３５号 2020/4/15 2025/4/15 株式会社　グンリックロジスティクス 101-0038 東京都 千代田区神田美倉町９番地 03-3526-2373 青柳　斉之 佐々木　孝

千葉県知事（登-２） 第１８３６号 2020/4/15 2025/4/15 庄司　敏幸 299-2704 千葉県 南房総市和田町和田５３６番地１ 090-1800-3575 庄司　敏幸 セカンドハンズ　スケット

千葉県知事（登-２） 第１８３７号 2020/4/15 2025/4/15 未来設備　株式会社 270-1408 千葉県 白井市西白井四丁目１１番地１２ 047-497-3436 鈴木ヘダヤティ　オースティン 鈴木ヘダヤティ　オースティン

千葉県知事（登-２） 第１８３８号 2020/4/15 2025/4/15 有限会社　龍泉創業 064-0806 北海道 札幌市中央区南六条西十一丁目１２８４番地４高砂サニーハイツＤ５０４号 011-215-1794 神谷　龍泉 神谷　龍泉

千葉県知事（登-２） 第１８３９号 2020/4/15 2025/4/15 株式会社　一伸興業 272-0013 千葉県 市川市高谷二丁目１３番２号ガレージメイプルＦ－６号 047-711-1080 西田　慎一 西田　大佑

千葉県知事（登-２） 第１８４０号 2020/4/16 2025/4/16 有限会社　ナンソウ 283-0101 千葉県 山武郡九十九里町作田５４７０番地２８４ 0475-76-0048 中嶋　圭 中嶋　匠

千葉県知事（登-２） 第１８４１号 2020/4/16 2025/4/16 株式会社　イーネットエージェンシー 350-1117 埼玉県 川越市広栄町２４番地３ 049-293-6881 渋谷　愛夕 渋谷　愛夕

千葉県知事（登-２） 第１８４２号 2020/4/16 2025/4/16 株式会社　秋津建設 189-0001 東京都 東村山市秋津町四丁目３８番４７号 042-306-1304 田中　良典 田中　良典

千葉県知事（登-２） 第１８４３号 2020/4/24 2025/4/24 株式会社　朝霞建設 351-0021 埼玉県 朝霞市西弁財一丁目１０番２１号 048-423-6094 塩田　守 塩田　守

千葉県知事（登-２） 第１８４４号 2020/4/24 2025/4/24 株式会社　明幸建設 333-0866 埼玉県 川口市芝五丁目１番１５号 048-483-4317 片桐　智明 片桐　智明

千葉県知事（登-２） 第１８４５号 2020/4/24 2025/4/24 株式会社　ＡＲＣＳ 297-0015 千葉県 茂原市東部台三丁目２８番地２０オティアスＦ 0475-38-5276 山本　晃裕 山本　晃裕

千葉県知事（登-２） 第１８４６号 2020/4/24 2025/4/24 株式会社　ユウセイ 263-0021 千葉県 千葉市稲毛区轟町二丁目３番１０号エステートピアとどろき１０２号 043-371-5367 金子　智加 金子　太一

千葉県知事（登-２） 第１８４７号 2020/4/24 2025/4/24 株式会社　秀エンジニアリング 293-0001 千葉県 富津市大堀２－２４－３平野テナントＡ 0438-75-6729 速水　恭平 塚本　義明

千葉県知事（登-２） 第１８４８号 2020/4/24 2025/4/24 株式会社　レヴィックス 297-0036 千葉県 茂原市上永吉１６６１番地４ 0475-37-9032 若林　友洋 若林　友洋

千葉県知事（登-２） 第１８４９号 2020/5/1 2025/5/1 大雅興業　株式会社 339-0031 埼玉県 さいたま市岩槻区飯塚１１５４番地 048-741-3458 渡邉　雅彦 渡邉　雅彦

千葉県知事（登-２） 第１８５０号 2020/5/1 2025/5/1 株式会社　コジャ 333-0801 埼玉県 川口市東川口五丁目２４番２０号サンコーポあやせＢ２０２ 080-7184-3828 コジャ　ムハメット　ムスタファ コジャ　恵

千葉県知事（登-２） 第１８５１号 2020/5/1 2025/5/1 株式会社　オカムラテック 276-0015 千葉県 八千代市米本２４２９番地１５ 047-488-8820 金子　保夫 清水　利夫

千葉県知事（登-２） 第１８５２号 2020/5/1 2025/5/1 株式会社　愛光 262-0001 千葉県 千葉市花見川区横戸町８５５番地 043-308-4675 姚　婷如 久保島　哲也

千葉県知事（登-２） 第１８５４号 2020/5/1 2025/5/1 株式会社　和光商事 289-2325 千葉県 香取郡多古町南玉造１６６５番地１ 0479-76-8951 佐藤　利治 佐藤　利治

千葉県知事（登-２） 第１８５５号 2020/5/1 2025/5/1 株式会社　誠技研 131-0032 東京都 墨田区東向島四丁目２２番１０号 050-1361-5869 松原　りくは 松原　剛

千葉県知事（登-２） 第１８５６号 2020/5/15 2025/5/15 ハマダプロテクノ　株式会社 292-0834 千葉県 木更津市潮見四丁目１４番地９ 0438-37-9191 市下　和則 市下　和則

千葉県知事（登-２） 第１８５７号 2020/5/15 2025/5/15 株式会社　東京内装解体 124-0022 東京都 葛飾区奥戸五丁目５番３号 03-5671-3421 岩﨑　孝二 田中　成樹
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千葉県知事（登-２） 第１８５８号 2020/5/15 2025/5/15 株式会社　ＨＯＲＥ工業 353-0802 埼玉県 越谷市大字小曽川６２０番地 048-971-7185 ユジェル　ケナン ＹＵＣＥＬ　ＫＥＮＡＮ

千葉県知事（登-２） 第１８５９号 2020/5/15 2025/5/15 株式会社　いぶき 116-0013 東京都 荒川区西日暮里一丁目２７番１０号 03-5615-2422 鉾之原　達也 鉾之原　達也

千葉県知事（登-２） 第１８６０号 2020/5/15 2025/5/15 株式会社　エイム 276-0046 千葉県 八千代市大和田新田９５０番地１ルーチェ緑が丘Ａ棟ー１１０ 047-752-0930 須崎　健一郎 須崎　健一郎

千葉県知事（登-２） 第１８６１号 2020/5/18 2025/5/18 株式会社　原田興業 332-0021 埼玉県 川口市西川口二丁目１９番４号 048-280-6845 原田　正樹 原田　正樹

千葉県知事（登-２） 第１８６２号 2020/5/18 2025/5/18 冨田興業　合同会社 337-0014 埼玉県 さいたま市見沼区大谷９９８番地 048-797-9761 冨樫　建三 行實　克治

千葉県知事（登-２） 第１８６４号 2020/5/26 2025/5/26 株式会社　はじめ建設 110-0005 東京都 台東区上野七丁目１１番７号 03-5830-7084 合羽井　東 合羽井　東

千葉県知事（登-２） 第１８６６号 2020/5/26 2025/5/26 阿部　雅仁 274-0806 千葉県 船橋市二和西４丁目３２番７号 070-4537-5678 阿部　雅仁 ＡＢＥＧｒｏｕｐ

千葉県知事（登-２） 第１８６７号 2020/5/26 2025/5/26 鷹野　喜知 379-2312 群馬県 みどり市笠懸町久宮２４８番地１メゾンド清水Ⅱ－１０１ 090-1662-0888 鷹野　喜知 プロテック

千葉県知事（登-２） 第１８６８号 2020/5/26 2025/5/26 北野　恵美 424-0008 静岡県 静岡市清水区押切９番地の３０ 054-340-6776 河村　裕介 ＹＩＭ

千葉県知事（登-２） 第１８６９号 2020/6/2 2025/6/2 株式会社　東葛機工 271-0064 千葉県 松戸市上本郷４５１２番地 047-711-9507 中川　典好 中川　典好

千葉県知事（登-２） 第１８７０号 2020/6/2 2025/6/2 髙橋　保行 288-0855 千葉県 銚子市猿田町８５７番地の１ 0479-33-0387 髙橋　保行 高橋建築設計

千葉県知事（登-２） 第１８７１号 2020/6/2 2025/6/2 有限会社　ちひろ造建 297-0054 千葉県 茂原市八幡原２０１番地９ 0475-26-5568 田中　大作 田中　大作

千葉県知事（登-２） 第１８７２号 2020/6/3 2025/6/3 さくら興業　株式会社 333-0847 埼玉県 川口市芝中田二丁目３５番２０号パークサイド芝１０３号 048-234-8264 ババ　アリアン　サイド ＢＡＢＡ　ＡＬＩＡＮ　ＳＡＥＩＤ

千葉県知事（登-２） 第１８７３号 2020/6/3 2025/6/3 株式会社　三幸 111-0055 東京都 台東区三筋一丁目３番７号－７０５ 03-6231-7180 村木　輝信 村木　輝信

千葉県知事（登-２） 第１８７４号 2020/6/11 2025/6/11 株式会社　山商 264-0029 千葉県 千葉市若葉区桜木北一丁目３８番６号 043-372-9077 山谷　正人 山谷　正人

千葉県知事（登-２） 第１８７５号 2020/6/11 2025/6/11 株式会社　ハスグル建設 339-0025 埼玉県 さいたま市岩槻区釣上新田２３７番地１ 080-3625-4735 ハスグル　バイラム HASGUL　BAYRAM

千葉県知事（登-２） 第１８７６号 2020/6/11 2025/6/11 株式会社　ＫＳＣ 248-0035 神奈川県 鎌倉市西鎌倉二丁目６番２２－１号 0467-33-5773 小西　正 小西　正

千葉県知事（登-２） 第１８７７号 2020/6/16 2025/6/16 及川　葉月 340-0027 埼玉県 草加市両新田西町４４０番地４ 048-922-7025 及川　葉月 及川　葉月

千葉県知事（登-２） 第１８７８号 2020/6/16 2025/6/16 トウキョウアラス　株式会社 333-0844 埼玉県 川口市上青木六丁目７番３号華ハイツ１階 048-211-1516 オンコル　メメット ONKOL MEHMET

千葉県知事（登-２） 第１８７９号 2020/6/16 2025/6/16 有限会社　大隅 265-0076 千葉県 千葉市若葉区下田町１番地 043-312-1512 三輪　徳男 金谷　愛子

千葉県知事（登-２） 第１８８０号 2020/6/16 2025/6/16 株式会社　コルクマス興業 337-0024 埼玉県 さいたま市見沼区片柳１４５６－１ 048-792-0942 コルクマス　エロール KORKMAZ　EROL

千葉県知事（登-２） 第１８８１号 2020/6/16 2025/6/16 Ｋ－ｐｒｏｊｅｃｔ　株式会社 125-0002 東京都 葛飾区西亀有三丁目３８番９号第５西亀荘１０２ 03-6240-7695 池田　一斗 池田　一斗

千葉県知事（登-２） 第１８８２号 2020/6/23 2025/6/23 合同会社　大成興業 343-0111 埼玉県 北葛飾郡松伏町大字松伏４７０６番地９ 048-971-6303 成田　和男 成田　和男

千葉県知事（登-２） 第１８８３号 2020/6/23 2025/6/23 日本総合解体　株式会社 135-0002 東京都 江東区住吉一丁目３番１１号 03-3622-8808 芒﨑　幸次 山﨑　進一

千葉県知事（登-２） 第１８８４号 2020/6/24 2025/6/24 株式会社　一剛工業 270-0021 千葉県 松戸市小金原九丁目２番地の１６ 047-341-2613 竹内　大剛 竹内　大剛

千葉県知事（登-２） 第１８８５号 2020/6/24 2025/6/24 株式会社　邉田工業 334-0061 埼玉県 川口市大字新堀４５１番地の１ 048-229-3827 邉田　元 邉田　元

千葉県知事（登-２） 第１８８６号 2020/7/1 2025/7/1 有限会社　アース・ワーク 277-0053 千葉県 柏市酒井根４３３番地 04-7175-7566 中間　裕子 中谷　洋三

千葉県知事（登-２） 第１８８７号 2020/7/1 2025/7/1 株式会社　ＳＫＹ 333-0862 埼玉県 川口市北園町１５番１３号 048-235-5279 イルマズアイディン 渡邉　唯花

千葉県知事（登-２） 第１８８８号 2020/7/1 2025/7/1 株式会社　オズ興業 333-0849 埼玉県 川口市本前川一丁目２８番２０号 048-212-9083 オズチャルギル真理紅 オズチャルギル真理紅

千葉県知事（登-２） 第１８８９号 2020/7/1 2025/7/1 森　義人 135-0062 東京都 東京都江東区東雲１－６－２３－５０２ 090-2735-5241 森　義人 新光建設

千葉県知事（登-２） 第１８９０号 2020/7/1 2025/7/1 ヒマリ　株式会社 333-0865 埼玉県 川口市伊刈３８４番地３号１０２ 080-5739-0108 ケケッジェ・美咲 ケケッジェ・美咲

千葉県知事（登-２） 第１８９１号 2020/7/10 2025/7/10 株式会社　フィールエイジ 277-0005 千葉県 柏市柏三丁目３番１３号第４ハマダビル３０２ 04-7128-7542 大西　俊次 大西　俊次

千葉県知事（登-２） 第１８９２号 2020/7/10 2025/7/10 清水　誠一 379-2306 群馬県 太田市大久保町１４番地 090-1046-8111 清水　誠一 住金鋼材建設部

千葉県知事（登-２） 第１８９３号 2020/7/10 2025/7/10 株式会社　東京ＲＯＸ 107-0051 東京都 港区元赤坂一丁目１番７号オリエント赤坂モートサイドビル５０１ 03-6438-9884 島﨑　一博 小山　忠宏

千葉県知事（登-２） 第１８９４号 2020/7/10 2025/7/10 小林　英男 342-0042 埼玉県 吉川市中野１２６番地４ 048-983-6513 小林　英男 総合企画丸千

千葉県知事（登-２） 第１８９５号 2020/7/17 2025/7/17 株式会社　千葉総建 252-0316 神奈川県 相模原市南区双葉１－８ 042-798-2533 千葉　雄一 髙田　忠昌

千葉県知事（登-２） 第１８９６号 2020/7/17 2025/7/17 株式会社　マエバラ 302-0101 茨城県 守谷市板戸井１７４５番地 0297-45-7427 出野　好夫 出野　好夫
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千葉県知事（登-２） 第１８９７号 2020/7/17 2025/7/17 會津　義勝 262-0013 千葉県 千葉県千葉市花見川区犢橋町５０４番地 090-2737-1654 會津　義勝 會津興業

千葉県知事（登-２） 第１８９８号 2020/7/17 2025/7/17 株式会社　ＮＥＷ 337-0014 埼玉県 さいたま市見沼区大字大谷３７１番地（杉並第３コーポ１０３） 048-884-8103 新田　大 新田　大

千葉県知事（登-２） 第１８９９号 2020/7/22 2025/7/22 株式会社　杉本工業 290-0056 千葉県 市原市五井６３４４番地９ 080-9687-3147 杉本　翔太 杉本　翔太

千葉県知事（登-２） 第１９００号 2020/7/22 2025/7/22 薩󠄀摩産業　株式会社 265-0072 千葉県 千葉市若葉区谷当町１０２７番地７ 090-3474-6251 大迫　清己 大迫　清己

千葉県知事（登-２） 第１９０２号 2020/7/31 2025/7/31 ＴＳ．ｐｌａｎｎｉｎｇ　株式会社 157-0064 東京都 世田谷区給田五丁目８番５号シティーコート世田谷Ｄ７０１ 03-6279-5106 神藤　太志 神藤　太志

千葉県知事（登-２） 第１９０３号 2020/7/31 2025/7/31 株式会社　ＯＨＲ 340-0808 埼玉県 八潮市緑町一丁目１１番地１６第３ヒカルハイツ１０３ 080-5072-2134 ハスグル　オルハン ＨＡＳＧＵＬ　ＯＲＨＡＮ

千葉県知事（登-２） 第１９０４号 2020/8/11 2025/8/11 カイテキ　株式会社 190-0011 東京都 立川市高松町二丁目１２番１４号 042-565-6121 宮川　創 宮川　創

千葉県知事（登-２） 第１９０５号 2020/8/11 2025/8/11 株式会社　ミナト 272-0132 千葉県 市川市湊新田一丁目４番１５号 047-711-1350 丹　臣也 丹　臣也

千葉県知事（登-２） 第１９０６号 2020/8/17 2025/8/17 株式会社　荒木工業 350-0067 埼玉県 川越市三光町３７番地６（トキワハイツ１０５号室） 049-272-7414 荒木　良次 荒木　良次

千葉県知事（登-２） 第１９０７号 2020/8/17 2025/8/17 佐久間　勇樹 190-0181 東京都 西多摩郡日の出町大字大久野１０８２番地４ 042-808-9294 佐久間　勇樹

千葉県知事（登-２） 第１９０８号 2020/8/17 2025/8/17 株式会社　曙辰 274-0812 千葉県 船橋市三咲２－１３－１５エステートピア廣田１０１ 080-9663-6677 張　魁 田中　将

千葉県知事（登-２） 第１９０９号 2020/8/20 2025/8/20 株式会社　英和工業 178-0061 東京都 練馬区大泉学園町八丁目３０番１６号 03-3921-2321 出町　英一 石井　透

千葉県知事（登-２） 第１９１０号 2020/8/20 2025/8/20 株式会社　ミライ工業 299-3235 千葉県 大網白里市駒込７３６番地６ 043-356-5672 クルンチュ　メメット ＫＩＬＩＮＣ　ＭＥＨＭＥＴ

千葉県知事（登-２） 第１９１１号 2020/8/20 2025/8/20 株式会社　松本興業 132-0025 東京都 江戸川区松江四丁目１番７－３０１号 03-3655-5304 松本　四郎 松本　四郎

千葉県知事（登-２） 第１９１２号 2020/8/20 2025/8/20 株式会社　さくら産業 321-4521 栃木県 真岡市久下田１９１８番地 0285-74-3531 植木　郁子 髙木　直之

千葉県知事（登-２） 第１９１３号 2020/8/20 2025/8/20 株式会社　ＳＨＩＮＳＥＩ 272-0014 千葉県 市川市田尻三丁目６番２５－９０３号 080-5476-3857 山﨑　真一 山﨑　真一

千葉県知事（登-２） 第１９１４号 2020/8/27 2025/8/27 株式会社　ビスタ 290-0015 千葉県 市原市市原２６５番地 0436-63-4460 石田　雅一 増山　直也

千葉県知事（登-２） 第１９１５号 2020/8/27 2025/8/27 ＲＡＭＩＲＥＺ　ＪＩＲＥＨ 270-1471 千葉県 船橋市小室町３２９９番地レインボーハウス５－４０２号 070-4213-0595 ＲＡＭＩＲＥＺ　ＪＩＲＥＨ ラミレス　ジャイリ―

千葉県知事（登-２） 第１９１６号 2020/8/27 2025/8/27 株式会社　グローイングアップ 185-0021 東京都 国分寺市南町三丁目７番９号パークアベニュー国分寺１０５ 042-203-1646 山口　悠大 山口　悠大

千葉県知事（登-２） 第１９１７号 2020/8/27 2025/8/27 株式会社　安房解体 294-0036 千葉県 館山市館山４１番地６ 0470-28-5205 鈴木　繁之 鈴木　繁之

千葉県知事（登-２） 第１９１８号 2020/9/2 2025/9/2 合同会社　ＡＲＡＭ 333-0815 埼玉県 川口市北原台一丁目１５番４－２０４号 080-9033-1989 ゼンギン・アイセル 井沢　一孝

千葉県知事（登-２） 第１９１９号 2020/9/9 2025/9/9 株式会社　ジュマ工業 343-0853 埼玉県 越谷市大字長島１７１番地９ 080-6800-2727 クズイエル・ムスタファ ＫＩＺＩＬＹＥＲ　ＭＵＳＴＡＦＡ

千葉県知事（登-２） 第１９２０号 2020/9/9 2025/9/9 川田　武 348-0044 埼玉県 羽生市大字上岩瀬１０１番地 080-9719-1029 川田　武 川田　武

千葉県知事（登-２） 第１９２１号 2020/9/14 2025/9/14 ラビ工事　株式会社 333-0855 埼玉県 川口市芝西一丁目１８番１８－３０２号 048-235-8229 クムジャ・ウフク ＫＵＭＬＵＣＡ　ＵＦＵＫ

千葉県知事（登-２） 第１９２２号 2020/9/14 2025/9/14 ＳＨＩＮエンタープライズ　株式会社 344-0038 埼玉県 春日部市大沼四丁目１２番地２ 048-738-8891 林　慎一郎 林　慎一郎

千葉県知事（登-２） 第１９２３号 2020/9/14 2025/9/14 株式会社　加藤 299-4113 千葉県 茂原市法目３１４５番地７ 0475-36-2257 加藤　憲一

千葉県知事（登-２） 第１９２４号 2020/9/14 2025/9/14 後長　淳志 270-1431 千葉県 白井市根５９番地の７８ 047-407-1090 後長　淳志 後長建機

千葉県知事（登-２） 第１９２５号 2020/9/18 2025/9/18 株式会社　ｅｃｏレイズ 120-0001 東京都 足立区大谷田４丁目７番４号鈴木マンション３０３号室 03-5856-3381 阪井　政仁 阪井　政仁

千葉県知事（登-２） 第１９２６号 2020/9/18 2025/9/18 株式会社　一武ハウスサービス 103-0007 東京都 中央区日本橋浜町二丁目２９番２号－９０３ 03-5606-6768 岸　武男 中島　由美子

千葉県知事（登-２） 第１９２７号 2020/9/18 2025/9/18 株式会社　気になる家 114-0015 東京都 北区中里一丁目１４番２－１０１号 デュエル駒込 03-6379-1915 大山　隆史 大山　隆史

千葉県知事（登-２） 第１９２８号 2020/9/24 2025/9/24 小髙　映男 297-0111 千葉県 長生郡長南町須田２８３番地 0475-46-0815 小髙　映男 オダカ興業

千葉県知事（登-２） 第１９２９号 2020/9/24 2025/9/24 ＴＭインダストリアルマネジメント　株式会社 136-0074 東京都 江東区東砂四丁目１７－２ 03-6666-2330 吉井　裕二

千葉県知事（登-２） 第１９３０号 2020/9/24 2025/9/24 株式会社　Ｏｈａｎａ 116-0001 東京都 荒川区町屋八丁目１４番４号 シティハイム２０２ 03-3810-7087 井村　明美 井村　勇輝

千葉県知事（登-２） 第１９３１号 2020/10/7 2025/10/7 ｄｂクリーン　株式会社 343-0851 埼玉県 越谷市七左町４－１５－１０ 048-940-0191 青栁　渓 青栁　大樹

千葉県知事（登-２） 第１９３２号 2020/10/7 2025/10/7 株式会社　ムトゥル解体工事 333-0861 埼玉県 川口市柳崎三丁目３番９号 048-235-7157 ムトゥル・アリ ＭＵＴＬＵ　ＭＵＳＴＡＦＡ

千葉県知事（登-２） 第１９３３号 2020/10/13 2025/10/13 Ｌｉｎｋ＆Ｈｅｒｉｔａｇｅ　株式会社 358-0026 埼玉県 入間市小谷田一丁目７番８号１０３ 080-5182-9905 坂　淳志 野﨑　裕也

千葉県知事（登-２） 第１９３４号 2020/10/13 2025/10/13 ＤＵＲＳＵＮ　ＯＳＭＡＮ 285-0012 千葉県 佐倉市田町２４３番地１８ 080-2111-0133 ＤＵＲＳＵＮ　ＯＳＭＡＮ ＤＵＲＳＵＮ　ＯＳＭＡＮ
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千葉県知事（登-２） 第１９３６号 2020/10/19 2025/10/19 株式会社　Ｎｏ．１ 272-0805 千葉県 市川市大野町一丁目４０９番地１０ 047-338-3621 寺谷　涼 寺谷　涼

千葉県知事（登-２） 第１９３７号 2020/10/19 2025/10/19 株式会社　清原解体 197-0003 東京都 福生市大字熊川９５番地ー１１４３ 080-3255-1960 エミリオ・ウガルテ エミリオ・ウガルテ

千葉県知事（登-２） 第１９３８号 2020/10/19 2025/10/19 合同会社　川口工業 336-0015 埼玉県 さいたま市南区大字太田窪３５１９番地プランドール２０１ 090-9825-9023 コルクマズ・エミネ KORKMAZ　EＭＩＮＥ

千葉県知事（登-２） 第１９３９号 2020/10/21 2025/10/21 成田　竜馬 124-0022 東京都 葛飾区奥戸５丁目１１番１４号ゴールデンハニーハイツ２０２ 080-3477-3923 成田　竜馬 東龍総建

千葉県知事（登-２） 第１９４０号 2020/10/21 2025/10/21 株式会社　ｒｅＶＡＬＵＥ 330-0072 埼玉県 さいたま市浦和区領家四丁目１５番５号 048-714-0404 轟　祥希 轟　祥希

千葉県知事（登-２） 第１９４１号 2020/10/21 2025/10/21 株式会社　Ｍ’ＴＥＣ　ＲＥＣＹＣＬＥ 277-0043 千葉県 柏市南逆井六丁目１８番５号 04-7108-0080 元木　精次 元木　精次

千葉県知事（登-２） 第１９４２号 2020/11/5 2025/11/5 中村　昭夫 298-0265 千葉県 夷隅郡大多喜町小田代６７番地３ 0470-85-0738 芝崎　茂友 中村木材

千葉県知事（登-２） 第１９４３号 2020/11/5 2025/11/5 株式会社　スマイルホームサービス 277-0087 千葉県 柏市常盤台１９番５号 04-7103-9826 小柳　広美 小柳　泰夫

千葉県知事（登-２） 第１９４４号 2020/11/9 2025/11/9 株式会社　丸三総合建設 339-0022 埼玉県 さいたま市岩槻区大字高曽根６６１番地３ 048-884-8538 三上　裕輔 三上　裕輔

千葉県知事（登-２） 第１９４５号 2020/11/9 2025/11/9 株式会社　太陽の丘 270-1601 千葉県 印西市萩原１４２５番地 0476-98-2500 神田　清策 神田　清策

千葉県知事（登-２） 第１９４６号 2020/11/9 2025/11/9 サトウエコワークス　合同会社 334-0013 埼玉県 川口市南鳩ヶ谷一丁目２１番１５号 048-229-1861 佐藤　雅子 佐藤　ムスタファ

千葉県知事（登-２） 第１９４７号 2020/11/16 2025/11/16 朝日　義行 265-0051 千葉県 千葉市若葉区中野町２３８２ 043-226-0161 朝日　義行 新栄建設

千葉県知事（登-２） 第１９４８号 2020/11/16 2025/11/16 株式会社　エニシ 120-0014 東京都 足立区西綾瀬二丁目１４番２０号 03-5888-5577 田熊　郁毅 田熊　郁毅

千葉県知事（登-２） 第１９４９号 2020/11/16 2025/11/16 株式会社　隆華 167-0034 東京都 杉並区桃井二丁目８番２０号 03-3397-0399 井口　照登 井口　照登

千葉県知事（登-２） 第１９５０号 2020/11/16 2025/11/16 小山　豊治 299-0101 千葉県 市原市青柳北４丁目６番地９ 0436-79-8636 中鉢　貢 小山解体

千葉県知事（登-２） 第１９５１号 2020/11/24 2025/11/24 株式会社　プラス 270-2204 千葉県 松戸市六実三丁目４４－１ 047-718-6962 小林　勇貴 小林　勇貴

千葉県知事（登-２） 第１９５２号 2020/11/24 2025/11/24 大誠興業　株式会社 340-0815 埼玉県 八潮市八潮六丁目１６番地１７ 048-998-6773 本間　雄喜 本間　雄喜

千葉県知事（登-２） 第１９５３号 2020/11/24 2025/11/24 竹内　桂二 299-1106 千葉県 君津市中島２７１－１ 090-9309-7858 竹内　桂二 義建

千葉県知事（登-２） 第１９５４号 2020/11/24 2025/11/24 株式会社　当間解体工事 333-0832 埼玉県 川口市大字神戸１６３ 048-446-9407 トマ　恵 田中　正之

千葉県知事（登-２） 第１９５５号 2020/11/24 2025/11/24 275-0006 千葉県 習志野市泉町２丁目３番２－７０１号 047-479-1218 倉地　芳和 エムエム管工

千葉県知事（登-２） 第１９５６号 2020/12/1 2025/12/1 株式会社　小林商会 133-0056 東京都 江戸川区南小岩八丁目１６番８　アサヒマンション２０１ 03-6882-3545 小林　永喜 大坂　一樹

千葉県知事（登-２） 第１９５７号 2020/12/1 2025/12/1 株式会社　コール 333-0864 埼玉県 川口市柳根町１１番８号　星野レジデンス３０２号 070-2806-7360 コール　イルマズ 篠﨑　豊

千葉県知事（登-２） 第１９５８号 2020/12/1 2025/12/1 神成開発　株式会社 274-0825 千葉県 船橋市前原西八丁目２４番８号 090-3216-6001 神田　清策 神田　清策

千葉県知事（登-２） 第１９５９号 2020/12/4 2025/12/4 株式会社　ＲＯＳＥ 333-0823 埼玉県 川口市石神字東町裏１１７０－１ 048-628-4541 ハスギル　エルギル ＨＡＳＧＵＬ　ＥＲＧＵＬ

千葉県知事（登-２） 第１９６０号 2020/12/4 2025/12/4 ＨｏｍｅＤＥＭＯ　合同会社 310-0912 茨城県 水戸市見川５－１２２４－１ 080-9550-1900 バウティスタ　ケリー　ペクソン ＢＡＵＴＩＳＴＡ　ＡＡＲＯＮ　ＰＥＫＳＯＮ

千葉県知事（登-２） 第１９６１号 2020/12/4 2025/12/4 株式会社　ａｄｄｉｅ　ｗｏｒｋｓ 340-0033 埼玉県 草加市柳島町２８０番地１６ 048-934-9349 アデイバヨ・オグンタ・フィンバート ＡＤＥＢＡＹＯ　ＯＧＵＮＴＡ　ＰＨＩＭＢＥＲＴ

千葉県知事（登-２） 第１９６３号 2020/12/9 2025/12/9 株式会社　ウルジャポン 333-0824 埼玉県 川口市赤芝新田字道上５０７番地の１ 048-294-3902 メフメット・タシ ＴＡＳ　ＭＥＨＭＥＴ

千葉県知事（登-２） 第１９６４号 2020/12/10 2025/12/10 株式会社　なぎ建設 272-0124 千葉県 市川市加藤新田２０２番地１－１１２号 047-395-4940 半田　マリセール　クレト 半田　マリセール　クレト

千葉県知事（登-２） 第１９６５号 2020/12/10 2025/12/10 志田解体工業　株式会社 354-0044 埼玉県 入間郡三芳町大字北永井７９４番地５ 049-258-8295 志田　大輔 志田　大輔

千葉県知事（登-２） 第１９６６号 2020/12/10 2025/12/10 中村　正人 277-0941 千葉県 柏市高柳１４８２番地１ 080-1008-2638 中村　正人 中村工業

千葉県知事（登-２） 第１９６７号 2020/12/10 2025/12/10 株式会社　遊心倶楽部 290-0054 千葉県 市原市五井中央東一丁目８番地４ 0436-23-0330 工藤　繁信 井原　俊治

千葉県知事（登-２） 第１９６８号 2020/12/17 2025/12/17 株式会社　三光建設 289-1522 千葉県 山武市松尾町高富２５１番地４０ 0479-86-1815 藤田　武浩 藤田　武浩

千葉県知事（登-２） 第１９６９号 2020/12/17 2025/12/17 株式会社　渡辺技建 271-0064 千葉県 松戸市上本郷２２８８番地の１　プライムシティ松戸３０４号 047-718-4620 渡邊　一史 渡邊　一史

千葉県知事（登-２） 第１９７０号 2020/12/17 2025/12/17 株式会社　宮本 124-0002 東京都 葛飾区西亀有二丁目２番５号 03-3601-3295 宮本　保 宮本　保

千葉県知事（登-２） 第１９７１号 2020/12/17 2025/12/17 株式会社　プロスタッフ 614-8184 京都府 八幡市上津屋八丁２７番地 075-983-3751 井上　徹也 桐村　法彦

千葉県知事（登-２） 第１９７２号 2020/12/17 2025/12/17 有限会社　岩本商事 352-0023 埼玉県 新座市堀ノ内三丁目７番３２号 048-481-3838 岩本　勝英 清野　実

千葉県知事（登-２） 第１９７３号 2020/12/21 2025/12/21 株式会社　ＯＭＵＲＡ 252-0802 神奈川県 藤沢市高倉６８４番地の１　パレステージ長後２０６号 0466-98-1027 大村　和一 大村　和一
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千葉県知事（登-２） 第１９７４号 2020/12/21 2025/12/21 向井　岩男 290-0221 千葉県 市原市馬立５０２番地１６ 090-9130-0329 向井　岩男 向井グループ

千葉県知事（登-２） 第１９７５号 2021/1/5 2026/1/5 株式会社　大渕興業 339-0021 埼玉県 さいたま市岩槻区大字末田１８４１番地５３ 080-9349-9110 大渕　悠夏 大渕　敦司

千葉県知事（登-２） 第１９７６号 2021/1/5 2026/1/5 合同会社　キセキ 334-0061 埼玉県 川口市大字新堀１２７４番地の８ 070-1314-3131 トーマ・チャーラル ＳＨＡＪＩ　ＭＡＨＳＨＩＤ　ＶＩＳＴＡＮ

千葉県知事（登-２） 第１９７７号 2021/1/5 2026/1/5 誠建設　株式会社 273-0867 千葉県 船橋市夏見町二丁目６４１番地６ 047-404-5307 田中　誠人 田中　誠人

千葉県知事（登-２） 第１９７８号 2021/1/5 2026/1/5 株式会社　一神建設 192-0375 東京都 八王子市鑓水二丁目２３０４番地３５ 042-649-2083 髙橋　淳 髙橋　淳

千葉県知事（登-２） 第１９７９号 2021/1/5 2026/1/5 合同会社　コイケ 272-0822 千葉県 市川市宮久保三丁目１１番１９号 047-703-8525 オズデメル　メメット ＯＺＤＥＭＩＲ　ＭＥＨＭＥＴ

千葉県知事（登-２） 第１９８０号 2021/1/14 2026/1/14 株式会社　ホウセイ 283-0004 千葉県 東金市二又４９番地 0475-53-3500 鈴木　祐輔 鈴木　祐輔

千葉県知事（登-２） 第１９８１号 2021/1/14 2026/1/14 有限会社　髙橋建材興業 277-0053 千葉県 柏市酒井根４５９番地１ 04-7190-5924 髙橋　拓也 髙橋　拓也

千葉県知事（登-２） 第１９８２号 2021/1/15 2026/1/15 有限会社　トヨシマ工商 314-0002 茨城県 鹿嶋市明石５４１番地２ 0299-83-3203 豊嶋　金鵄 豊嶋　金鵄

千葉県知事（登-２） 第１９８３号 2021/1/15 2026/1/15 株式会社　ミライコーポレーション 274-0064 千葉県 船橋市松が丘二丁目２１番２号 047-401-8384 ラジンダー　シング ＲＡＪＩＮＤＥＲ　ＳＩＮＧＨ

千葉県知事（登-２） 第１９８４号 2021/1/21 2026/1/21 株式会社　新月 339-0024 埼玉県 さいたま市岩槻区釣上２２番地 090-8057-2727 ハスギュル・ジハン 中川　昌志

千葉県知事（登-２） 第１９８５号 2021/1/21 2026/1/21 嵯峨　幹男 278-0041 千葉県 野田市蕃昌３２番地の１２１ 080-6641-0802 嵯峨　幹男 ソーシャルＭ’ｓサービス

千葉県知事（登-２） 第１９８６号 2021/1/21 2026/1/21 礼和　株式会社 270-0021 千葉県 松戸市小金原５丁目７番地の４５ 080-6507-7196 上本　礼太 上本　礼太

千葉県知事（登-２） 第１９８７号 2021/1/21 2026/1/21 株式会社　ここたん 334-0058 埼玉県 川口市安行領家１８９８番地３ レオパレスリブェール２０７号室 080-3315-1947 オンコル　バリシ オンコル　心

千葉県知事（登-２） 第１９８９号 2021/1/21 2026/1/21 株式会社　Ｏｏｍｉｙａコーポレーション 336-0026 埼玉県 さいたま市南区辻四丁目１３番８－１０５号 090-1266-3024 天沼　可依 天沼　可依

千葉県知事（登-２） 第１９９０号 2021/1/21 2026/1/21 大森　卓也 272-0835 千葉県 市川市中国分３丁目１０番１３－３０４号 （メゾン・ド・シャルマン） 080-9365-0110 大森　卓也 タクマ興業

千葉県知事（登-２） 第１９９１号 2021/2/1 2026/2/1 株式会社　Ｃｌａｉｒ 141-0031 東京都 品川区西五反田二丁目１８番３号 グレイス五反田２０３ 03-6417-0443 飯嶋　基理 飯嶋　基理

千葉県知事（登-２） 第１９９２号 2021/2/1 2026/2/1 株式会社　順和商事 343-0102 埼玉県 北葛飾郡松伏町大字築比地９２３番地２ 048-992-2591 和田　剛 ＤＵＮＤＡＲ　ＶＡＫＫＡＳ

千葉県知事（登-２） 第１９９３号 2021/2/1 2026/2/1 鈴木　絵美理 270-1143 千葉県 我孫子市天王台５丁目２１番１６号 （１０２号）エスポワール大井Ａ 080-2673-3684 大野　卓 鈴木　絵美理

千葉県知事（登-２） 第１９９４号 2021/2/1 2026/2/1 株式会社　大槻興業 333-0863 埼玉県 川口市在家町９番３号ハイツむさし野２０８号 080-9395-6143 キジル　エムラ ＫＩＺＩＬ　ＥＭＲＡＨ

千葉県知事（登-２） 第１９９５号 2021/2/1 2026/2/1 株式会社　健勝 270-0006 千葉県 松戸市大金平五丁目３５４番地の７　コスモレジデンス２０１号 047-360-2643 小川　弥生 上野　敬三

千葉県知事（登-２） 第１９９６号 2021/2/12 2026/2/12 森興業　株式会社 299-4124 千葉県 茂原市上太田１４５８番地の１ 0475-34-3589 森　仚一
森　仚一
森　令子

千葉県知事（登-２） 第１９９７号 2021/2/25 2026/2/25 株式会社　ＡＳＬＡＮ 111-0031 東京都 台東区千束三丁目１１番１号 080-6648-4803 アスラントゥルク・オズギュル ＡＳＬＡＮＴＵＲＫ　ＯＺＧＵＬ

千葉県知事（登-２） 第１９９８号 2021/2/25 2026/2/25 アリノ　株式会社 267-0067 千葉県 千葉市緑区あすみが丘東５丁目１９番地１６ 090-9575-0718 アルトンバシ・アリ・オジャック ＡＬＴＵＮＢＡＳ　ＡＬＩ　ＯＣＡＫ

千葉県知事（登-２） 第１９９９号 2021/2/25 2026/2/25 合同会社　ＡＫＣＡ 332-0031 埼玉県 川口市青木五丁目８番７－１０３号 志陽ハイツ 080-6526-1210 キジコグル・フィダン ＫＩＺＩＫＯＧＬＵ　ＢＡＹＲＡＭ

千葉県知事（登-２） 第２０００号 2021/2/25 2026/2/25 石川　翔太 276-0027 千葉県 八千代市村上１１１３番地１ ３街区３３棟３０３号 080-9444-2874 石川　翔太 石篤建設

千葉県知事（登-２） 第２００１号 2021/2/26 2026/2/26 株式会社　シールド 290-0056 千葉県 市原市五井２５２８番地１　４０３ 0436-77-1115 舘　正人 奥村　愼太郎

千葉県知事（登-２） 第２００２号 2021/2/26 2026/2/26 ＭＩＴＳＵＹＡ　ＣＲＡＳＨＥＲＳ　合同会社 130-0002 東京都 墨田区業平１－７－９ＰＬＡＴ２９５－１Ｆ 050-6873-1344 三津谷　龍実 加藤　清人

千葉県知事（登-２） 第２００３号 2021/2/26 2026/2/26 株式会社　グローリー 233-0003 神奈川県 横浜市港南区港南五丁目１３番４号 090-1805-9016 アルパミルザ ＡＲＰＡ　ＭＩＲＺＡ

千葉県知事（登-２） 第２００４号 2021/2/26 2026/2/26 有限会社　裕峰 294-0822 千葉県 南房総市本織１０６１番地の１ 0470-29-7331 小峰　靖裕 小峰　清和

千葉県知事（登-２） 第２００５号 2021/3/3 2026/3/3 ＴＲＣ　合同会社 123-0842 東京都 足立区栗原三丁目１０番１９－４０７号 03-3848-5272 菅　大蔵 吉岡　幸一

千葉県知事（登-２） 第２００６号 2021/3/3 2026/3/3 阿部　嘉久 271-0044 千葉県 松戸市西馬橋３丁目３７番地の９　サニークレメントⅡ－１０３号 080-9695-1980 阿部　嘉久 大和

千葉県知事（登-２） 第２００７号 2021/3/3 2026/3/3 株式会社　ＳＤＭ工業 336-0033 埼玉県 さいたま市南区曲本四丁目２番１８号１０５ 048-877-2727 クムルジャ　フセイン ＫＵＭＬＵＣＡ　ＨＵＳＥＹＩＮ

千葉県知事（登-２） 第２００８号 2021/3/3 2026/3/3 株式会社　ブレークプラン・フカサワ 133-0056 東京都 江戸川区南小岩六丁目２８番６号 03-6875-7883 深沢　文史郎 深沢　文史郎

千葉県知事（登-２） 第２００９号 2021/3/3 2026/3/3 東信　株式会社 104-0054 東京都 中央区勝どき二丁目１０番１６－３０７号 03-3520-8997 西形　弘樹 西形　弘樹

千葉県知事（登-２） 第２０１０号 2021/3/11 2026/3/11 株式会社　アカカイト 332-0031 埼玉県 川口市青木三丁目９番２０号レオパレスオグラⅢ２０７ 070-4474-1005 ジャンポラット　ミラス ＥＲＢＩＬ　ＲＥＳＵＬ
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千葉県知事（登-２） 第２０１１号 2021/3/11 2026/3/11 Ｋ－ｗａｙｓ　株式会社 272-0815 千葉県 市川市北方２丁目３７番３号 070-6980-2783 小宇佐　良太 小宇佐　良太

千葉県知事（登-２） 第２０１２号 2021/3/11 2026/3/11 済州建設　株式会社 245-0022 神奈川県 横浜市泉区和泉が丘３－３６－３ 045-801-7886 洪　性植 洪　性植

千葉県知事（登-２） 第２０１３号 2021/3/11 2026/3/11 不二光工業　株式会社 342-0055 埼玉県 吉川市大字吉川５４５番地Ａ 048-951-2197 髙橋　直矢 髙橋　直矢

千葉県知事（登-２） 第２０１４号 2021/3/11 2026/3/11 サンキュー　株式会社 271-0094 千葉県 松戸市上矢切１６６９－１　ニューコーポプレイン２０２号室 070-1259-5575 北村　賢裕 北村　賢裕

千葉県知事（登-２） 第２０１５号 2021/3/22 2026/3/22 株式会社　琉 333-0844 埼玉県 川口市上青木六丁目１７番５号１Ｆ 080-6714-0622 イリディリム　愛子 ＧＯＫ　ＳＥＲＫＡＮ

千葉県知事（登-２） 第２０１６号 2021/3/22 2026/3/22 株式会社　吉見工業 299-1152 千葉県 君津市久保９７７番地３ 0439-52-9460 宮園　悦子 井上　浩一

千葉県知事（登-２） 第２０１７号 2021/3/22 2026/3/22 田丸　昭宏 293-0024 千葉県 富津市篠部２５０３番地２ 0439-88-0775 倉知　篤彦 田丸商会

千葉県知事（登-２） 第２０１８号 2021/3/23 2026/3/23 有限会社　サクセスメイト 278-0057 千葉県 野田市光葉町三丁目７番地の１４ 04-7199-7904 嶋﨑　寿弥太 嶋﨑　寿弥太

千葉県知事（登-２） 第２０１９号 2021/3/23 2026/3/23 向後　浩充 289-2106 千葉県 匝瑳市飯塚４３９番地１ 0479-74-1073 向後　浩充 丸浩興業

千葉県知事（登-２） 第２０２０号 2021/3/23 2026/3/23 株式会社　可能工業 340-0021 埼玉県 草加市手代３丁目２６番２８号　メゾンファミーユ１０４号 048-954-7332 落合　恵美 四元　英雄

千葉県知事（登-２） 第２０２１号 2021/3/23 2026/3/23 株式会社　ヤクシン埼玉 343-0845 埼玉県 越谷市南越谷一丁目５番１号サンモール１Ｆ 048-940-1813 前山　容一 前山　容一

千葉県知事（登-２） 第２０２２号 2021/3/24 2026/3/24 株式会社　一心 260-0041 千葉県 千葉市中央区東千葉二丁目６番１－７３５号 080-5016-2017 ユルドゥルム・オメル ＹＩＬＤＩＲＩＭ　ＯＭＥＲ

千葉県知事（登-２） 第２０２３号 2021/3/24 2026/3/24 諏訪　隆次 277-0885 千葉県 柏市西原４丁目１３番４７号 0471-61-4307 諏訪　隆次 翼工業

千葉県知事（登-２） 第２０２４号 2021/3/24 2026/3/24 ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ　合同会社 270-1408 千葉県 白井市西白井４丁目１７番１３号 047-497-1714 堀口　紀彰 堀口　紀彰

千葉県知事（登-２） 第２０２５号 2021/3/24 2026/3/24 有限会社　東晃 289-1223 千葉県 山武市埴谷２２２５番地６５ 0475-89-0406 高山　典久 髙山　典久

千葉県知事（登-２） 第２０２６号 2021/3/24 2026/3/24 株式会社　ケイ・アール 292-0061 千葉県 木更津市岩根四丁目１０番１９号 0438-38-6461 ディサナヤカ　ムディヤンセラーゲ　プリヤンタ　ケルン　ディサナヤカ ＤＩＳＳＡＮＡＹＡＫＡ　ＭＵＤＩＹＡＮＳＥＬＡＧＥ　ＰＲＩＹＡＮＴＡＨ　ＫＡＬＵＭ　ＤＩＳＳＡＮＡＹＡＫＡ

千葉県知事（登-２） 第２０２７号 2021/3/29 2026/3/29 有限会社　伊藤興業 263-0051 千葉県 千葉市稲毛区園生町３９５番地２０ 043-215-6433 伊藤　一浩 伊藤　一浩

千葉県知事（登-２） 第２０２８号 2021/3/29 2026/3/29 プロパティホーム　株式会社 100-0014 東京都 千代田区永田町二丁目１７番１７号 アイオス永田町６０４ 03-5157-2311 田宮　有紀 田宮　有紀

千葉県知事（登-２） 第２０２９号 2021/3/29 2026/3/29 株式会社　ＢＡＲＩＳ 134-0083 東京都 江戸川区中葛西三丁目３０番１３号 080-5991-1021 ユルディズ　バリシュ ＹＩＬＤＩＺ　ＭＵＺＡＦＦＥＲ

千葉県知事（登-２） 第２０３０号 2021/3/29 2026/3/29 株式会社　山栄 311-3137 茨城県 東茨城郡茨城町網掛１０９９－１ 029-291-5090 圷　拓也 関谷　英之

千葉県知事（登-２） 第２０３１号 2021/3/29 2026/3/29 株式会社　グローアップ 270-0139 千葉県 流山市おおたかの森南二丁目２９番地の４５ 04-7136-1333 大神田　茂樹 大神田　茂樹

千葉県知事（登-２） 第２０３２号 2021/3/30 2026/3/30 株式会社　四葉 286-0221 千葉県 富里市七栄５７５番地２１３ 080-9800-2020 金谷　愛子 金谷　愛子

千葉県知事（登-２） 第２０３３号 2021/3/30 2026/3/30 株式会社　アシタバ建設 104-0033 東京都 中央区新川二丁目１５番５－５０４号 03-4500-1265 藤井　新之助 上牧　武史

千葉県知事（登-２） 第２０３４号 2021/3/30 2026/3/30 株式会社　菊成工業 175-0093 東京都 板橋区赤塚新町三丁目２５番９号 03-6315-6188 菊田　成起 菊田　成起

千葉県知事（登-２） 第２０３５号 2021/3/30 2026/3/30 江尻　秋夫 121-0052 東京都 足立区六木一丁目１５番４号セピアコート１０１ 090-5504-8159 江尻　秋夫 秋芳工業

千葉県知事（登-２） 第２０３６号 2021/3/30 2026/3/30 株式会社　ＳＫＹ　ＥＡＲＣＴＨ 123-0864 東京都 足立区鹿浜四丁目２２番２２号鈴木ビル１０３ 03-5647-9130 髙久　知明 髙久　知明

千葉県知事（登-３） 第２０３７号 2021/4/6 2026/4/6 株式会社　リスクベネフィット神奈川 220-0003 神奈川県 横浜市西区楠町１番３号 0463-79-5886 山口　真心 山口　真心

千葉県知事（登-３） 第２０３８号 2021/4/6 2026/4/6 株式会社　ベストランド千葉 260-0843 千葉県 千葉市中央区末広二丁目３番１７号 080-4473-8779 楊　嘉麟 菊地　善信

千葉県知事（登-３） 第２０３９号 2021/4/6 2026/4/6 株式会社　ウニクム 350-1305 埼玉県 狭山市入間川二丁目３１番１１号 04-2968-5780 佐藤　心平 佐藤　心平

千葉県知事（登-３） 第２０４０号 2021/4/8 2026/4/8 宇田川　新一 270-1431 千葉県 白井市根１７３４番地の３ 090-3525-6402 宇田川　新一 宇田川　新一

千葉県知事（登-３） 第２０４１号 2021/4/8 2026/4/8 株式会社　司産業 284-0027 千葉県 四街道市栗山１０５２番地１３５ 043-312-8445 松尾　啓司 松尾　啓司

千葉県知事（登-３） 第２０４２号 2021/4/8 2026/4/8 Ｍ’ｓＢＬＤ　有限会社 283-0101 千葉県 山武郡九十九里町作田５５６７ 0475-78-5056 峰村　拓也 峰村　拓也

千葉県知事（登-３） 第２０４３号 2021/4/12 2026/4/12 株式会社　ＷＡＴＡＳＥＮ 299-3251 千葉県 大網白里市大網３５９番地 0475-53-3061 渡邉　哲也 大坂　英明

千葉県知事（登-３） 第２０４４号 2021/4/12 2026/4/12 斗愛建設　株式会社 285-0805 千葉県 佐倉市小篠塚９３７番地１ 043-376-1515 石嶺　とあに 石嶺　武則

千葉県知事（登-３） 第２０４５号 2021/4/12 2026/4/12 株式会社　ワイエスコーポレーション 356-0059 埼玉県 ふじみ野市桜ケ丘一丁目１０番６５号 049-293-1337 金髙　悠太 金髙　悠太

千葉県知事（登-３） 第２０４６号 2021/4/12 2026/4/12 東商工業　株式会社 262-0011 千葉県 千葉市花見川区三角町６９２－４－２ 043-306-4637 木子　正仁 木子　正仁

千葉県知事（登-３） 第２０４７号 2021/4/26 2026/4/26 株式会社　リンクアロー 352-0017 埼玉県 新座市菅沢二丁目１１番１１号 048-489-3307 坂本　吉矢 川端　俊紀
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千葉県知事（登-３） 第２０４８号 2021/4/26 2026/4/26 株式会社　フロンティア 160-0022 東京都 新宿区新宿二丁目１４番６号 第一早川屋ビル５０１ 03-5361-6001 萩田　靖志 玉代㔟　武

千葉県知事（登-３） 第２０４９号 2021/4/26 2026/4/26 株式会社　美成工業 340-0043 埼玉県 草加市草加五丁目１０番９号 048-915-2596 成相　かおる ＥＲＣＡＬＡＧＡＮ　ＡＢＤＵＬＬＡＨ

千葉県知事（登-３） 第２０５０号 2021/4/28 2026/4/28 株式会社　寅 121-0801 東京都 足立区東伊興一丁目１１番１８号　 ＧＲＡＮＤＳＯＬＥＩＬⅢＡ１０２号室 080-5406-3583 ボズバユハリル ＫＡＲＡＫＵＬＡＫ　ＡＬＩ

千葉県知事（登-３） 第２０５１号 2021/4/28 2026/4/28 ＨＭ　ＪＡＰＡＮ　株式会社 335-0001 埼玉県 蕨市北町一丁目２９－１４ ウェルハイムワラビ２０７ 070-3625-9150 ドルドゥル・メメット 原　洋介

千葉県知事（登-３） 第２０５２号 2021/4/28 2026/4/28 シントミ　株式会社 299-4331 千葉県 長生郡長生村信友１８８０番地１ 0475-32-3849 田邉　啓一 田邉　啓一

千葉県知事（登-３） 第２０５３号 2021/4/28 2026/4/28 ＤＩＮＯ　株式会社 339-0027 埼玉県 さいたま市岩槻区大字尾ヶ崎１６６４番地１ 048-876-8866 大戸　美咲 内野　直美

千葉県知事（登-３） 第２０５５号 2021/5/13 2026/5/13 Ｃ．Ｔ．Ｃカンパニー　株式会社 275-0001 千葉県 習志野市東習志野五丁目１７番１０－１号 047-489-5991 佐野　裕貴 佐野　裕貴

千葉県知事（登-３） 第２０５６号 2021/5/13 2026/5/13 株式会社　早乙女土建 274-0806 千葉県 船橋市二和西二丁目１７番１５号 090-2159-3899 早乙女　渉 早乙女　渉

千葉県知事（登-３） 第２０５７号 2021/5/13 2026/5/13 株式会社　ライオンコーポレーション 332-0004 埼玉県 川口市領家二丁目１２番１５－２０１号 080-7957-8729 チカン・ファティ ＣＩＫＡＮ　ＦＡＴＩＨ

千葉県知事（登-３） 第２０５８号 2021/5/14 2026/5/14 合同会社　さくま 333-0847 埼玉県 川口市芝中田二丁目３１番２１－２０５号 090-6700-2732 オズチャルギル・デニス ＯＺＵＣＡＲＧＩＬ　ＤＥＮＩＺ

千葉県知事（登-３） 第２０５９号 2021/5/14 2026/5/14 双柳興業　株式会社 357-0021 埼玉県 飯能市大字双柳４６８番地１２ 042-972-8194 鈴木　昭司 鈴木　昭司

千葉県知事（登-３） 第２０６０号 2021/5/14 2026/5/14 株式会社　フラット興業 195-0062 東京都 町田市大蔵町２０７－２－１０３号 080-7085-0117 崎濱　フラット 崎濱　フラット

千葉県知事（登-３） 第２０６２号 2021/5/18 2026/5/18 合同会社　D－Family 333-0842 埼玉県 川口市前川三丁目４１番９号 レインボー元井１０１号 048-424-4772 シーカン・デニス ＣＩＫＡＮ　ＤＥＮＩＺ

千葉県知事（登-３） 第２０６３号 2021/5/18 2026/5/18 株式会社　一恵商事 295-0104 千葉県 南房総市白浜町根本１７０３番地１ 0470-29-7727 林　伸彦 林　伸彦

千葉県知事（登-３） 第２０６４号 2021/5/19 2026/5/19 合同会社　ＯＳＥＷＡ 333-0861 埼玉県 川口市柳崎四丁目１９番８号 ブルバール五番館２０３号 048-264-3639 オズチャルギル　ハリル オズチャルギル　春那

千葉県知事（登-３） 第２０６５号 2021/5/19 2026/5/19 株式会社　Ｕ．Ｍコーポレーション 340-0002 埼玉県 草加市青柳二丁目２７番１１号 048-954-5551 ゼンギン　ウムト 鈴木　直行

千葉県知事（登-３） 第２０６６号 2021/5/24 2026/5/24 早乙女　章 273-0865 千葉県 船橋市夏見４丁目２７番８号 047-423-5913 早乙女　章 ＳＡＯＴＯＭＥ

千葉県知事（登-３） 第２０６７号 2021/5/24 2026/5/24 誠信　株式会社 232-0033 神奈川県 横浜市南区中村町四丁目２７８番地１２ 関口ビル３Ｂ 045-341-3954 関口　友二郎 曹　堅

千葉県知事（登-３） 第２０６８号 2021/5/24 2026/5/24 合同会社　B・R興業 277-0028 千葉県 柏市関場町２番３９号 04-7157-4568 バンブルン バンブルン

千葉県知事（登-３） 第２０６９号 2021/5/24 2026/5/24 シアル解体　株式会社 244-0805 神奈川県 横浜市戸塚区川上町８６２－１ 045-299-6737 イシ　メミック ＩＳ　ＭＥＭＩＫ

千葉県知事（登-３） 第２０７０号 2021/5/24 2026/5/24 BS　TRADING　株式会社 272-0137 千葉県 市川市福栄一丁目２３番１３号 047-315-7383 バルジット　シング バルジット　シング

千葉県知事（登-３） 第２０７１号 2021/5/27 2026/5/27 中川　実 274-0067 千葉県 船橋市大穴南２丁目１２番１８号 070-8393-3883 中川　実 中川組

千葉県知事（登-３） 第２０７２号 2021/5/27 2026/5/27 株式会社　武子工業 300-2433 茨城県 つくばみらい市下小目３９番地 080-6699-0011 武子　真一 武子　真一

千葉県知事（登-３） 第２０７３号 2021/5/27 2026/5/27 株式会社　ＴＯＭＡ 333-0842 埼玉県 川口市前川二丁目３番１２号 080-5077-0402 トーマアリハイダル 田中　正之

千葉県知事（登-３） 第２０７４号 2021/6/1 2026/6/1 株式会社　イースター 230-0072 神奈川県 横浜市鶴見区梶山２－２８－８ 045-584-7712 水野　朝保 遠藤　義三郎

千葉県知事（登-３） 第２０７５号 2021/6/1 2026/6/1 株式会社　一番 337-0053 埼玉県 さいたま市見沼区大和田町一丁目１９２３番地 048-671-0056 柳沢　亮 柳沢　亮

千葉県知事（登-３） 第２０７６号 2021/6/1 2026/6/1 株式会社　ツー・フォール 125-0031 東京都 葛飾区西水元六丁目２１番９号 03-5876-5399 秋山　彪 秋山　彪

千葉県知事（登-３） 第２０７７号 2021/6/1 2026/6/1 株式会社　Ｈ産業 333-0823 埼玉県 川口市石神１９９７番地１ 090-1770-9023 デニズ・アフメット 吉澤　博文

千葉県知事（登-３） 第２０７８号 2021/6/1 2026/6/1 ＫＩＴＹ　株式会社 104-0054 東京都 中央区勝どき五丁目８番４号 シャンボール第二築地７０２号室 090-1217-6644 松本　和昌 松本　和昌

千葉県知事（登-３） 第２０７９号 2021/6/2 2026/6/2 阿達利産業　株式会社 329-2745 栃木県 那須塩原市三区町６１７番地１ 0287-36-8827 吉永　真夜 吉永　勇

千葉県知事（登-３） 第２０８０号 2021/6/2 2026/6/2 アクシュ　株式会社 180-0003 東京都 武蔵野市吉祥寺南町二丁目８番６号 0422-26-5020 野澤　幸男 市川　祐司

千葉県知事（登-３） 第２０８１号 2021/6/2 2026/6/2 星野　勉 292-0015 千葉県 木更津市本郷１－８－２５ 0438-97-7255 星野　勉 星野工業

千葉県知事（登-３） 第２０８２号 2021/6/2 2026/6/2 株式会社　ＭＳコーポレーション 333-0835 埼玉県 川口市大字道合３０７番地の８ 048-424-2210 メルト・セフィク ＭＥＲＴ　ＳＥＦＩＫ

千葉県知事（登-３） 第２０８３号 2021/6/10 2026/6/10 ウジュムチン　合同会社 279-0002 千葉県 浦安市北栄１－３－５－４０６ 047-702-5069 青格勒 山田　和正

千葉県知事（登-３） 第２０８４号 2021/6/10 2026/6/10 鈴木　利光 121-0052 東京都 足立区六木３－４５－２１ 03-3620-5287 鈴木　利光 鈴臣興業

千葉県知事（登-３） 第２０８５号 2021/6/17 2026/6/17 株式会社　アート・ワン 164-0011 東京都 中野区中央四丁目５４番１号１階 03-6300-6913 堤　さゆり 堤　大介

千葉県知事（登-３） 第２０８６号 2021/6/17 2026/6/17 松田　秀人 300-3561 茨城県 結城郡八千代町大字平塚４８０７番地１４２ 029-649-2783 松田　秀人 松栄建築解体
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千葉県知事（登-３） 第２０８７号 2021/6/21 2026/6/21 前山　諒太 215-0022 神奈川県 川崎市麻生区下麻生２丁目５番４７－１０９号 090-1662-2608 前山　諒太

千葉県知事（登-３） 第２０８８号 2021/6/21 2026/6/21 株式会社　富士総業 260-0814 千葉県 千葉市中央区南生実町６１７番地６ 043-235-3888 吉野　栄里子 星野　直登

千葉県知事（登-３） 第２０８９号 2021/6/21 2026/6/21 早乙女　清 273-0115 千葉県 鎌ケ谷市東道野辺四丁目６番１２号 047-442-5615 早乙女　清 早乙女興業

千葉県知事（登-３） 第２０９０号 2021/6/21 2026/6/21 株式会社　渡利解体 115-0051 東京都 北区浮間二丁目１７番１０号 090-6149-4999 渡邊　優利 渡邊　優利

千葉県知事（登-３） 第２０９１号 2021/6/28 2026/6/28 株式会社　ＡＫＡＲＩ 182-0035 東京都 調布市上石原１－２７－７ 042-444-7987 ベニジエ　エルタン ＢＥＮＩＣＥ　ＥＲＴＡＮ

千葉県知事（登-３） 第２０９２号 2021/6/28 2026/6/28 株式会社　Ｋ．Ｐ．Ａ 345-0043 埼玉県 北葛飾郡杉戸町大字下高野１７４５番地８ 0480-31-9194 小礒　克己 小礒　克己

千葉県知事（登-３） 第２０９３号 2021/6/28 2026/6/28 寺尾　明 123-0852 東京都 足立区関原二丁目３６番３－４０３号 03-3889-1997 寺尾　明 寺尾工業

千葉県知事（登-３） 第２０９４号 2021/6/28 2026/6/28 株式会社　ドリムシア 262-0005 千葉県 千葉市花見川区こてはし台四丁目２７番７－１号 090-5199-8811 遠藤　裕一 遠藤　裕一

千葉県知事（登-３） 第２０９５号 2021/6/29 2026/6/29 株式会社　Ｉ’ｓＲ 284-0043 千葉県 四街道市めいわ二丁目６番１１号 043-386-4687 會津　義勝 會津　義勝

千葉県知事（登-３） 第２０９６号 2021/6/29 2026/6/29 合同会社　マーズ 290-0003 千葉県 市原市辰巳台東五丁目１１番地１９ 0436-37-2553 金澤　政人 小髙　秀則

千葉県知事（登-３） 第２０９７号 2021/7/12 2026/7/12 ジャパンクリーンテック　株式会社 290-0023 千葉県 市原市惣社一丁目１番地２２ 0436-24-0050 杉田　昭義 藤田　旭

千葉県知事（登-３） 第２０９８号 2021/7/12 2026/7/12 合同会社　池田興業 188-0014 東京都 西東京市芝久保町三丁目１６番５号 クレセントパレス３、１０３号 080-1242-8315 池田　知広 池田　知広

千葉県知事（登-３） 第２０９９号 2021/7/12 2026/7/12 合同会社　白湖 272-0133 千葉県 市川市行徳駅前二丁目２１番地２２ 047-318-9091 阿古达木 奥山　彰

千葉県知事（登-３） 第２１００号 2021/7/12 2026/7/12 株式会社　ＨＡＺＡＬ 333-0852 埼玉県 川口市芝樋ノ爪一丁目１－３３富士ハイツ１０１ 080-9640-9629 エルマ・シャイスマイル ＥＬＭＡ　ＳＡＨＩＳＭＡＩＬ

千葉県知事（登-３） 第２１０１号 2021/7/12 2026/7/12 ＫＯＵＵＮ　株式会社 135-0048 東京都 江東区門前仲町一丁目１３番１２号 ＨＹＰＥＲＭＩＸＢ１ 080-4325-0247 ダワードルジ　ツェレンダシ ＤＡＶＡＡＤＯＲＪ　ＴＳＥＲＥＮＤＡＳＨ

千葉県知事（登-３） 第２１０２号 2021/7/19 2026/7/19 株式会社　イノベーション 336-0926 埼玉県 さいたま市緑区東浦和五丁目１０番地 １４－１０３号 048-799-3461 川口　達矢 川口　達矢

千葉県知事（登-３） 第２１０３号 2021/7/19 2026/7/19 株式会社　モリモト 220-0042 神奈川県 横浜市西区戸部町二丁目２０番地６ 045-315-5625 森本　大輔 森本　大輔

千葉県知事（登-３） 第２１０４号 2021/7/19 2026/7/19 株式会社　アラシ 350-0001 埼玉県 川越市大字古谷上２６３１番地１ 080-6547-2650 チョラク　オルハン ＣＯＬＡＫ　ＯＲＨＡＮ

千葉県知事（登-３） 第２１０５号 2021/7/26 2026/7/26 辻󠄀　昭二 290-0056 千葉県 市原市五井１８２０番地の１ 080-6768-8014 辻󠄀　昭二 辻󠄀　昭二

千葉県知事（登-３） 第２１０６号 2021/8/5 2026/8/5 株式会社　オールクリーン 350-1233 埼玉県 日高市大字下鹿山１６１番地５ 042-984-0545 桒田　佳工 桒田　佳工

千葉県知事（登-３） 第２１０７号 2021/8/5 2026/8/5 株式会社　メープルガーデン 299-3211 千葉県 大網白里市細草９８７番地６９ 0475-72-1802

千葉県知事（登-３） 第２１０８号 2021/8/5 2026/8/5 香月興業　合同会社 261-0003 千葉県 千葉市美浜区高浜一丁目１５番１棟３０６号 080-3493-0307 香月　雪希 王　宏洲

千葉県知事（登-３） 第２１０９号 2021/8/10 2026/8/10 鎌田　雄一郎 123-0851 東京都 足立区梅田五丁目２４番７－５０５号 090-5990-0463 鎌田　雄一郎 ＤＵＫＥ　ＺＥＲＯ

千葉県知事（登-３） 第２１１０号 2021/8/10 2026/8/10 株式会社　菅野工業 300-1312 茨城県 稲敷郡河内町長竿５６６３番地 0297-79-4901 菅野　裕次郎 菅野　裕次郎

千葉県知事（登-３） 第２１１１号 2021/8/10 2026/8/10 有限会社　ユウキ 314-0113 茨城県 神栖市横瀬２９０９番地１９６ 0299-97-0513 石神　由明 石神　由明

千葉県知事（登-３） 第２１１２号 2021/8/10 2026/8/10 エルカ　合同会社 350-0214 埼玉県 坂戸市千代田四丁目６番２６号 047-718-7970 エレデネバヤル・ガントラガ 藤田　隆典

千葉県知事（登-３） 第２１１３号 2021/8/10 2026/8/10 株式会社　萬屋 262-0045 千葉県 千葉市花見川区作新台七丁目４番１６号 ジュネス明光Ａ１０５ 043-445-8377 段木　秀志 段木　秀志

千葉県知事（登-３） 第２１１４号 2021/8/10 2026/8/10 松﨑　幸成 299-4613 千葉県 いすみ市岬町三門１４２７番地 0470-87-2663 松﨑　幸成 松﨑建材

千葉県知事（登-３） 第２１１５号 2021/8/20 2026/8/20 株式会社　優木工業 362-0017 埼玉県 上尾市二ツ宮９５１番地 080-4080-8810 エガレバ　ノサ　コウレジ ＥＧＨＡＲＥＶＢＡ　ＣＯＵＲＡＧＥ　ＮＯＳＡ

千葉県知事（登-３） 第２１１６号 2021/8/20 2026/8/20 株式会社　三協パワーズ 330-0073 埼玉県 さいたま市浦和区元町一丁目３０番 ２０－２０４号 090-8052-5492 タクマズ・ハサン ＥＲＹＩＬＭＡＺ　ＤＯＧＡＮ

千葉県知事（登-３） 第２１１７号 2021/8/25 2026/8/25 三ツ井　光暉 346-0036 埼玉県 久喜市北中曽根１２０４番地１０ 080-5863-0001 三ツ井　亜紀子 ＡＫＡカンパニー

千葉県知事（登-３） 第２１１８号 2021/8/25 2026/8/25 株式会社　恵和機工 210-0814 神奈川県 川崎市川崎区台町４番１号 044-201-7490 千葉　和貴 千葉　和貴

千葉県知事（登-３） 第２１１９号 2021/8/25 2026/8/25 株式会社　ＫＡＲＡＬＩ興業 333-0847 埼玉県 川口市芝中田二丁目３３番１－３０３号 ソリッドリファイン蕨 070-4021-4828 カラリ・スリマン

千葉県知事（登-３） 第２１２１号 2021/8/27 2026/8/27 株式会社　グランツ 264-0003 千葉県 千葉市若葉区千城台南一丁目１番 １１－３０１号 043-497-4773 伊澤　潤 伊澤　潤

千葉県知事（登-３） 第２１２２号 2021/8/27 2026/8/27 興和金属　株式会社 270-1415 千葉県 白井市清戸７２３番地１２ 047-497-7555 李　暁輝 吉田　昇生

千葉県知事（登-３） 第２１２３号 2021/8/27 2026/8/27 株式会社　マスダ土建 299-4624 千葉県 いすみ市岬町鴨根３４６番地２ 0470-87-8085 増田　善也 増田　善也

千葉県知事（登-３） 第２１２４号 2021/8/30 2026/8/30 株式会社　秀伸 121-0064 東京都 足立区保木間五丁目１１番７号 03-5856-6273 佐山　秀平 佐山　秀平
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千葉県知事（登-３） 第２１２５号 2021/8/30 2026/8/30 株式会社　バサロ 333-0862 埼玉県 川口市北園町２番２４号　フローラ北園２０１号 070-3850-6113 ユルドゥルム・ワッカス 中村　絵未里

千葉県知事（登-３） 第２１２６号 2021/8/30 2026/8/30 株式会社　巧将 208-0032 東京都 武蔵村山市三ツ木二丁目３３番地の１０－２０５号 080-4127-9991 小川　巧将 小川　巧将

千葉県知事（登-３） 第２１２７号 2021/9/8 2026/9/8 伊藤　友勝 286-0845 千葉県 成田市押畑６８８番地 090-4924-7367 伊藤　友勝 いとう

千葉県知事（登-３） 第２１２８号 2021/9/8 2026/9/8 株式会社　雄伸興業 335-0021 埼玉県 戸田市大字新曽２０７４番地の３ 048-287-3112 竹内　雄作 竹内　雄作

千葉県知事（登-３） 第２１２９号 2021/9/8 2026/9/8 株式会社　まごころ清掃社 193-0824 東京都 八王子市長房町１２６番地の２ 042-665-1761 高野　正道 松本　章嗣

千葉県知事（登-３） 第２１３１号 2021/9/9 2026/9/9 株式会社　ＮＥＷＲＯＺ 333-0824 埼玉県 川口市赤芝新田字道上５０７番地の１ 048-294-3902 田村　利一 田村　利一

千葉県知事（登-３） 第２１３２号 2021/9/9 2026/9/9 鈴樹重木興業　株式会社 297-0017 千葉県 茂原市東郷１８９１番地１ 0475-26-4408 鈴木　義男 鈴木　義男

千葉県知事（登-３） 第２１３３号 2021/9/9 2026/9/9 株式会社　かたづけ隊 306-0053 茨城県 古河市中田２２３１番地１７ 0297-21-3966 齊藤　雅弘 齊藤　雅弘

千葉県知事（登-３） 第２１３４号 2021/9/9 2026/9/9 株式会社　希工業 332-0001 埼玉県 川口市朝日五丁目８番２号ウェーブ朝日２０３号 090-1698-2265 近藤　龍希 近藤　龍希

千葉県知事（登-３） 第２１３５号 2021/9/9 2026/9/9 中村　太一 272-0114 千葉県 市川市塩焼４丁目１０番２棟７０４号 （行徳ニューハイツ） 090-1982-0930 中村　太一 龍心興業

千葉県知事（登-３） 第２１３６号 2021/9/14 2026/9/14 株式会社　アクトライズ 299-0111 千葉県 市原市姉崎８３５番地３シャルムメゾンＣ２０１ 0436-37-4620 植草　和寿 下村　洋

千葉県知事（登-３） 第２１３７号 2021/9/14 2026/9/14 株式会社　ＥＮ 333-0813 埼玉県 川口市大字西立野４８７番地の１ マーガレットガーデン３０５号 070-4816-2595 バーチェ・ブレント ＢＡＨＣＥ　ＢＵＬＥＮＴ

千葉県知事（登-３） 第２１３８号 2021/9/14 2026/9/14 株式会社　浩豊商事 262-0013 千葉県 千葉市花見川区犢橋町１５８０番地８ 043-441-4669 桶野　浩 田中　玲緒奈

千葉県知事（登-３） 第２１３９号 2021/9/14 2026/9/14 石橋　綾 289-2114 千葉県 匝瑳市上谷中９４１番地５ 0479-73-5788 石橋　綾 石橋　綾

千葉県知事（登-３） 第２１４０号 2021/9/17 2026/9/17 松井　英一 299-1112 千葉県 君津市泉５０２番地３ 0439-32-4401 江澤　孝一 まつり

千葉県知事（登-３） 第２１４１号 2021/9/17 2026/9/17 株式会社　ＡＳＩＡ 332-0002 埼玉県 川口市弥平二丁目２０番１９号 080-4290-1147 エルユルマズシヤル ＥＲＹＩＬＭＡＺ　ＳＩＹＡＲ

千葉県知事（登-３） 第２１４２号 2021/10/1 2026/10/1 株式会社　新星興業 335-0002 埼玉県 蕨市塚越六丁目２１番５－３０４号 048-291-9405 新居　浩司 三反崎　幹夫

千葉県知事（登-３） 第２１４３号 2021/10/1 2026/10/1 株式会社　ワテル 133-0061 東京都 江戸川区篠崎町二丁目９番１０号　芹野ビル２階 03-6661-3536 植木　和輝 植木　和輝

千葉県知事（登-３） 第２１４４号 2021/10/7 2026/10/7 敬成工業　株式会社 273-0115 千葉県 鎌ケ谷市東道野辺２－１５－１６ 080-5682-5428 山口　敬資 山口　敬資

千葉県知事（登-３） 第２１４５号 2021/10/7 2026/10/7 株式会社　ＳＡＢＲＩ 343-0853 埼玉県 越谷市大字長島字下１５０番地１ 080-3354-3838 ユジェル　サブリ 知念　弘

千葉県知事（登-３） 第２１４６号 2021/10/12 2026/10/12 株式会社　ＪＡＰＡＮ 333-0842 埼玉県 川口市前川四丁目２０番５号　メゾンＮＳ２０１号 090-4021-9670 カヤ・アフメット ＫＯＲＫＭＡＺ　ＮＵＲＩ

千葉県知事（登-３） 第２１４７号 2021/10/12 2026/10/12 株式会社　ＤＡＩＹＡ 333-0848 埼玉県 川口市芝下三丁目４５番５号 048-234-2993 ユレック・メメット ＹＵＲＥＫ　ＭＥＨＭＥＴ

千葉県知事（登-３） 第２１４８号 2021/10/12 2026/10/12 舞風　株式会社 277-0825 千葉県 柏市布施２１６０－２ 090-6016-2359 バフティアル ＢＡＨＴＩＡＲ

千葉県知事（登-３） 第２１４９号 2021/10/12 2026/10/12 株式会社　Ｍトラスティ 179-0076 東京都 練馬区土支田一丁目２９番１２号 ファミール光が丘２０５ 03-6909-8270 ギュネシュ　由樹 ＧＵＮＥＳ　ＭＵＺＡＦＦＥＲ

千葉県知事（登-３） 第２１５０号 2021/10/12 2026/10/12 株式会社　大栄興産 297-0034 千葉県 茂原市中の島町９２４番地１７ 050-5362-6773 井野　未久 早川　猛

千葉県知事（登-３） 第２１５１号 2021/10/21 2026/10/21 株式会社　長嶋建設 289-2611 千葉県 旭市倉橋２７４８番地７ 080-1185-9101 長嶋　純士 長嶋　純士

千葉県知事（登-３） 第２１５２号 2021/10/21 2026/10/21 株式会社　ミライ 359-0001 埼玉県 所沢市大字下富１４３２番地の９ 042-941-6332 ハラジアミールホセイニ・アマド ＫＨＡＬＡＪ ＡＭＩＲ ＨＯＳＳＥＩＮＩ ＡＨＭＡＤ

千葉県知事（登-３） 第２１５３号 2021/10/21 2026/10/21 株式会社　上池解体興業 152-0003 東京都 目黒区碑文谷二丁目６番２２号 イストワール碑文谷３０１ 03-6321-7659 内藤　栄心 内藤　栄心

千葉県知事（登-３） 第２１５４号 2021/10/21 2026/10/21 池田　国忠 264-0037 千葉県 千葉市若葉区源町５４７番地５１ 043-252-0040 池田　国忠 池田工業

千葉県知事（登-３） 第２１５５号 2021/10/28 2026/10/28 ＪＡＰＡＮ　ＨＥＡＲＴ　株式会社 339-0062 埼玉県 さいたま市岩槻区大字南辻󠄀１２８番地２ 048-793-4986 ヨルジュ・ワッカス 永岡　綺春

千葉県知事（登-３） 第２１５６号 2021/10/28 2026/10/28 株式会社　陽翔 340-0002 埼玉県 草加市青柳三丁目５番１８号 0489-60-0448 関　翔汰 関　翔汰

千葉県知事（登-３） 第２１５７号 2021/10/28 2026/10/28 鈴木　伸宜 272-0822 千葉県 市川市宮久保１丁目７番１２号 090-3341-1413 鈴木　伸宜 スズケンケン

千葉県知事（登-３） 第２１５８号 2021/10/28 2026/10/28 株式会社　ゾーテック 289-2533 千葉県 旭市大塚原１０８８番地１ 0479-85-7106 川口　定伸 川口　定伸

千葉県知事（登-３） 第２１５９号 2021/11/1 2026/11/1 株式会社　ゼロスタイル 235-0033 神奈川県 横浜市磯子区杉田五丁目２７番２９号 045-298-8146 早川　舜 早川　舜

千葉県知事（登-３） 第２１６０号 2021/11/1 2026/11/1 株式会社　おおわだ 333-0848 埼玉県 川口市芝下二丁目２３番２７号 090-8845-8648 オズタスキン・オケシュ 大和田　愛

千葉県知事（登-３） 第２１６１号 2021/11/1 2026/11/1 株式会社　辰吉 143-0023 東京都 大田区山王一丁目２６番２６号 03-6429-9570 時田　正貴 時田　正貴

千葉県知事（登-３） 第２１６２号 2021/11/9 2026/11/9 渡邉　成樹 289-0503 千葉県 旭市溝原１２２５番地 0479-68-4355 渡邉　成樹 さくら重機
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千葉県知事（登-３） 第２１６３号 2021/11/9 2026/11/9 株式会社　Ｕｔｉｌｉｔｙ　Ｗｏｒｋｓ 120-0012 東京都 足立区青井二丁目２２番５号 050-5526-1135 福田　基栄 福田　基栄

千葉県知事（登-３） 第２１６４号 2021/11/9 2026/11/9 株式会社　ＴＯＳＨＩＮ 135-0061 東京都 江東区豊洲３－５－３－Ｃ－９０５ 03-6766-6360 小林　瑞葵 小林　瑞葵

千葉県知事（登-３） 第２１６５号 2021/11/18 2026/11/18 株式会社　新日本三喜 279-0041 千葉県 浦安市堀江四丁目９番２９号 047-390-6001 藤城　英明 山本　優

千葉県知事（登-３） 第２１６６号 2021/11/18 2026/11/18 合同会社　Ｄ－ＮＥＸＴ 277-0053 千葉県 柏市酒井根七丁目３番１７－２０２号 080-7118-4684 大平　剛士 大平　剛士

千葉県知事（登-３） 第２１６７号 2021/11/19 2026/11/19 株式会社　ＦＬＡＴ 193-0816 東京都 八王子市大楽寺町４９８番地 042-634-9650 勝又　大蔵 勝又　大蔵

千葉県知事（登-３） 第２１６８号 2021/11/19 2026/11/19 株式会社　ナカヤマ工業 294-0057 千葉県 館山市川名７４５番地１ 0470-27-2209 仲山　悠太 仲山　悠太

千葉県知事（登-３） 第２１６９号 2021/11/19 2026/11/19 株式会社　秀工業 242-0021 神奈川県 大和市中央六丁目２番２２号 ウイングビンガＢ１０１ 046-211-1101 佐藤　嘉秀 佐藤　嘉秀

千葉県知事（登-３） 第２１７０号 2021/11/25 2026/11/25 株式会社　コマゲネ 640-8411 和歌山県 和歌山市梶取１８９番地の１０ 073-456-3306 ユルディズ　アニル ユルディズ　アニル

千葉県知事（登-３） 第２１７１号 2021/11/25 2026/11/25 株式会社　池商プロパティー 131-0045 東京都 墨田区押上一丁目４５番５号 03-6657-3671 伊藤　扶美 池田　隆

千葉県知事（登-３） 第２１７２号 2021/11/26 2026/11/26 株式会社　夏興業 263-0054 千葉県 千葉市稲毛区宮野木町２１３４番地６ 043-301-6668 須田　智新 須田　智新

千葉県知事（登-３） 第２１７３号 2021/11/26 2026/11/26 昼間工業　株式会社 340-0803 埼玉県 八潮市大字上馬場７番地６ 048-954-9555 昼間　雄輔 昼間　雄輔

千葉県知事（登-３） 第２１７４号 2021/11/26 2026/11/26 笠井　郁弥 270-1408 千葉県 白井市西白井４丁目６番地５ ランドスケープＪⅡ１０３号 090-2669-8000 笠井　郁弥 弥生工業

千葉県知事（登-３） 第２１７５号 2021/11/26 2026/11/26 株式会社　頼和商事 330-0072 埼玉県 さいたま市浦和区領家四丁目１５番地１０号 エミーライフプラザ２階 048-831-2535 青木　悠穂 青木　悠穂

千葉県知事（登-３） 第２１７６号 2021/11/30 2026/11/30 加來　政志 222-0034 神奈川県 横浜市港北区岸根町４０９番地６ 横浜岸根公園パークホームズ１０６ 045-900-5230 加來　政志 エムテック

千葉県知事（登-３） 第２１７７号 2021/11/30 2026/11/30 株式会社　ビタミン 156-0043 東京都 世田谷区松原一丁目５６番１９号 03-5355-3045 村兼　明洋 市橋　美緒奈

千葉県知事（登-３） 第２１７８号 2021/11/30 2026/11/30 ＳＪ商事　株式会社 271-0077 千葉県 松戸市根本８５番地の８　第二京葉マンション４０６号 090-8685-7070 リ・セチョン ＬＥＥ　ＳＥＪＯＮＧ

千葉県知事（登-３） 第２１７９号 2021/12/6 2026/12/6 株式会社　アインツアッセンブラ 192-0154 東京都 八王子市下恩方町７１７番地９ 042-652-3597 西山　進 西山　進

千葉県知事（登-３） 第２１８０号 2021/12/6 2026/12/6 株式会社　ＳＯＲＡ 333-0825 埼玉県 川口市大字赤山２番地の１４ 080-7966-2727 ドゥールスンユースフ ＤＵＲＳＵＮ　ＹＵＳＵＦ

千葉県知事（登-３） 第２１８１号 2021/12/13 2026/12/13 ＢＡＴ　合同会社 171-0022 東京都 豊島区南池袋一丁目９番１８号－２４８号室 080-7572-0209 ゾルバヤル　バトエレデネ 王　衛東

千葉県知事（登-３） 第２１８２号 2021/12/13 2026/12/13 合同会社　アタ産業 341-0035 埼玉県 三郷市鷹野五丁目１１４番地３ 080-3316-9528 ラフマン・アタウル ＲＡＨＭＡＮ　ＡＴＡＵＲ

千葉県知事（登-３） 第２１８３号 2021/12/13 2026/12/13 エーアイベーステクノロジー　合同会社 231-0021 神奈川県 横浜市中区日本大通７合人社日本大通７ビル４Ｆ 045-227-4230 星　孝 星　孝

千葉県知事（登-３） 第２１８４号 2021/12/13 2026/12/13 株式会社　ＳＧＫ 121-0011 東京都 足立区中央本町五丁目３番７－４０３号 070-2152-1496 瀨賀　雄二 瀨賀　雄二

千葉県知事（登-３） 第２１８５号 2021/12/20 2026/12/20 洪利建設　合同会社 290-0141 千葉県 市原市ちはら台東一丁目１９番地９８ 080-4722-2888 劉　洪利 劉　洪利

千葉県知事（登-３） 第２１８６号 2021/12/20 2026/12/20 株式会社　ソウキ・バリバイ 333-0842 埼玉県 川口市前川一丁目１９番５号 エクセレント前川１０２号 090-3312-8689 伊賀　俊之 ＤＥＮＩＺ　ＵＭＵＴ

千葉県知事（登-３） 第２１８７号 2021/12/20 2026/12/20 株式会社　はまや 288-0821 千葉県 銚子市小浜町１７３４番地の５ 0479-23-8203 宮内　浩司 宮内　浩司

千葉県知事（登-３） 第２１８８号 2021/12/20 2026/12/20 株式会社　Ｔｉｇｅｒ総業 343-0015 埼玉県 越谷市花田三丁目１１番地１７ ミリオーネＢ２０２ 048-611-7319 アルスラン　ドーガン ＡＲＳＬＡＮ　ＤＯＧＡＮ

千葉県知事（登-３） 第２１８９号 2021/12/28 2026/12/28 株式会社　エンバウム 344-0038 埼玉県 春日部市大沼一丁目７５番地１輝ビル２０１ 048-795-4303 清村　孝 清村　孝

千葉県知事（登-３） 第２１９０号 2021/12/28 2026/12/28 株式会社　ＡＲＩＹＡ 333-0801 埼玉県 川口市東川口四丁目２９番３９号 048-420-9787 クルト・ハイリ ＫＵＲＴ　ＨＡＹＲＩ

千葉県知事（登-３） 第２１９１号 2021/12/28 2026/12/28 祥和　株式会社 264-0007 千葉県 千葉市若葉区小倉町９００番地８ 043-372-6725 張　永杰 小野　雅之

千葉県知事（登-３） 第２１９２号 2021/12/28 2026/12/28 株式会社　ＦＪＩ工業 332-0017 埼玉県 川口市栄町三丁目９番１１号リーヴァビル３０７ 048-278-3755 藤井　美由 ＣＯＬＡＫ　ＨＡＲＵＮ

千葉県知事（登-３） 第２１９３号 2022/1/17 2027/1/17 ｕｌｔｉｍａｔｅ　株式会社 343-0006 埼玉県 越谷市大字北川崎７４０番地１ 080-6577-5299 小杉　祐太 小杉　典子

千葉県知事（登-３） 第２１９４号 2022/1/17 2027/1/17 株式会社　みがく 340-0815 埼玉県 八潮市八潮三丁目２４番地６ 048-999-5274 湯田　明 湯田　明

千葉県知事（登-３） 第２１９５号 2022/1/17 2027/1/17 株式会社　ヤマト 360-0114 埼玉県 熊谷市江南中央三丁目７番地４ 048-539-1105 菊地　秀樹 菊地　秀樹

千葉県知事（登-３） 第２１９６号 2022/1/18 2027/1/18 株式会社　明工業 350-0016 埼玉県 川越市大字木野目５０２番地１０ 049-265-6697 小原　洋一 小原　洋一

千葉県知事（登-３） 第２１９７号 2022/1/18 2027/1/18 株式会社　ＪＵＫＩ．ＮＥＴ 340-0022 埼玉県 草加市瀬崎三丁目５番１号 048-999-5754 山口　昇一郎 山口　昇一郎

千葉県知事（登-３） 第２１９８号 2022/1/18 2027/1/18 株式会社　ケリー 336-0923 埼玉県 さいたま市緑区大字大間木１８３２番地２ ドエルコマ東浦和２０２ 080-9028-9919 エルユルマズ　ケレム 泉谷　昌人

千葉県知事（登-３） 第２１９９号 2022/1/18 2027/1/18 萬友商事　合同会社 115-0051 東京都 北区浮間二丁目１０番１２－５０５号 03-5918-8177 山﨑　瑞光 山﨑　瑞光
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千葉県知事（登-３） 第２２００号 2022/1/18 2027/1/18 建強　合同会社 353-0002 埼玉県 志木市中宗岡一丁目８番５７号 048-278-4778 于　建琴 鈴木　裕

千葉県知事（登-３） 第２２０１号 2022/1/18 2027/1/18 株式会社　アイシン 265-0043 千葉県 千葉市若葉区中田町２３５５番地１ 043-420-8691 戸井田　泰明 戸井田　泰明

千葉県知事（登-３） 第２２０２号 2022/1/21 2027/1/21 株式会社　Ｒｅａｌｉｚｅ 350-0011 埼玉県 川越市大字久下戸１９９０番地２ 080-8471-6469 原　一平 原　一平

千葉県知事（登-３） 第２２０３号 2022/1/21 2027/1/21 株式会社　ＫＭ開発 332-0002 埼玉県 川口市弥平一丁目１８番１１号弥平マンション１階 048-290-8011 大田　和男 大田　和男

千葉県知事（登-３） 第２２０５号 2022/2/1 2027/2/1 株式会社　インシュアラ 150-0043 東京都 渋谷区道玄坂２－１５－１ノア道玄坂１００１ 03-5837-4868 金松　裕基 山中　隆二

千葉県知事（登-３） 第２２０６号 2022/2/1 2027/2/1 株式会社　ネクストバース 300-1204 茨城県 牛久市岡見町１５５１番地 080-3718-9090 宮本　泰士 宮本　泰士

千葉県知事（登-３） 第２２０７号 2022/2/1 2027/2/1 株式会社　ＴＨＲＩＶＥ 274-0802 千葉県 船橋市八木が谷一丁目２０番６－２号 047-779-9096 今　翔兵 今　翔兵

千葉県知事（登-３） 第２２０８号 2022/2/9 2027/2/9 株式会社　長谷川商事 300-0603 茨城県 稲敷市伊佐部１０６０番地 0299-79-1496 長谷川　光宏 長谷川　光宏

千葉県知事（登-３） 第２２０９号 2022/2/9 2027/2/9 株式会社　ａｉｍ 238-0222 神奈川県 三浦市岬陽町２１番２４号 046-884-8872 阿部　幾美 阿部　幾美

千葉県知事（登-３） 第２２１０号 2022/2/9 2027/2/9 株式会社　鎌形総業 289-1727 千葉県 山武郡横芝光町宮川４６１４番地８ 0479-84-0982 鎌形　将多 鎌形　将多

千葉県知事（登-３） 第２２１１号 2022/2/9 2027/2/9 ＯＣＥＡＮ　株式会社 333-0848 埼玉県 川口市芝下三丁目４５番５号 アミューズメント芝高木Ｃ棟１０３号室 048-280-3103 ユジェル　メメット ＹＵＣＥＬ　ＥＲＳＩＮ

千葉県知事（登-３） 第２２１２号 2022/2/9 2027/2/9 関根　康雄 270-1471 千葉県 船橋市小室町３２９９番地 レインボーハウス４－１０１号 090-4070-0201 関根　康雄

千葉県知事（登-３） 第２２１３号 2022/2/16 2027/2/16 株式会社　スズタカ 121-0836 東京都 足立区入谷八丁目１５番４号 03-3857-0151 宮澤　恵一 宮澤　恵一

千葉県知事（登-３） 第２２１４号 2022/2/16 2027/2/16 株式会社　折鶴建設 339-0025 埼玉県 さいたま市岩槻区釣上新田８９３－２ 048-795-4737 ウチャログル　ムスタファ ＵＣＡＲＯＧＬＵ　ＭＵＳＴＡＦＡ

千葉県知事（登-３） 第２２１５号 2022/2/16 2027/2/16 五木田　光由 289-2535 千葉県 旭市川口１８２番地　渡辺荘Ｄ 080-5171-7908 五木田　光由 五木田興業

千葉県知事（登-３） 第２２１６号 2022/2/16 2027/2/16 株式会社　正和総業 346-0113 埼玉県 久喜市菖蒲町下栢間２６５５番地１ 080-4004-5962 山田　正幸 山田　正幸

千葉県知事（登-３） 第２２１７号 2022/2/24 2027/2/24 木ノ葉　株式会社 352-0032 埼玉県 新座市新堀一丁目４番７号 090-1431-4177 金井　健一 金井　健一

千葉県知事（登-３） 第２２１８号 2022/2/24 2027/2/24 ＤＲＥＡＭ　ＤＥＳＩＧＮ　３Ｄ　株式会社 330-0043 埼玉県 さいたま市浦和区大東一丁目２１番１２－１０３ 048-716-8504 トルコグル・メメット トルコグル　直子

千葉県知事（登-３） 第２２１９号 2022/2/24 2027/2/24 株式会社　ユウシン 302-0011 茨城県 取手市井野７５９番地２４ 0297-75-4680 鴻巢　朋洋 鴻巢　朋洋

千葉県知事（登-３） 第２２２０号 2022/3/2 2027/3/2 佐々木工業　株式会社 333-0823 埼玉県 川口市大字石神２７９番地の１４ 048-278-5543 サリハン　デニーズ ＳＡＲＩＨＡＮ　ＤＥＮＩＺ

千葉県知事（登-３） 第２２２１号 2022/3/2 2027/3/2 株式会社　高根工業 173-0002 東京都 板橋区稲荷台１９番５号 03-3963-0477 髙根　貴史 渡邉　和也

千葉県知事（登-３） 第２２２２号 2022/3/2 2027/3/2 合同会社　ＡＭＵＵ 135-0048 東京都 江東区門前仲町一丁目１３番１２ＨＹＰＥＲＭＩＸＢ１ＲＯＯＭ１ 080-4385-9191 デルゲルサイハン　ウーガンバ―タル ＥＮＫＨＢＯＬＤ　ＤＵＬＧＵＵＮ

千葉県知事（登-３） 第２２２３号 2022/3/8 2027/3/8 株式会社　よいしょ 260-0006 千葉県 千葉市中央区道場北二丁目２番８号道場北町マンション３０７号室 043-306-3697 伊場　優 豊住　翼

千葉県知事（登-３） 第２２２４号 2022/3/8 2027/3/8 株式会社　スターオジョ 333-0802 埼玉県 川口市戸塚東二丁目１２番８号窪内マンション３０１号 080-5501-9393 ゼンギン　ハサン ＺＥＮＧＩＮ　ＨＡＳＡＮ

千葉県知事（登-３） 第２２２５号 2022/3/8 2027/3/8 株式会社　ＷＡＫＵＹＡ 278-0025 千葉県 野田市今上１１３０番地の５ 04-7193-8268 佐々木　哲夫 佐々木　哲夫

千葉県知事（登-３） 第２２２６号 2022/3/14 2027/3/14 Ｙ＆Ｓランカ　合同会社 349-1105 埼玉県 久喜市小右衛門６４０番地４０－１階 0480-52-5876 ジュワン・ヘワ・ガネシュ・チャミンダ・シルワ 安藤　泰敬

千葉県知事（登-３） 第２２２７号 2022/3/14 2027/3/14 株式会社　クイック 300-1531 茨城県 取手市小浮気８３０番地１ 080-1082-5094 小島　明 鈴木　龍也

千葉県知事（登-３） 第２２２８号 2022/3/14 2027/3/14 仲尾工業　株式会社 290-0044 千葉県 市原市玉前西一丁目１番地２３ 0436-24-8690 仲尾　清春 仲尾　清春

千葉県知事（登-３） 第２２２９号 2022/3/22 2027/3/22 ｓｗｅｌｌ　合同会社 124-0014 東京都 葛飾区東四つ木一丁目１９番２０号 090-6187-3723 伊藤　隆宏 伊藤　隆宏

千葉県知事（登-３） 第２２３０号 2022/3/22 2027/3/22 ＲＲＫ－ＴＯＰＯＮＥ　株式会社 264-0021 千葉県 千葉市若葉区若松町５３１番地３３２ 080-5384-2052 一　望美 ドウレイ　ロビー

千葉県知事（登-３） 第２２３１号 2022/3/22 2027/3/22 土屋　功一 299-0102 千葉県 市原市青柳１７２８番地２　エスペランサ２０２ 090-7797-9590 土屋　功一 Dreamy Space

千葉県知事（登-３） 第２２３２号 2022/3/22 2027/3/22 株式会社　暁 176-0023 東京都 練馬区中村北一丁目７番９号 03-6914-9593 義田　俊一 義田　俊一

千葉県知事（登-３） 第２２３３号 2022/3/22 2027/3/22 アンチェタ　エディジョン 284-0001 千葉県 四街道市大日１４５番地７ 080-4467-3773 アンチェタ　エディジョン 新ストラテジー

千葉県知事（登-３） 第２２３４号 2022/3/30 2027/3/30 株式会社　はやぶさ 292-0009 千葉県 木更津市金田東一丁目９番地１１ＳｅａＢｒｅｅｚｅＢ１ 080-5517-0020 福原レンクベル・杏倫 石川　洋

千葉県知事（登-３） 第２２３５号 2022/3/30 2027/3/30 株式会社　クラトモビルメイク 144-0052 東京都 大田区蒲田五丁目４０番１６号蒲燃第３ビル６階 03-3735-3751 伴　久之 佐伯　雅通

千葉県知事（登-３） 第２２３６号 2022/3/30 2027/3/30 株式会社　大原工業 311-3114 茨城県 東茨城郡茨城町大戸３３６４－９ 029-292-8150 大原　武信 大原　武信

千葉県知事（登-３） 第２２３７号 2022/3/30 2027/3/30 株式会社　フリースタイル 333-0801 埼玉県 川口市東川口二丁目１６番１号 048-291-2027 丸山　雅梓 丸山　雅梓
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千葉県知事（登-３） 第２２３８号 2022/3/30 2027/3/30 株式会社　サムリード 273-0033 千葉県 船橋市本郷町６０９番地１　ローレルコート西船橋５０７号 090-7828-2718 進藤　卓也 進藤　卓也

千葉県知事（登-４） 第２２３９号 2022/4/13 2027/4/13 猫福　株式会社 260-0013 千葉県 千葉市中央区二丁目５番１号　千葉中央ツインビル２号館７階 043-441-5959 宮部　栄美 伊藤　市郎

千葉県知事（登-４） 第２２４０号 2022/4/13 2027/4/13 株式会社　ＲＪＳ興業 131-0042 東京都 墨田区東墨田三丁目１１番２６号 03-6313-7568 サントス・ロナルド・レタダ ＳＡＮＴＯＳ　ＲＯＮＡＬＤ　ＬＥＴＡＤＡ

千葉県知事（登-４） 第２２４１号 2022/4/13 2027/4/13 株式会社　リングアス 270-2221 千葉県 松戸市紙敷字新田前１３８７番地３ 047-711-5152 加森　公人 前田　利也

千葉県知事（登-４） 第２２４２号 2022/4/13 2027/4/13 株式会社　福全建設 170-0014 東京都 豊島区池袋２－５１－９　東建シティハイツ池袋３０５号室 03-5962-0368 臧　健 大野　和俊

千葉県知事（登-４） 第２２４３号 2022/4/13 2027/4/13 株式会社　D・C　Ｔｒａｄｅ 207-0023 東京都 東大和市上北台二丁目９０２番地　上北台住宅４－３０４号 042-507-7556 董　龍波 董　龍波

千葉県知事（登-４） 第２２４４号 2022/4/13 2027/4/13 株式会社　SURUC工業 332-0034 埼玉県 川口市並木四丁目４番２５－２０３号 080-1036-1990 オンコル・メメット・エミン オンコル　美咲

千葉県知事（登-４） 第２２４５号 2022/4/13 2027/4/13 株式会社　東和興業 121-0053 東京都 足立区佐野二丁目３５番１２号　ローヤル佐野４０３ 03-5849-3353 町田　和靖 町田　和靖

千葉県知事（登-４） 第２２４６号 2022/4/13 2027/4/13 株式会社　ラグリ 359-1164 埼玉県 所沢市三ヶ島五丁目１６１６番地の７ 0120-176-744 飯塚　祐太 川﨑　宏

千葉県知事（登-４） 第２２４７号 2022/4/20 2027/4/20 小林　麗麗 262-0011 千葉県 千葉市花見川区三角町２５番地６ 090-4812-9823 小林　麗麗

千葉県知事（登-４） 第２２４８号 2022/4/20 2027/4/20 株式会社　ＳＡＩＴＯ 352-0025 埼玉県 新座市片山３－１２－１４－２０２ 080-5646-6730 ドルスン・ケマル ＤＵＲＳＵＮ　ＳＡＩＴ

千葉県知事（登-４） 第２２４９号 2022/4/20 2027/4/20 リーダー　株式会社 334-0057 埼玉県 川口市大字安行原１４４９－１ 080-4155-4646 皆川　オンデル 三浦　沙織

千葉県知事（登-４） 第２２５０号 2022/4/20 2027/4/20 株式会社　岡田興業 332-0034 埼玉県 川口市並木一丁目１２番８号－２０３号 090-8587-1453 ドルド・エネス 長谷川　信一郎

千葉県知事（登-４） 第２２５１号 2022/4/20 2027/4/20 株式会社　ＬＩＮＫ 274-0807 千葉県 船橋市咲が丘１丁目１０番１９号 080-1277-9195 小池　匠 小池　匠

千葉県知事（登-４） 第２２５２号 2022/5/2 2027/5/2 合同会社　ＡＴＭ工業 333-0842 埼玉県 川口市前川一丁目１９番５号　エクセレント前川２０２号 070-3615-4481 アツマノール・メメット ＡＴＭＡＮＯＧＬＵ　ＭＥＨＭＥＴ

千葉県知事（登-４） 第２２５３号 2022/5/2 2027/5/2 株式会社　ＳＵＮＮＹ 299-3236 千葉県 大網白里市みやこ野一丁目１番地１ 0475-73-3098 野老　愛 野老　正雄

千葉県知事（登-４） 第２２５４号 2022/5/2 2027/5/2 株式会社　アルフ工業 339-0025 埼玉県 さいたま市岩槻区大字釣上新田３００番地１ 048-458-0961 クルトメハメット ＫＵＲＴ　ＭＥＨＭＥＴ

千葉県知事（登-４） 第２２５５号 2022/5/2 2027/5/2 株式会社　友輝工業 336-0964 埼玉県 さいたま市緑区東大門三丁目７番地１５ 090-3003-5833 榊󠄀枝　夕希子 榊󠄀枝　夕希子

千葉県知事（登-４） 第２２５６号 2022/5/2 2027/5/2 株式会社　ＲＯＮＩ 334-0053 埼玉県 川口市大字安行吉蔵３７１番地　ガーデンヒルズＮＡＫＡＹＡＭＡ壱番館１０３号 090-8316-5055 ボズバイ　ムスタファ ＢＯＺＢＡＹ　ＭＵＳＴＡＦＡ

千葉県知事（登-４） 第２２５７号 2022/5/16 2027/5/16 株式会社　田嶋解体 123-0843 東京都 足立区西新井栄町三丁目１０番１６号 03-6806-4316 田嶋　里加 田嶋　茂

千葉県知事（登-４） 第２２５８号 2022/5/16 2027/5/16 實商会　株式会社 290-0003 千葉県 市原市辰巳台東三丁目５番地６６ 0436-26-5440 實籾　直樹 實籾　直樹

千葉県知事（登-４） 第２２５９号 2022/5/16 2027/5/16 加來　雅樹 350-2202 埼玉県 鶴ヶ島市大字五味ヶ谷２３３番地３５ 049-270-7072 加來　雅樹 クオーレアーキテクト

千葉県知事（登-４） 第２２６０号 2022/5/16 2027/5/16 株式会社　ヒトメ 335-0012 埼玉県 戸田市中町一丁目６番２－３０２号室 080-4553-3588 丁　仁飛 山本　繁信

千葉県知事（登-４） 第２２６１号 2022/5/27 2027/5/27 株式会社　ＳＥＧＥ 157-0073 東京都 世田谷区砧七丁目１１番７号　高木ハイツ１Ｆ－１ 03-4400-0073 サット・セファー ＳＡＴ　ＳＥＦＡ

千葉県知事（登-４） 第２２６２号 2022/5/27 2027/5/27 株式会社　ＳＵＺＵＫＩ興業 333-0861 埼玉県 川口市柳崎五丁目９番９号　コーポフラワーＡ－１０１ 080-5683-7880 鈴木　マリア SUZUKI MA EDNA ONGPAUCO

千葉県知事（登-４） 第２２６３号 2022/5/27 2027/5/27 早田　合同会社 340-0046 埼玉県 草加市北谷二丁目３０番２５－１０９号 048-945-0684 早田　実優 網中　哲也

千葉県知事（登-４） 第２２６４号 2022/5/27 2027/5/27 株式会社　マーティン 333-0835 埼玉県 川口市大字道合１０６番地の３－２０１号 070-1665-4501 ゼンギン・フセイン ＺＥＮＧＩＮ　ＨＵＳＥＹＩＮ

千葉県知事（登-４） 第２２６５号 2022/5/27 2027/5/27 株式会社　Ｍ．Ｏ．Ｒ．Ｓ． 354-0015 埼玉県 富士見市東みずほ台一丁目２番地８　セルテスみずほ２０２号 090-1999-6075 遠藤　光 天野　忍

千葉県知事（登-４） 第２２６６号 2022/5/30 2027/5/30 宮正　光之 333-0822 埼玉県 川口市大字源左衛門新田２７８番地の２９ 090-6014-7872 宮正　光之 宮正解体興業

千葉県知事（登-４） 第２２６７号 2022/5/30 2027/5/30 有限会社　木内工業 273-0042 千葉県 船橋市前貝塚町８０９番地２ 047-429-0384 木内　政彦 木内　政仁

千葉県知事（登-４） 第２２６８号 2022/5/30 2027/5/30 髙木　剛 274-0805 千葉県 船橋市二和東６丁目１０番１６号　ＪＡＨＡＮ・ＭＡＮＳＩＯＮ－２０２号 080-1380-7950 髙木　剛 髙木解体

千葉県知事（登-４） 第２２６９号 2022/5/30 2027/5/30 株式会社　Ｒ＆Ｄ 243-0307 神奈川県 愛甲郡愛川町半原１４４番地２ 046-265-0355 ドワン　ラマザン ＤＯＧＡＮ　ＲＡＭＡＺＡＮ

千葉県知事（登-４） 第２２７０号 2022/5/30 2027/5/30 大月　智昭 289-1107 千葉県 八街市八街は１８番地４６０ 090-1603-7186 大月　智昭 綜合解体　英

千葉県知事（登-４） 第２２７１号 2022/5/30 2027/5/30 藤野　歩 299-0211 千葉県 袖ケ浦市野里１８７５番地９ 090-4674-4940 藤野　歩 歩工業

千葉県知事（登-４） 第２２７２号 2022/5/30 2027/5/30 Ａｓｔａｓｉａ　株式会社 333-0834 埼玉県 川口市安行領根岸８５１番地５ 090-1994-1294 武山　徳行 武山　徳行

千葉県知事（登-４） 第２２７３号 2022/5/30 2027/5/30 株式会社　フジホーム 125-0052 東京都 葛飾区柴又三丁目１番１号 03-5918-9092 飯島　翔 寺田　博典

千葉県知事（登-４） 第２２７４号 2022/6/1 2027/6/1 エムケーフォース　株式会社 301-0003 茨城県 龍ケ崎市平台五丁目６番地４ 0297-89-9398 菅野　正巳 菅野　正巳

28/32



登録番号順 

千葉県解体工事業者一覧 令和４年１２月末現在

登録年月日
有効期間

満了年月日
商号、名称又は氏名 郵便番号 都道府県 所在地 電話番号 代表者名 技術管理者名

個人登録で屋号が
有る場合の名称

登録番号（表示）

千葉県知事（登-４） 第２２７５号 2022/6/1 2027/6/1 株式会社　ベスタミ工業 332-0034 埼玉県 川口市並木一丁目１１番３号　矢口ビル３０１号 070-2801-0666 ベヤジット・メメット・サリ ベヤジット　美香

千葉県知事（登-４） 第２２７６号 2022/6/1 2027/6/1 株式会社　日進 262-0005 千葉県 千葉市花見川区こてはし台三丁目１５番１０号 043-355-5445 朱　春佳 朱　春佳

千葉県知事（登-４） 第２２７７号 2022/6/1 2027/6/1 株式会社　ＳＴＭ 121-0831 東京都 足立区舎人六丁目５番１５号 03-6807-1106 最上　龍哉 最上　龍哉

千葉県知事（登-４） 第２２７８号 2022/6/1 2027/6/1 株式会社　プラスアルファ 350-1334 埼玉県 狭山市狭山４４番９号 04-2937-5558 崔　岩 黒瀨　秀明

千葉県知事（登-４） 第２２７９号 2022/6/13 2027/6/13 ＪＨマネージメント　株式会社 132-0013 東京都 江戸川区江戸川２－３３－７ 03-4400-8234 伊藤　博之 野﨑　潤

千葉県知事（登-４） 第２２８０号 2022/6/13 2027/6/13 渡邊建設工業　株式会社 332-0031 埼玉県 川口市青木四丁目２１番２１－１００５号 080-5464-1234 渡邊　佑 渡邊　佑

千葉県知事（登-４） 第２２８１号 2022/6/13 2027/6/13 株式会社　ＬＩＮＥ　ＲＥＦＯＲＭＳＵＰＰＯＲＴ 133-0073 東京都 江戸川区鹿骨二丁目１９番１６号 03-6638-9804 小原　築 原　信弘

千葉県知事（登-４） 第２２８２号 2022/6/17 2027/6/17 リベラル　株式会社 241-0822 神奈川県 横浜市旭区さちが丘１４１－４ 045-744-9500 齊藤　茂人 齊藤　茂人

千葉県知事（登-４） 第２２８３号 2022/6/17 2027/6/17 石田　和巳 289-1205 千葉県 山武市椎崎９２３番地 0475-88-0358 石田　和巳 石田建材

千葉県知事（登-４） 第２２８４号 2022/6/17 2027/6/17 株式会社　令和建設 333-0861 埼玉県 川口市柳崎五丁目２０番１５号　ブルバール弐番館４０２号 080-1177-9328 タスキン・ケレム ＫＩＺＩＬ　ＢＡＹＲＡＭ

千葉県知事（登-４） 第２２８５号 2022/6/17 2027/6/17 株式会社　ＩＭ３Ｋ 338-0002 埼玉県 さいたま市中央区下落合４丁目１７番１８号　ドミール吉田１０１ 048-671-3890 桑原　健 左　秀光

千葉県知事（登-４） 第２２８６号 2022/6/17 2027/6/17 株式会社　オットマン 342-0041 埼玉県 吉川市保一丁目２７番地４　吉川サンパレス１０２ 048-967-5639 バルト・ニハット ＢＡＲＵＴ　ＮＩＨＡＴ

千葉県知事（登-４） 第２２８７号 2022/6/24 2027/6/24 株式会社　スリーエム企画 174-0071 東京都 板橋区常盤台三丁目１２番５号 03-3967-6860 茂原　康史

千葉県知事（登-４） 第２２８８号 2022/6/24 2027/6/24 株式会社　大建 314-0147 茨城県 神栖市鰐川２５番地１８２ 0299-77-7820 バスコンセロスツチヤジエゴ ＶＡＳＣＯＮＣＥＬＬＯＳ　ＴＳＵＴＩＹＡ　ＤＩＥＧＯ

千葉県知事（登-４） 第２２８９号 2022/6/24 2027/6/24 株式会社　満都 272-0142 千葉県 市川市欠真間２－１－２１　ハピーハイツ行徳１０５ 080-3174-2255 巴音倉 巴音倉　ＢＡＹＩＮＣＡＮＧ

千葉県知事（登-４） 第２２９０号 2022/6/24 2027/6/24 吉興業　合同会社 261-0001 千葉県 千葉市美浜区幸町２丁目１５番　４棟１０１号 043-306-1432 䕃山　美子 ＪＩ　ＳＨＵＮ　吉　舜

千葉県知事（登-４） 第２２９１号 2022/6/24 2027/6/24 周藤産業　株式会社 114-0002 東京都 北区王子１－２２－２　王子一番街ビル 080-4024-8899 周　清偉 周藤　艶玲

千葉県知事（登-４） 第２２９２号 2022/6/24 2027/6/24 ラビット　株式会社 284-0024 千葉県 四街道市旭ケ丘五丁目８番６号 080-5372-2385 辻󠄀野　和宏 辻󠄀野　和宏

千葉県知事（登-４） 第２２９３号 2022/7/5 2027/7/5 近藤　亮 286-0221 千葉県 富里市七栄３５番地６３ 0476-93-6918 近藤　亮 綜合解体　アグミ

千葉県知事（登-４） 第２２９４号 2022/7/5 2027/7/5 株式会社　アーキテクトホーム 266-0032 千葉県 千葉市緑区おゆみ野中央九丁目１２番地２４ 043-312-1869 森田　幸男 森田　幸男

千葉県知事（登-４） 第２２９５号 2022/7/5 2027/7/5 古川　善則 283-0104 千葉県 山武郡九十九里町片貝１６１９番地 0475-76-2203 古川　善則 長兵衛工務店

千葉県知事（登-４） 第２２９６号 2022/7/5 2027/7/5 株式会社　アザディ 333-0861 埼玉県 川口市柳崎五丁目３番３号　ダイアパレス東浦和Ⅱ１０１号室 080-5465-6896 カラクラク・タヒル ＫＡＲＡＫＵＬＡＫ　ＴＡＨＩＲ

千葉県知事（登-４） 第２２９７号 2022/7/5 2027/7/5 ＧＩＴ　合同会社 123-0864 東京都 足立区鹿浜八丁目４番５号　第１２まさひろ商事ビル 080-7184-2263 ムンフサイハン・エレデネボロド 呉　昇孟

千葉県知事（登-４） 第２２９８号 2022/7/14 2027/7/14 合同会社　ワイズアシスト 263-0041 千葉県 千葉市稲毛区黒砂台一丁目２４番１号　Ｂ－９ 043-355-5184 山﨑　雅彦 山﨑　雅彦

千葉県知事（登-４） 第２２９９号 2022/7/14 2027/7/14 株式会社　ネクスト 345-0034 埼玉県 北葛飾郡杉戸町倉松三丁目１４番２３号－１０２ 0480-30-6533 津田　大和 横田　祥平

千葉県知事（登-４） 第２３００号 2022/7/14 2027/7/14 ホッシュ　合同会社 264-0032 千葉県 千葉市若葉区みつわ台２－３５－３ 043-205-4668 中井　明洋 中井　明洋

千葉県知事（登-４） 第２３０１号 2022/7/14 2027/7/14 株式会社　藤正 144-0051 東京都 大田区西蒲田一丁目２番４号 03-6303-5466 藤原　則正 藤原　則正

千葉県知事（登-４） 第２３０２号 2022/7/21 2027/7/21 株式会社　木村設備工務所 116-0002 東京都 荒川区荒川五丁目３８番１０号 03-3895-9511 今井　直也 今井　直也

千葉県知事（登-４） 第２３０３号 2022/7/21 2027/7/21 グランディリフォーム　株式会社 320-0811 栃木県 宇都宮市大通り一丁目４番２２号　ＭＳＣ第２ビル２階 028-650-7770 林　裕朗 中山　陽市

千葉県知事（登-４） 第２３０４号 2022/7/21 2027/7/21 株式会社　大和興業 125-0063 東京都 葛飾区白鳥３－９－１９ 03-6662-5513 山口　智久 山口　智久

千葉県知事（登-４） 第２３０５号 2022/7/26 2027/7/26 合同会社　藤総 289-2505 千葉県 旭市鎌数９５７９番地１ 080-7976-0433 藤田　和義 藤田　和義

千葉県知事（登-４） 第２３０６号 2022/7/26 2027/7/26 内山　孔二郎 121-0823 東京都 足立区伊興三丁目２２番２７号　ハッピーノⅡ　２０１ 090-7233-8623 内山　孔二郎 内山総建

千葉県知事（登-４） 第２３０７号 2022/7/26 2027/7/26 株式会社　信義 263-0024 千葉県 千葉市稲毛区穴川三丁目５番２７号　上総ビル３０３号 043-215-7928 山﨑　修 山﨑　修

千葉県知事（登-４） 第２３０８号 2022/7/26 2027/7/26 株式会社　キャン 266-0011 千葉県 千葉市緑区鎌取町２７３番地３７ 043-291-3253 赤井　正尚 赤井　正尚

千葉県知事（登-４） 第２３０９号 2022/7/26 2027/7/26 株式会社　大西工業 132-0025 東京都 江戸川区松江三丁目１１番１５号 03-3654-0503 大西　裕徳 大西　裕徳

千葉県知事（登-４） 第２３１０号 2022/7/26 2027/7/26 株式会社　美里工業 340-0046 埼玉県 草加市北谷三丁目２７番２４号　ヴィルヌーブ１０１号室 048-951-2410 ゼンギン・バイラム 島田　幸宏

千葉県知事（登-４） 第２３１１号 2022/7/26 2027/7/26 吉野　正矩 270-2252 千葉県 松戸市千駄堀１８０６番地の２ 080-3529-2766 吉野　正矩 サウザンドアイ
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千葉県知事（登-４） 第２３１２号 2022/8/3 2027/8/3 ＳＩＫＹＯＵ　合同会社 243-0035 神奈川県 厚木市愛甲三丁目４番１４号 080-4055-4488 辺　志強

千葉県知事（登-４） 第２３１３号 2022/8/3 2027/8/3 小林　聖人 275-0017 千葉県 習志野市藤崎５丁目１４番１９号 080-1117-1777 小林　聖人 ＣＡＳＳＩＵＳ　ＣＯＮＳＴＲＵＣＴＩＯＮ　ＣＯ．

千葉県知事（登-４） 第２３１４号 2022/8/3 2027/8/3 有限会社　飯田産業 263-0054 千葉県 千葉市稲毛区宮野木町１１７１番地１ 043-257-9191 飯田　裕司 飯田　裕司

千葉県知事（登-４） 第２３１５号 2022/8/3 2027/8/3 株式会社　アルフ建設 333-0802 埼玉県 川口市戸塚東一丁目１番１０号　エレガンスシティ２０１ 080-9082-9126 クルト・イディリス ＫＵＲＴ　ＩＤＲＩＳ

千葉県知事（登-４） 第２３１６号 2022/8/3 2027/8/3 ＧＭＣ　株式会社 333-0831 埼玉県 川口市木曽呂７８５　コーポ・ハヤフネ１０６ 090-5344-0347 チョラクナズル 仙庭　絵里

千葉県知事（登-４） 第２３１７号 2022/8/3 2027/8/3 菅谷　靜江 300-3525 茨城県 結城郡八千代町大字沼森６９９番地３ 0296-49-2499 飯岡　直樹 スガヤ工業

千葉県知事（登-４） 第２３１８号 2022/8/16 2027/8/16 ホームデザイン　株式会社 292-0056 千葉県 木更津市木更津一丁目１番１７－１３０２号 0438-38-6121 吉村　綾乃 森田　亮

千葉県知事（登-４） 第２３１９号 2022/8/16 2027/8/16 合同会社　ＧＫ 290-0175 千葉県 市原市葉木４７０番１３－１ 080-4860-9933 ガウタムクベンドラ ＰＩＡＯ　ＨＵＧＡＮＧ　朴　虎崗

千葉県知事（登-４） 第２３２０号 2022/8/16 2027/8/16 株式会社　杉山工業 131-0041 東京都 墨田区八広五丁目３番１６号 03-3611-9938 杉山　浩一 杉山　壱成

千葉県知事（登-４） 第２３２１号 2022/8/16 2027/8/16 株式会社　愛王建設 277-0812 千葉県 柏市花野井１６８４番地３２ 090-1500-3737 奥山　裕一郎 愛澤　若英

千葉県知事（登-４） 第２３２２号 2022/8/23 2027/8/23 ＯＲ－ＴＥＣＨ工業　株式会社 336-0042 埼玉県 さいたま市南区大字大谷口１８１５番地　ボヌール明花１０３ 080-5541-3383 アイドゥン・オルハン ＡＹＤＩＮ　ＯＲＨＡＮ

千葉県知事（登-４） 第２３２３号 2022/8/23 2027/8/23 株式会社　隆工業 272-0822 千葉県 市川市宮久保五丁目２０番３０号 047-721-6138 佐藤　隆 ＬＵ　ＷＥＮＬＯＮＧ　呂　文竜

千葉県知事（登-４） 第２３２４号 2022/8/23 2027/8/23 グッドビレッジ　株式会社 292-0804 千葉県 木更津市文京二丁目４番５号 0438-38-5671 吉村　龍輝 吉村　龍輝

千葉県知事（登-４） 第２３２５号 2022/8/23 2027/8/23 猿田彦林業　株式会社 270-2241 千葉県 松戸市松戸新田２４番地京葉流通センター１－２５ 050-5358-6153 宇佐美　國之 荒井　英幸

千葉県知事（登-４） 第２３２６号 2022/8/23 2027/8/23 Ｍｅｄｅｓ　株式会社 339-0044 埼玉県 さいたま市岩槻区大字真福寺４２７番地 070-1413-0119 アイディン・ネディム 小泉　伸博

千葉県知事（登-４） 第２３２７号 2022/8/23 2027/8/23 大峯工業　株式会社 290-0011 千葉県 市原市能満１４０７番地７ 0436-55-2796 郡山　利行 大井　正

千葉県知事（登-４） 第２３２８号 2022/8/30 2027/8/30 株式会社　なかむら総建 299-4201 千葉県 長生郡白子町浜宿３７８番地 0475-36-6214 中村　力 中村　力

千葉県知事（登-４） 第２３２９号 2022/8/30 2027/8/30 株式会社　なんぐう建設 125-0053 東京都 葛飾区鎌倉二丁目２０番６号 03-6806-9942 若松　竜太 若松　竜太

千葉県知事（登-４） 第２３３０号 2022/8/30 2027/8/30 合同会社　シア 331-0814 埼玉県 さいたま市北区東大成町二丁目４６番地　メゾン・ド・フルール２０５ 080-5884-9892 フィラット・ラマザン ＦＩＲＡＴ　ＲＡＭＡＺＡＮ

千葉県知事（登-４） 第２３３１号 2022/9/6 2027/9/6 岩永　崇広 235-0011 神奈川県 横浜市磯子区丸山一丁目１５番１２－３０２号 045-754-2139 岩永　崇広 磯子解体

千葉県知事（登-４） 第２３３２号 2022/9/6 2027/9/6 株式会社　ワイズプラス 157-0062 東京都 世田谷区南烏山四丁目１０番３　ＫＳビル３０１ 03-5315-9367 𠮷野　祐輝 𠮷野　祐輝

千葉県知事（登-４） 第２３３３号 2022/9/6 2027/9/6 國尾　僚太 253-0111 神奈川県 高座郡寒川町一之宮３丁目１８番５２号 0467-95-0358 國尾　僚太 ＡＣＴＲＩＳＥ

千葉県知事（登-４） 第２３３４号 2022/9/6 2027/9/6 亀山技建株式会社 277-0945 千葉県 柏市しいの木台四丁目７番地１０ 080-5189-1888 亀山　竜裕 亀山　竜裕

千葉県知事（登-４） 第２３３５号 2022/9/15 2027/9/15 市山　雅浩 292-0014 千葉県 木更津市高柳１６９８番地５ 070-3766-0719 市山　雅浩

千葉県知事（登-４） 第２３３６号 2022/9/15 2027/9/15 株式会社　エフ 359-0023 埼玉県 所沢市東所沢和田二丁目１０番地の３ 04-2935-3833 青木　久幸 村上　隆正

千葉県知事（登-４） 第２３３７号 2022/9/15 2027/9/15 株式会社　ＫＯＢＡＫＡＩ 303-0041 茨城県 常総市豊岡町乙３９５番地１ 090-1426-7270 小林　武雄 小林　武雄

千葉県知事（登-４） 第２３３８号 2022/9/15 2027/9/15 ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ　株式会社 132-0001 東京都 江戸川区新堀一丁目３番１０号 03-6638-6200 奈須　宣幸 奈須　宣幸

千葉県知事（登-４） 第２３３９号 2022/9/15 2027/9/15 株式会社　アヴェスタ 270-2224 千葉県 松戸市大橋５２番地の２　ハイムアネックス２０８号 070-3660-6565 チェリック・セダット ＣＥＬＩＫ　ＳＥＤＡＴ

千葉県知事（登-４） 第２３４０号 2022/9/27 2027/9/27 合同会社　福 302-0011 茨城県 取手市井野１５２４番地３ 0297-84-1275 鵜澤　正人 鵜澤　正人

千葉県知事（登-４） 第２３４１号 2022/9/27 2027/9/27 大祥建設　株式会社 292-0025 千葉県 木更津市十日市場２３９番地 0438-97-7977 南條　勝志 神子　公克

千葉県知事（登-４） 第２３４２号 2022/9/27 2027/9/27 株式会社　ＳＴＡＲ興業 331-0805 埼玉県 さいたま市北区盆栽町４７６番地５ 048-782-5830 サバスサルマン ＫＵＭＬＵＣＡ　ＳＵＬＥＹＭＡＮ

千葉県知事（登-４） 第２３４３号 2022/9/27 2027/9/27 有限会社　杉森興業 289-1731 千葉県 山武郡横芝光町古川６０番地 0479-82-5015 久田　辰徳 伊藤　あゆみ

千葉県知事（登-４） 第２３４４号 2022/10/5 2027/10/5 株式会社　モンボルド 272-0133 千葉県 市川市行徳駅前二丁目２１番１－１０１５号 047-399-8339 バトムンフ・ガンボルド ＢＡＴＭＵＮＫＨ　ＧＡＮＢＯＬＤ

千葉県知事（登-４） 第２３４５号 2022/10/7 2027/10/7 株式会社　ＲＥＩＳ 333-0811 埼玉県 川口市戸塚一丁目６番１１号　ロイヤルメゾン３、２０２ 080-8211-8872 崩　将生 ＫＡＲＡＫＵＳ　ＡＹＤＩＮ

千葉県知事（登-４） 第２３４６号 2022/10/7 2027/10/7 株式会社　イワナカコーポレーション 191-0034 東京都 日野市落川６０８番地の３ 042-507-4886 岩中　賢次 岩中　賢次

千葉県知事（登-４） 第２３４７号 2022/10/7 2027/10/7 吉建築　株式会社 190-1202 東京都 西多摩郡瑞穂町大字駒形富士山３９１番地１ 042-513-9667 善本　めぐみ 多田　知史

千葉県知事（登-４） 第２３４８号 2022/10/7 2027/10/7 山田　康裕 179-0071 東京都 練馬区旭町３丁目２番４号 03-6904-2105 山田　康裕 アクティブ
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千葉県知事（登-４） 第２３４９号 2022/10/7 2027/10/7 株式会社　細田工業 292-0045 千葉県 木更津市清見台一丁目１６番８号 0438-38-4649 細田　幸佑 細田　幸佑

千葉県知事（登-４） 第２３５０号 2022/10/7 2027/10/7 合同会社　ＳＫＹ 339-0025 埼玉県 さいたま市岩槻区大字釣上新田６０７番地２０　グリーンハイツ１０１号 048-297-4445 エリユルマズ・マハムット ＥＲＹＩＬＭＡＺ　ＭＡＨＭＵＴ

千葉県知事（登-４） 第２３５１号 2022/10/7 2027/10/7 合同会社　戸張組 340-0053 埼玉県 草加市旭町三丁目４－１２　エムコーポ２０３ 080-4472-8672 戸張　琴子 森下　広人

千葉県知事（登-４） 第２３５２号 2022/10/7 2027/10/7 合同会社　藤原建設 270-0027 千葉県 松戸市二ツ木１１２番地の１　ルネサンスアベニュー北小金２０５号 047-707-3313

千葉県知事（登-４） 第２３５３号 2022/10/21 2027/10/21 真田　華衣 270-1342 千葉県 印西市高花四丁目３番地１棟４０３号 090-3372-8867 ＺＨＥＮ　ＹＵＳＨＵＩ　甄　玉水 ＲＯＨＡ工務店

千葉県知事（登-４） 第２３５４号 2022/10/21 2027/10/21 株式会社　ＲＩＳＥアーキテクト 156-0053 東京都 世田谷区桜一丁目１０番５号 03-6336-4250 瀬尾　和樹 瀬尾　和樹

千葉県知事（登-４） 第２３５５号 2022/10/21 2027/10/21 株式会社　ＴＯＺ　ＣＯＭＰＡＮＹ 105-0013 東京都 港区浜松町二丁目２番１５号　浜松町ダイヤビル２Ｆ 070-3830-5391 トズメメットムラット ＴＯＺ　ＭＥＨＭＥＴ　ＭＵＲＡＴ

千葉県知事（登-４） 第２３５６号 2022/10/21 2027/10/21 株式会社　ドラゴン 333-0843 埼玉県 川口市前上町２１番３号　レオネクストはな１０２号 080-4813-6363 アキンムスタファ 宇野　敏広

千葉県知事（登-４） 第２３５７号 2022/10/21 2027/10/21 株式会社　大一工業 333-0831 埼玉県 川口市大字木曽呂３０５番地の１　アンソレイユ１０２号 090-2335-2763 アリムスタファ ＯＺＰＩＮＡＲ　ＫＥＭＡＬ

千葉県知事（登-４） 第２３５８号 2022/10/21 2027/10/21 有限会社　仙光産業 270-2221 千葉県 松戸市紙敷８０７番地の２ 047-392-8453 高橋　希幸 髙橋　希幸

千葉県知事（登-４） 第２３５９号 2022/10/21 2027/10/21 株式会社　池田興業 274-0807 千葉県 船橋市咲が丘二丁目２７番１０号 090-6933-5021 池田　駿 池田　駿

千葉県知事（登-４） 第２３６０号 2022/10/28 2027/10/28 雲龍工業　株式会社 174-0043 東京都 板橋区坂下三丁目３３番１４－９０５号　蓮根サンハイツ 080-3426-1888 劉　云龍 ＬＩＵ　ＹＵＮＬＯＮＧ　劉　云龍

千葉県知事（登-４） 第２３６１号 2022/10/28 2027/10/28 株式会社　ＢＲＥＡＫ興業 124-0012 東京都 葛飾区立石五丁目１８番２号　リグランド立石１２０３ 090-6510-4358 横山　忠弘 横山　忠弘

千葉県知事（登-４） 第２３６２号 2022/10/28 2027/10/28 株式会社　ながしま 299-1123 千葉県 君津市大山野７１８番地６ 0439-52-4153 長島　大地 菅原　陽一

千葉県知事（登-４） 第２３６３号 2022/10/28 2027/10/28 株式会社　ステラ 133-0052 東京都 江戸川区東小岩五丁目５番８号 03-6657-8138 深瀬　拓之 古賀　貴之

千葉県知事（登-４） 第２３６４号 2022/10/28 2027/10/28 合同会社　エルユルマズ工業 332-0011 埼玉県 川口市元郷六丁目４番１号　ヒマワリハイツ３０１号 070-3790-9732 エルユルマズ・フセイン ＥＲＹＩＬＭＡＺ　ＶＡＫＫＡＳ

千葉県知事（登-４） 第２３６５号 2022/11/9 2027/11/9 株式会社　ＡＫＡＴＳＵＫＩ 337-0043 埼玉県 さいたま市見沼区中川３００－１ 080-5030-3152 カラクラック・アイドゥン ＫＡＲＡＫＵＬＡＫ　ＡＹＤＩＮ

千葉県知事（登-４） 第２３６６号 2022/11/9 2027/11/9 合同会社　ちひろ 270-2213 千葉県 松戸市五香七丁目９番５号　北丘サニービル１階 047-315-7150 若杉　博 若杉　博

千葉県知事（登-４） 第２３６７号 2022/11/9 2027/11/9 株式会社　マツダ 333-0802 埼玉県 川口市戸塚東一丁目２番３１号　東川口グリーンハイツ２０３号 070-1472-0502 ボルジェック・イムラン ＢＯＲＣＥＫ　ＩＭＲＡＮ

千葉県知事（登-４） 第２３６８号 2022/11/9 2027/11/9 株式会社　タイシン 124-0006 東京都 葛飾区堀切七丁目２１番６号 03-6662-4554 鈴木　泰二 鈴木　泰二

千葉県知事（登-４） 第２３６９号 2022/11/9 2027/11/9 株式会社　ＦＵＪＩ 334-0076 埼玉県 048-229-2945 佐藤　幸一 新妻　慶太

千葉県知事（登-４） 第２３７０号 2022/11/9 2027/11/9 ＡＭＡＲＡ　株式会社 333-0811 埼玉県 川口市戸塚三丁目３０番８号　フラワーハイムサルビア６０２ 080-6468-6363 エルソズ・アバドゥラッハマン ＫＥＳＫＩ　ＨＡＫＡＮ

千葉県知事（登-４） 第２３７１号 2022/11/17 2027/11/17 勝見産業　株式会社 242-0024 神奈川県 大和市福田３８９番地８ 080-4631-1012 勝見　龍一 ＳＨＩ　ＲＥＮＰＥＮＧ　史　仁朋

千葉県知事（登-４） 第２３７２号 2022/11/17 2027/11/17 株式会社　裕建設 270-1516 千葉県 印旛郡栄町安食２４８１番地２６ 090-5349-3117 海老原　裕貴 椎名　由美

千葉県知事（登-４） 第２３７３号 2022/11/17 2027/11/17 合同会社　Ｇｌｏｂａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 279-0011 千葉県 浦安市美浜一丁目５番１０２号 047-317-3118 熊井戸　史明 木下　翔太朗

千葉県知事（登-４） 第２３７４号 2022/11/17 2027/11/17 株式会社　髙品工業 299-0242 千葉県 袖ケ浦市久保田２０７番地３ 080-5415-8537 髙品　隆章 髙品　隆章

千葉県知事（登-４） 第２３７５号 2022/11/17 2027/11/17 株式会社　ＳｈＥＥＰ 152-0033 東京都 目黒区大岡山二丁目２番７号　アランフェス１０６ 03-6421-1291 小迫　壮一朗 小山　喜久

千葉県知事（登-４） 第２３７６号 2022/11/17 2027/11/17 アポ　合同会社 333-0868 埼玉県 川口市芝高木一丁目１９番１０号　永島コーポ２０１号 080-4883-9024 ジェンギズ・アブドゥッラー ＣＥＮＧＩＺ　ＡＢＤＵＬＬＡＨ

千葉県知事（登-４） 第２３７７号 2022/11/28 2027/11/28 株式会社　和夢 352-0004 埼玉県 新座市大和田一丁目３番２２号 090-4360-6644 中嶋　加夢意 中嶋　加夢意

千葉県知事（登-４） 第２３７８号 2022/11/28 2027/11/28 株式会社　ワイルドブルー 125-0032 東京都 葛飾区水元二丁目２番５号 090-8689-8384 倉持　厚 倉持　厚

千葉県知事（登-４） 第２３７９号 2022/11/28 2027/11/28 有限会社　東横産業 245-0013 神奈川県 横浜市泉区中田東一丁目３１番２９号 045-803-5720 久保山　勇 久保山　勇

千葉県知事（登-４） 第２３８０号 2022/11/28 2027/11/28 有限会社　小川総開発 290-0164 千葉県 市原市奈良５９２番地２ 0436-52-2738 小川　洸 小川　栄一

千葉県知事（登-４） 第２３８１号 2022/12/6 2027/12/6 アイ・ネットワーク　合同会社 273-0112 千葉県 鎌ケ谷市東中沢１－８－７　エクセルＢ棟１０１ 090-6034-8195 堀米　和智恵 堀米　和智恵

千葉県知事（登-４） 第２３８２号 2022/12/6 2027/12/6 来人　株式会社 279-0042 千葉県 浦安市東野三丁目１９番５号 047-354-9937 クルト・ファティ ＫＵＲＴ　ＦＡＴＩＨ

千葉県知事（登-４） 第２３８３号 2022/12/6 2027/12/6 株式会社　コネクト 263-0014 千葉県 千葉市稲毛区作草部町６４７番地７３ 080-9351-0225 石井　惟織 石井　惟織

千葉県知事（登-４） 第２３８４号 2022/12/6 2027/12/6 ティ・アンド・シー・ジャパン　株式会社 276-0001 千葉県 八千代市小池３７４番地５ 080-4144-5959 佐々木　清玉 加藤　雅大

千葉県知事（登-４） 第２３８５号 2022/12/6 2027/12/6 アウェイク　合同会社 270-0212 千葉県 野田市新田戸２２－５ 04-7103-9117 小泉　威 佐藤　勇
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千葉県知事（登-４） 第２３８６号 2022/12/6 2027/12/6 越川　哲也 287-0107 千葉県 香取市助沢８４７番地２ 080-3269-0000 越川　哲也 安総解体興業

千葉県知事（登-４） 第２３８７号 2022/12/6 2027/12/6 株式会社　小倉油圧商会 296-0035 千葉県 鴨川市打墨６７４番地２ 04-7093-1034 小倉　尚宏 小倉　尚宏

千葉県知事（登-４） 第２３８８号 2022/12/9 2027/12/9 株式会社　Ｔｏｋｙｏ　Ｂｉｒｄｓ 300-3561 茨城県 結城郡八千代町大字平塚１９７８－２ 0280-51-6375

ラジャパク
シャ・ミニム
トゥ・パティラン
ネヘラゲ・ディ
ネッシュ・ラジャ
パクシャ

ＲＡＪＡＰＡＫＳＨ
Ａ　ＭＩＮＩＭＵＴ
ＨＵ　ＰＡＴＨＩＲ
ＡＮＮＥＨＥＬＡ
ＧＥ　ＤＩＮＥＳＨ
ＲＡＪＡＰＡＫＳＨ
Ａ

千葉県知事（登-４） 第２３８９号 2022/12/9 2027/12/9 ｆｏｒｃｅ　株式会社 125-0035 東京都 葛飾区南水元四丁目１８番１７号　メゾンパークサイド１０３ 03-4363-6121 服部　美樹男 服部　美樹男

千葉県知事（登-４） 第２３９０号 2022/12/9 2027/12/9 株式会社　ＲＩＭＩＫ 167-0042 東京都 杉並区西萩北四丁目８番２号　ベルハイム１０２ 03-6915-0505 落合　亮丞 落合　亮丞

千葉県知事（登-４） 第２３９１号 2022/12/9 2027/12/9 合同会社　共鳴ハウス工業 270-1102 千葉県 我孫子市都１３番６ 047-139-6058 松下　光 松下　光

千葉県知事（登-４） 第２３９２号 2022/12/9 2027/12/9 株式会社　Ｄマイルス 146-0094 東京都 大田区東矢口二丁目１５番６号　タイコーハイツ１０１ 03-6410-5622 古屋　直人 古屋　直人

千葉県知事（登-４） 第２３９３号 2022/12/9 2027/12/9 株式会社　ケイ・アール 350-1317 埼玉県 狭山市大字水野７０２番地の５　レフィナードⅠ１０２ 042-935-3774 武野谷　将剛 武野谷　将剛

千葉県知事（登-４） 第２３９４号 2022/12/16 2027/12/16 株式会社　吉川建設 342-0017 埼玉県 吉川市上笹塚三丁目９１番地 080-9977-8787 木皿　安夫 木皿　安夫

千葉県知事（登-４） 第２３９５号 2022/12/16 2027/12/16 宮内　啓次 289-2147 千葉県 匝瑳市飯倉１３６２番地１ 0479-79-0548 宮内　啓次

千葉県知事（登-４） 第２３９６号 2022/12/16 2027/12/16 株式会社　アメニティリペアワークス２４ 272-0111 千葉県 市川市妙典六丁目１０番３号 047-321-6556 長岡　翔太 鈴木　弘二

千葉県知事（登-４） 第２３９７号 2022/12/16 2027/12/16 小原　義幸 296-0101 千葉県 鴨川市北小町１４４１番地６ 04-7097-1132 小原　義幸 小原巧業

千葉県知事（登-４） 第２３９８号 2022/12/16 2027/12/16 株式会社　山田興業 239-0842 神奈川県 横須賀市長沢六丁目３９番１号 046-876-6216 山田　健寛 山田　健寛

千葉県知事（登-４） 第２３９９号 2022/12/16 2027/12/16 株式会社　Ｒｏｃｋ　ｍｅ 275-0021 千葉県 習志野市袖ヶ浦二丁目６－１番　１０２号 080-9095-0329 松田　隆至 中里　智一

千葉県知事（登-４） 第２４００号 2022/12/27 2027/12/27 株式会社　ヤマトホーム 132-0033 東京都 江戸川区東小松川四丁目５７番１２号１Ｆ 03-5661-1666 一條　大輔 一條　大輔

千葉県知事（登-４） 第２４０１号 2022/12/27 2027/12/27 株式会社　洸永商事 331-0078 埼玉県 さいたま市西区西大宮二丁目１８番地３３ 048-708-6661 松本　永喜 金　永喜

千葉県知事（登-４） 第２４０２号 2022/12/27 2027/12/27 株式会社　ＭＳＲ興業 266-0033 千葉県 千葉市緑区おゆみ野南三丁目３６番地７ 043-376-3765 上原　豊 上原　豊
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