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1910001 沖縄化学産業株式会社

沖縄県那覇市曙2丁目26番36号

島袋 宗一郎

098-863-0451

1910002 株式会社 オキジム

沖縄県浦添市字港川458番地

新里 哲郎

098-878-7878

1910003 株式会社 ＲＫＫＣＳソフト

熊本県熊本市中央区九品寺一丁目５番１１号

德冨 裕明

096-364-1130

1910004 ワールドウォーターバッグ株式会社

大阪府大阪市東住吉区今川１丁目6-23

中村 俊夫

06-6713-7465

1910005 有限会社 真総業

沖縄県宜野湾市志真志４丁目３０番１号

上地 康雄

098-890-0052

1910006 有限会社 サン冷熱

沖縄県那覇市字大道１７３番地２０２号

中村 健也

098-871-4342

1910007 株式会社エムティーアイ

東京都新宿区西新宿三丁目20番2号

前多 俊宏

03-5333-6789

1910008 有限会社 協進

沖縄県うるま市字田場１２１９番地

天願 勝行

098-973-5292

1910009 株式会社 沖縄エンジニアリング

沖縄県那覇市繁多川２丁目１４番７号

島袋 陽

098-832-7551

1910010 有限会社 新垣産業

沖縄県島尻郡南風原町字宮城２３１番地

新垣 明

098-889-2926

1910011 三栄工業 株式会社

沖縄県那覇市港町３丁目２番８号

中村 達

098-868-0191

1910012 株式会社 パスコ

東京都目黒区東山一丁目1番2号

島村 秀樹

03-3715-2638

1910013 ゼロスポーツ

沖縄県糸満市西崎町3丁目106番地

大城 基司

098-994-5085

1910014 沖縄水質改良株式会社

沖縄県那覇市曙３丁目２０番１２号

天願 智一

098-861-6321

1910015 有限会社 中島工業

沖縄県宜野湾市伊佐三丁目4番5号

島袋 悟

098-898-3481

1910016 有限会社ナプトン

沖縄県那覇市おもろまち4丁目3番28号 2Ｆ

栁原 洋臣

098-868-7310

1910017 株式会社ＴＫＣ

栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地

角 一幸

028-648-2111

1910018 コトブキシーティング株式会社

東京都千代田区神田駿河台一丁目2番1号

深澤 重幸

03-5280-5600

1910019 ＮＳＫ株式会社

東京都千代田区九段南２−３−１

新田 斉士

03-5213-1501

1910020 琉球ダイハツ販売株式会社

沖縄県浦添市城間２１３５番地

池辺 聡志

098-876-1784

1910021 株式会社図書館流通センター

東京都文京区大塚三丁目1番1号

石井 昭

03-3943-2221

1910022 合資会社 精印堂印刷

沖縄県那覇市字真地３９９番地の３

瑞慶覧 長正

098-832-1311

1910023 株式会社 琉球テクノ産業

沖縄県宜野湾市真志喜三丁目14番14号

大濵 孫周

098-942-9190

1910024 株式会社 加島事務機

沖縄県浦添市勢理客３丁目１１番５号

加島 一郎

098-870-1255

1910025 ミツイワ株式会社

東京都渋谷区渋谷三丁目１５番６号

羅本 礼二

03-3407-2181

1910026 株式会社富士通エフサス

東京都品川区西品川１−１−１(神奈川県川崎市
濱場 正明
中原区中丸子13-2)

03-5747-9100
(044-874-6200)

1910027 沖電グローバルシステムズ株式会社 沖縄県那覇市古島一丁目１５番地の１０

照屋 武伸

098-885-9709

1910028 中央警備保障株式会社

沖縄県那覇市字識名１２０３番地１

上地 裕

098-854-6563

1910029 不二アルミ商事 株式会社

東京都墨田区5丁目14番地13号

村松 城二

03-3617-2594

1910030 郡リース 株式会社

東京都港区六本木六丁目１１番１７号

郡 正直

03-3470-0291

1910031 株式会社ぎじろくセンター

山口県宇部市大字西岐波１５４０番地の１２

白井 義美

0836-51-6191

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【物品】
受付番号

商号

本社所在地

代表者氏名

本社TEL

1910032 有限会社 琉球防災センター

沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目３６６番地の２０ 原國 貞子

098-887-3259

1910033 有限会社 沖厨

沖縄県浦添市伊祖三丁目１２番１２号

高良 昌義

098-877-3399

1910034 株式会社 沖産業

宜野湾市伊佐二丁目1番1号

花城 えり子

098-898-2191

1910035 安全センター株式会社

北海道札幌市中央区北８条西２６丁目３番３号

森 吉博

011-611-9399

1910036 有限会社 宜野座ビル管理

沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶818番地

伊芸 美香

098-968-2708

1910037 コンピューターネットワーク株式会社 沖縄県名護市東江五丁目１３番７号

奥本 弘文

0980-53-0912

1910038 ＮＥＣフィールディング株式会社

東京都港区三田一丁目４番２８号

中江 靖之

03-3457-7101

1910039 株式会社日本インシーク

大阪府大阪市中央区南本町三丁目6番14号

番上 正人

06-6282-0310

1910040 ＫＹシステム 株式会社

沖縄県豊見城市字翁長５３３番地９ ラフィーネ
寿Ⅰ １０１号室

小濵 正治

098-850-9801

1910041 東洋電子 株式会社

沖縄県中頭郡西原町字小橋川８８番地６

大城 淳志

098-945-9241

1910042 日本美装 株式会社

埼玉県さいたま市浦和区常磐9-14-6

野口 淳

048-822-1341

1910043 株式会社 グリーンクロス

福岡県福岡市中央区小笹5-22-34

久保 孝二

092-521-6561

1910044 日本調理機株式会社

東京都大田区東六郷三丁目15番8号

齋藤 有史

03-3738-8259

1910045 沖縄日下部産業株式会社

浦添市字港川２７２番地３

久高 将典

098-876-4152

沖縄県エレベーター保守事業協同組 沖縄県那覇市久茂地二丁目12番21号電波堂ビ
茂宮 隆次
合
ル４Ｓ

098-868-1698

1910046

1910047 富士通株式会社

神奈川県川崎市上小田中４−１−１

三輪 和明

044-777-1111

1910048 有限会社 ドリーム印刷

沖縄県糸満市字座波1065番地

大城 敏勝

098-995-1287

1910049 有限会社 向組

沖縄市安慶田3丁目11番33号

志喜屋 孝彦

098-921-1117

1910050 株式会社 ＪＥＣＣ

東京都千代田区丸の内三丁目４番１号

桑田 始

03-3216-3962

1910051 株式会社 松村電機製作所

東京都文京区根津２丁目１２番１号

松村 秀一

03-3821-6169

1910052 株式会社アイ・シー・エス

沖縄県宜野湾市字宇地泊５５８番地１８

上間 誠

098-897-1778

1910053 株式会社 エマオ

沖縄県那覇市字仲井真400番地1 海邦産業ビ
ル2階

安次富 淳子

098-963-4588

1910054 桐和空調設備株式会社

沖縄県那覇市曙１丁目８番１号

名嘉 正隆

098-861-1751

熊本県熊本市中央区九品寺一丁目５番１１号

德冨 裕明

096-364-5121

1910056 新沖縄精器 株式会社

沖縄県名護市大西四丁目13番17号

玉代勢 司

0980-52-3454

1910057 株式会社 久米電装

沖縄県那覇市久米２丁目１６番２５号

仲田 一郎

098-863-3955

1910058 沖縄総合施設管理株式会社

浦添市牧港１町め９番１２号

棚原 邦夫

098-876-3416

1910059 砂辺松永テント

沖縄県島尻郡南風原町字新川４７４番地２４

砂邊 松永

098-888-0521

1910060 合資会社 嶺 商

南風原町字津嘉山1483番地

與那嶺 拡

098-889-3690

1910061 株式会社 いしかわ文明堂

沖縄県中頭郡西原町字兼久６６番地

石川 京美

098-835-8001

1910062 国際航業株式会社

東京都千代田区六番町２番地

土方 聡

03-3262-6221

1910055

株式会社 アール・ケー・ケー・コン
ピューター・サービス
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1910063 ヤンマー沖縄 株式会社

宜野湾市大山7丁目11番12号

高江洲 正春

098-898-3111

1910064 株式会社 沖縄日立

沖縄県那覇市字安謝230番地

南 公一郎

098-861-1045

1910065 株式会社 沖縄計装

沖縄県那覇市泊3丁目5番地7

洲鎌 敏

098-863-6772

1910066 株式会社 屋我商会

沖縄県那覇市古波蔵2丁目14番34号

屋我 末子

098-889-4646

1910067 琉球産経株式会社

豊見城市高安586

新垣 勲

098-850-7791

1910068 株式会社 バイロン沖縄

沖縄県島尻郡南風原町字宮平655番地1

宮城 武斉

098-840-7878

1910069 株式会社 沖縄スポーツ

沖縄県那覇市鏡原町１番４７号

新本 光

098-987-1116

1910070 株式会社沖電システム

沖縄県浦添市西原三丁目18番6号

佐久川 義朗

098-874-3600

1910071 沖縄ＩＴｂｏｏｋ株式会社

沖縄県宜野湾市上原二丁目７番３号

池田 大造

098-943-4554

1910072 株式会社 沖縄工設

沖縄県浦添市経塚６３３番地

大嶺 健一郎

098-877-0149

1910073 文教楽器株式会社

那覇市泉崎２−１−４

仲里 直己

098-832-1313

1910074 株式会社 会議録研究所

東京都新宿区市谷八幡町１６番

妹尾 潤

03-3267-6051

1910075 株式会社沖縄科学ＡＶセンター

沖縄県浦添市勢理客１−２−２９

前川 和夫

098-875-3211

1910076 株式会社 オキチク商事

沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山８３３―１

仲里 信英

098-889-0831

1910077 久永情報マネジメント株式会社

鹿児島県鹿児島市松原町７番６号

久永 修平

099-225-1500

1910078 株式会社アートリンク

沖縄県那覇市具志三丁目17番22号

与座 朝秀

098-894-5397

1910079 株式会社Nansei

那覇市曙一丁目１５番３号

砂川 哲男

098-867-1300

1910080 株式会社 アサヒプラント

沖縄県那覇市小禄２丁目８番地１０

中本 宏

098-858-0388

1910081 株式会社 旭堂

沖縄県那覇市久茂地1丁目1番1号

中曽根 達幸

098-860-1100

1910082 株式会社ＵＲリンケージ

東京都中央区日本橋一丁目５番３号

渡邊 輝明

03-6214-5712

1910083 南風原ハウスクリーン

沖縄県島尻郡南風原町字兼城317番地12

大城 敏雄

098-889-0932

1910084 株式会社 ありあけ

沖縄県中頭郡西原町字千原254番地の12

宮平 優

090-3797-5435

1910085 ニッコー 株式会社

沖縄県浦添市牧港五丁目18番3号

宮里 直樹

098-875-1900

1910086 音伍繊維工業株式会社

福岡県福岡市東区多の津４丁目６番１８号

篠原 征吾

092-622-3381

1910087 株式会社 琉球保安警備隊

沖縄県沖縄市与儀一丁目７番５号

宮里 和政

098-983-8811

1910088 株式会社コンピュータ沖縄

浦添市伊祖四丁目8番2号サンライズビル1F

名護 宏雄

098-879-8433

1910089 株式会社ライズファクトリー

東京都千代田区飯田橋二丁目1番4号日東九段
戸田 その子
ビル6階

03-3288-0099

1910090 読谷協同産業株式会社

沖縄県中頭郡読谷村字儀間310番地1

大嶺 健太郎

098-958-0900

1910091 株式会社 クリード沖縄

沖縄県浦添市内間5-10-15

玉城 芳信

098-878-2059

1910092 ランドブレイン株式会社

東京都千代田区平河町一丁目２番１０号

吉武 祐一

03-3263-3811

1910093 文進印刷 株式会社

沖縄県島尻郡八重瀬町字宜次７０６番地４

與那覇 正俊

098-996-3356
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1910094 山陽警備保障沖縄株式会社

沖縄県浦添市牧港一丁目64番15号

宮里 和也

098-878-3392

1910095 アースウィング株式会社

沖縄県那覇市三原３丁目１２番２０号 ウィンズ
三原１Ｆ

羽地 万寿雄

098-894-5612

1910096 株式会社 乃村工藝社

東京都港区台場2丁目3番4号

榎本 修次

03-5962-1171

1910097 株式会社 諸井会計

佐賀県佐賀市木原2丁目6番5号

金﨑 義行

0952-40-9280

1910098 株式会社 興洋電子

沖縄県那覇市字安謝６３８番地

多良間 洋二

098-863-5003

1910099 ONE株式会社

沖縄県名護市字久志１０９番地

垣花 善昭

0980-50-0588

1910100 日信電子サービス株式会社

東京都墨田区押上一丁目１番２号

折原 茂

03-5637-2460

1910101 株式会社 関西総合ビル管理

沖縄県豊見城市字豊見城７０７番地

嘉数 茂

098-856-6353

1910102 株式会社 おきぎんエス・ピー・オー

沖縄県宜野湾市真志喜1丁目13番16号

與儀 幸朋

098-917-0612

1910103 有限会社シンリツ設備

那覇市字大道１６３番地

桑江 強

098-885-0120

1910104 株式会社 世名城

沖縄県中頭郡嘉手納町屋良一丁目3番地13

宮平 永市

098-956-2072

1910105 ＮＥＣネッツエスアイ株式会社

東京都文京区後楽二丁目６番１号

牛島 祐之

03-6699-7000

1910106 株式会社サンケン・エンジニアリング 福岡県福岡市南区大楠二丁目13番7号

筒 芳成

092-522-6811

1910107 株式会社 大川

沖縄県沖縄市与儀３丁目２０番１号

外間 幸一

098-930-7272

1910108 沖縄ガス株式会社

沖縄県那覇市西３丁目１３番２号

我那覇 力蔵

098-863-7730

1910109 株式会社 ビージーエム沖縄

沖縄県那覇市天久１丁目２８番２号

宜保 文雄

098-863-5786

1910110 合資会社 宮平体育堂

沖縄県那覇市楚辺２丁目２８番５号

仲宗根 香代
子

098-855-9851

1910111 クボタ環境サービス株式会社

東京都中央区京橋二丁目１番３号

三谷 博德

03-6281-9918

1910112 有限会社 サン印刷

沖縄県島尻郡南風原町字兼城577番地

宮城 剛

098-889-3679

1910113 株式会社 りゅうせきエネプロ

沖縄県那覇市字小禄６５６番地２

崎山 嗣峰

098-858-0611

1910114 株式会社データホライゾン

広島県広島市西区草津新町1丁目21番35号広
島ミクシス・ビル

内海 良夫

082-279-5550

1910115 南部教育用品社

沖縄県糸満市字糸満2171番地

宮城 徳蔵

098-992-3595

1910116 フジ地中情報 株式会社

東京都港区海岸三丁目20番20号

深澤 貴

03-6891-6600

1910117 株式会社アルカディア

大阪府箕面市箕面六丁目３番１号

天白 成一

050-5830-0750

1910118 有限会社 興発電子産業

沖縄県宜野湾市字宇地泊９９番地マサミツビル２
玉城 正利
０２

098-897-4663

1910119 ＩＴｂｏｏｋ株式会社

東京都港区虎ノ門三丁目１番１号

恩田 饒

03-6435-8711

1910120 ヴェオリア・ジェネッツ株式会社

東京都港区海岸三丁目20番20号ヨコソーレイン
深澤 貴
ボータワー

03-6858-3300

1910121 有限会社 中央環境サービス公社

沖縄県那覇市字真地１５７番地

眞壁 隆

098-862-2930

1910122 有限会社三友

沖縄県那覇市西１丁目３番１３号

金城 和良

098-943-8826

1910123 沖縄県農業協同組合

沖縄県那覇市壺川２丁目９番地１

大城 勉

098-831-5152

1910124 株式会社ゼンリンインターマップ

沖縄県那覇市宮城一丁目14番25号

大嶺 香

098-857-3883

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【物品】
受付番号

商号

本社所在地

代表者氏名

本社TEL

1910125 昭和株式会社

東京都北区上中里１丁目１１番８号

本島 哲也

03-5276-8777

1910126 有限会社たけ事務

南風原町字照屋285

竹 富男

098-889-1311

1910127 株式会社 島ピアノセンター

沖縄県沖縄市山里二丁目３番７号

長嶺 由則

098-933-5932

1910128 株式会社 日本広告

沖縄県浦添市西洲2-6-6 組合会館1階

大城 拓

098-879-7977

1910129 平山印刷

沖縄県豊見城市字豊崎3番地の59

平山 達也

098-995-6233

1910130 株式会社ワークステージラボ

沖縄県うるま市字赤野1356-1

與那原 寛孝

098-989-8371

1910131 沖縄セルラー電話株式会社

沖縄県那覇市松山１丁目２番１号

湯淺 英雄

098-869-1001

1910132 荏原環境プラント株式会社

東京都大田区羽田旭町11番1号

渡邉 良夫

03-6275-8600

1910133 沖縄ふそう自動車株式会社

沖縄県浦添市字港川４９５番地５

與那覇 明

098-879-2311

1910134 株式会社 うるま印刷

南風原町字兼城577番地

呉屋 政彦

098-889-5362

1910135 朝日 株式会社

沖縄県浦添市仲西２丁目２番３−１０１号

當間 眞孝

098-876-4487

1910136 株式会社 トミレディオ

沖縄県宜野湾市真志喜３丁目１９番２９号

富村 司

098-897-4173

大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１号

黒川 昭隆

06-6910-0131

1910138 株式会社Ｅ−ＳＹＳＴＥＭ

福岡県福岡市博多区対馬小路1-21

藤本 尚伸

092-282-6850

1910139 大和産業株式会社

佐賀県佐賀市高木瀬西１丁目５番１９号

岩瀬 豊美

0952-30-5792

1910140 株式会社アール・ピー・アイ

東京都千代田区神田神保町２−３８ いちご九段
長澤 博英
ビル３階

03-5212-3411

1910141 株式会社 創和ビジネス・マシンズ

沖縄県那覇市泉崎二丁目23番2号

山田 義見

098-855-5550

1910142 株式会社 トヨタレンタリース沖縄

沖縄県那覇市赤嶺２丁目１３−１

野原 朝昌

098-859-0100

1910144 株式会社 ぎょうせい

東京都江東区新木場1丁目18番11号

成吉 弘次

03-6892-6093

1910145 ＡＭ科学株式会社

沖縄県那覇市字安謝６３８番地

多良間 洋二

098-863-3229

1910146 琉球国際航業 株式会社

沖縄県那覇市小禄１８３１番地１ 沖縄産業支援
高江洲 昌和
センター４Ｆ

098-852-0881

1910147 有限会社 オリンピア運動具店

沖縄県那覇市当間301アイランドビュー内

大嶺 佶

098-968-2800

1910148 株式会社ジムキ文明堂

沖縄県那覇市久米２−４−１４

石川 元章

098-868-3121

1910149 合同会社 南風原事務用品

南風原町字照屋３３１番地

大城 友一

098-889-3701

1910150 てだこ建材株式会社

沖縄県浦添市港川495-2

松田 和明

098-874-8122

1910151 末広商事株式会社

沖縄県那覇市字仲井真３０３番地

上西 美智子

098-854-0886

1910152 富士ゼロックス株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番3号

玉井 光一

03-6271-5111

1910153 株式会社 ステーション・ピー

沖縄県宜野湾市伊佐三丁目4番1号

豊里 丈代

098-942-8811

1910154 株式会社 昭和制作

沖縄県那覇市高良三丁目１２番２５号

赤嶺 竜司

098-857-0941

1910155 丸正印刷株式会社

西原町小那覇1215番地

与那覇 正明

098-835-8181

1910137

パナソニックＥＳエンジニアリング株
式会社

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【物品】
受付番号

商号

本社所在地

代表者氏名

本社TEL

1910156 一般社団法人 日本家族計画協会

東京都新宿区市谷田町1-10 保健会館新館

北村 邦夫

03-3269-4727

1910157 沖縄ゼロックス株式会社

沖縄県那覇市おもろまち１丁目３番１２号

國場 幸也

098-951-1770

1910158 日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目７番１号

新野 隆

03-3454-1111

1910159 有限会社 システム・エッグ

沖縄県島尻郡南風原町与那覇１１５番地の１

古我知 篤

098-888-3090

1910160 沖縄サニタリー株式会社

沖縄県那覇市西二丁目１３番１５号

下地 弘政

098-868-8458

東京都板橋区坂下一丁目19番1号

野口 達也

03-5994-2600

1910162 株式会社 消防防災

福岡県福岡市博多区浦田２丁目１番８号

成良 仁志

092-504-2111

1910163 富士通リース 株式会社

東京都千代田区神田練塀町３番地

春日井 昌生

03-5843-6301

1910164 ＩＢＪＬ東芝リース株式会社

東京都港区虎ノ門一丁目２番６号

吉田 亨

03-5253-6760

1910165 有限会社 中部電算フォーム

沖縄市諸見里一丁目３９番１５号

福山 晃

098-933-3687

1910166 第一法規株式会社

東京都港区南青山二丁目11番17号

田中 英弥

03-3404-2251

1910167 株式会社 丸仁

沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目４８３番３

上江洲 仁吉

098-885-9900

1910168 ＫＳＳ株式会社

東京都武蔵村山市伊奈平一丁目70番2号

深澤 重幸

042-560-2042

1910169 ソリマチ株式会社

新潟県長岡市表町１丁目４番地２４

反町 秀樹

0258-33-4435

1910170 株式会社 光エンジニア

沖縄県那覇市字識名１２７９番地

翁長 秀光

098-832-3245

1910171 株式会社 ケミカルメンテナンス沖縄

南風原町字与那覇55番地 シャトレあらかき206
長嶺 憲一郎
号室

098-987-7396

1910172 沖縄行政システム株式会社

那覇市赤嶺二丁目1番地1

平石 哲雄

098-859-1756

1910173 株式会社 沖縄第一興商

沖縄県那覇市金城三丁目４番１１号

馬場 勝彦

098-859-9777

杉山 清

03-5534-2625

1910161

1910174

富士ゼロックスシステムサービス株
式会社

ＮＥＣソリューションイノベータ株式会
東京都江東区新木場一丁目18番7号
社

1910175 株式会社善林堂

沖縄県浦添市勢理客１丁目１番６号

仲嶺 剛

098-878-6565

1910176 セコム琉球株式会社

沖縄県那覇市久茂地1丁目7番1号

宮里 一

098-862-2221

1910177 合同会社サウンドクラフト

沖縄県那覇市与儀１丁目２２番１１号

神里 巧

098-835-2366

1910178 株式会社エヌ・スピリッツ

宮崎県宮崎市小戸町100番地1

松元 重樹

0985-89-4050

1910179 沖縄環境企画 株式会社

沖縄県那覇市字仲井真１０７番地

大城 安世

098-831-9939

1910180 理想沖縄株式会社

沖縄県那覇市おもろまち４−６−３

保坂 健一

098-951-2112

1910181 株式会社 国際印刷

沖縄県那覇市宮城１丁目１３番９号

大田 康之

098-857-3385

1910182 有限会社 沖縄クリーン工業

那覇市久茂地三丁目２９番４１号

前田 裕樹

098-951-0370

1910183 株式会社松山商事

沖縄県うるま市字豊原４０２番地１

比嘉 信一

098-979-0510

1910184 リコージャパン株式会社

東京都大田区中馬込一丁目３番６号

坂主 智弘

050-3534-0800

1910185 コンピュータマインド株式会社

神奈川県川崎市宮前区宮崎二丁目１０番９号

竹内 次郎

044-856-9922

1910186 有限会社 スタプランニング

沖縄県那覇市与儀２丁目７番３号

赤嶺 剛

098-833-5519

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【物品】
受付番号

商号

本社所在地

代表者氏名

本社TEL

1910187 有限会社プロサウンドスタック

宜野湾市大山七丁目４番６号

糸数 聡

098-898-3977

1910188 浅野アタカ株式会社

東京都台東区北上野二丁目８番７号

小川 暢也

03-5827-7051

1910189 ＪＦＥ条鋼株式会社

東京都港区新橋五丁目１１番３号

渡邉 誠

03-5777-3811

1910190 有限会社 デーコム

沖縄県那覇市田原一丁目4番の1 サンヒルズ田
上原 正義
原2階

098-859-4511

1910191 いすゞ自動車九州株式会社

福岡県福岡市東区東浜1丁目10番85号

092-641-7711

1910192 株式会社リウコム

沖縄県那覇市久茂地１−７−１ 琉球リース総合
宜保 諭
ビル１１階

098-867-2584

1910193 沖縄パナソニック特機株式会社

那覇市西２丁目１５番１号

木村 隆夫

098-868-0131

1910194 沖縄自分史センター株式会社

沖縄県那覇市首里石嶺町2-127(A6-201）

山﨑 紀和子

098-960-4104

1910195 株式会社 アント出版

沖縄県糸満市西崎町４丁目21番の5

大城 佐和子

098-840-3777

1910196 株式会社シナジー

沖縄県宜野湾市大山七丁目10番14号 3階

下地 勝也

098-988-0184

1910197 株式会社オカノ

那覇市安謝1-23-8

與儀 盛輝

098-867-1611

1910198 株式会社普久原楽器

沖縄県沖縄市胡屋１−３−４

普久原 朝泰

098-938-9375

1910199 沖縄高速印刷株式会社

沖縄県島尻郡南風原町字兼城577番地

久場 篤彦

098-889-5513

1910200 光文堂コミュニケーションズ株式会社 沖縄県島尻郡南風原町字兼城５７７番地

外間 なるみ

098-889-1121

1910201 株式会社 宮盛産業機械

沖縄県島尻郡八重瀬町字宜次719-10

宮城 勇

098-998-5740

1910202 アジア航測株式会社

東京都新宿区西新宿六丁目１４番１号新宿グ
リーンタワービル

小川 紀一朗

03-5909-4181

1910203 有限会社 宜野座電機工業

沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶800番地

伊藝 善勝

098-968-3222

1910204 株式会社 東洋企画印刷

沖縄県糸満市西崎町四丁目21番5

大城 孝

098-995-4444

1910205 有限会社 沖翔クリーン

沖縄県那覇市曙2丁目8番18号

新垣 和史

098-862-2377

1910206 株式会社オーシーシー

沖縄県浦添市沢岻2丁目17番1号

天久 進

098-876-1171

1910207 彩優印刷

沖縄県島尻郡南風原町字山川２１番地

渡口 文雄

098-889-8997

1910208 ホシザキ沖縄株式会社

沖縄県那覇市泊三丁目３番１３号

平田 公夫

098-861-1240

1910209 サン電通エンジニアリング株式会社

沖縄県那覇市曙二丁目14番18号

仲本 聰

098-917-0070

1910210 みなみ印刷

沖縄県島尻郡南風原町字兼城381番地の5

下地 千恵子

098-889-2034

1910211 沖縄菱電ビルシステム株式会社

沖縄県那覇市久茂地１丁目３番１号

神尾 健二

098-866-1175

1910212 株式会社名豊

愛知県名古屋市中区松原二丁目２番３３号

中野 宏昭

052-322-0071

1910213 琉球総合ビル管理株式会社

沖縄県那覇市字仲井真３０３番地

上西 美智子

098-855-1608

1910214 株式会社 okicom

沖縄県宜野湾市大山１丁目17番１号

小渡 玠

098-898-5335

1910215 沖縄ビル・メンテナンス株式会社

沖縄県那覇市曙２丁目８番１８号

幸地 均

098-862-2551

1910216 株式会社近代美術

沖縄県島尻郡南風原町字兼城２０６番地

小井土 恵美

098-889-4113

1910217 株式会社 国建システム

沖縄県那覇市久茂地1丁目2番20号

幸地 長秀

098-867-7584

蛭間 淑雄

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【物品】
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本社所在地
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1910218 日東化学工業株式会社

福岡県北九州市小倉南区徳吉東四丁目9番1号 下村 賢史

093-451-2711

1910219 株式会社ブルー・オーシャン沖縄

沖縄県那覇市旭町112番地29フレスコア旭橋406 岩見 学

098-917-4849

1910220 株式会社トリアド工房

東京都八王子市大塚６３６番地の２

伊藤 民郎

042-675-2696

1910221 株式会社 前川製作所

東京都江東区牡丹三丁目14番15号

前川 真

03-3642-8181

1910222 株式会社リック

沖縄県那覇市久茂地二丁目１４番１号５Ｆ

永田 和生

098-988-0157

1910223 有限会社 第一機行

沖縄県那覇市久米1丁目16番10号

大城 政敏

098-867-6408

沖縄県那覇市銘苅二丁目6番27号

稲福 真悟

098-951-2092

1910224 レキオス・ウォーター株式会社
1910225 株式会社グラシアス沖縄

沖縄県浦添市仲間1-1-5 伊波ビル105号

田上 カルロス 098-943-6939

1910226 株式会社アイティフォー

東京都千代田区一番町２１番地

東川 清

03-5275-7841

1910227 福山商事株式会社

沖縄県浦添市牧港四丁目14番17号

福山 一郎

098-876-1111

1910228 株式会社沖縄電子

沖縄県宜野湾市大山3−3−9

宮城 啓一

098-898-2358

1910229 株式会社 エノビ防災技研

沖縄県沖縄市園田２丁目３５番１６号

栄野比 剛

098-932-0715

1910230 日本無線 株式会社

東京都三鷹市牟礼六丁目２１番１１号

荒 健次

03-6832-1721

1910231 株式会社 しんれんリース

沖縄県那覇市久茂地3丁目2番22号

大城 吉弘

098-866-5959

1910232 日本システムリサーチ株式会社

沖縄県那覇市山下町１８番２６号 沖縄県住宅供
渡久山 高嗣
給公社ビル

098-852-0202

1910233 有限会社 砂辺無線

沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山1709番地

砂邊 孝榮

098-889-3422

1910234 沖縄ホーチキ株式会社

沖縄県浦添市前田二丁目２０番１５号

喜瀬 啓二

098-946-7330

1910235 大髙商事株式会社

沖縄県那覇市曙二丁目１４番１３号

中村 裕二

098-861-2213

1910236 株式会社 国際システム

沖縄県那覇市壺川三丁目2番地4

木村 升

098-854-8352

1910237 鈴繁工業

愛知県愛西市西保町西川原１７０−２

向島 繁樹

0567-24-1024

1910238 東洋グリーン株式会社

東京都中央区日本橋人形町二丁目３３番８号

山田 孝雄

03-3249-7731

1910239 株式会社 地域科学研究所

大分市東春日町１番１号

平井 慎一

097-536-0061

1910240 株式会社沖縄ハートス

那覇市首里儀保町三丁目53番地

大川 仁史

098-884-7325

1910241 株式会社 りゅうせきエネルギー

沖縄県浦添市西洲2-2-3

安岡 靖晃

098-876-1881

1910242 太田建設 株式会社

沖縄県沖縄市比屋根４丁目２９番１号

太田 美範

098-933-6464

1910243 株式会社キャンサースキャン

東京都品川区西五反田二丁目8番1号

福吉 潤

03-6420-3390

1910244 有限会社 昭和興業

沖縄県宜野湾市真栄原２丁目５番１−２０１号

結城 和昭

098-894-9531

1910245 合資会社 アンリシステムサービス

沖縄県島尻郡八重瀬町字伊覇２８０番地３１

安里 剛

098-996-1471

1910246 光通信工業 株式会社

沖縄県浦添市牧港５丁目４番１０号

島袋 利和

098-870-1093

1910247 光電気工事 株式会社

沖縄県那覇市字大道７８番地の７

金城 正司

098-884-4131

1910248 大永建設工業 株式会社

沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜３６２番地の１１

大城 次男

098-956-6492

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【物品】
受付番号

商号

1910249 デルタ電気工業 株式会社
1910250

本社所在地
沖縄県宜野湾市我如古２丁目３６番１５号

クロスポイント・コンサルティング株式
沖縄県宜野湾市字宇地泊５５８番地１８
会社

代表者氏名

本社TEL

新垣 秀信

098-897-0513

川根 金栄

098-917-0570

1910251 株式会社ジェイエスキューブ

東京都江東区東雲1−7−12

内田 聡

03-5859-0170

1910252 西日本電信電話株式会社

大阪府大阪市中央区馬場町３−１５

小林 充佳

06-4793-7781

1910253 株式会社 開邦工業

沖縄県うるま市字州崎７番地１９

玉寄 将

098-934-2811

1910254 大和リース株式会社

大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１番３６号

森田 俊作

06-6942-8011

鹿児島県霧島市溝辺町崎森973-1

新垣 直哉

0995-58-4373

1910255

株式会社 南九州沖縄クボタ 大里
営業所

