令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【電気工事】
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1930002 興南施設管理株式会社

沖縄県浦添市牧港一丁目６０番６号

屋良 学

098-877-7269

A

1930003 琉球電機 株式会社

沖縄県浦添市当山一丁目７番２７号

宮城 さくらこ

098-943-9887

A

1930004 三協電設株式会社

沖縄県沖縄市与儀２丁目８番３号

大城 政明

098-932-2315

A

1930012 株式会社 安謝橋電機

沖縄県浦添市西原2-1-3

平良 博

098-877-7802

A

1930016 株式会社 國場組

沖縄県那覇市久茂地三丁目21番1号

玉城 徹也

098-851-5195

A

1930020 株式会社 天満電機産業

広島県尾道市高須町有江台２９５６−１０ 大村 利行

0848-47-7000

C

沖縄県那覇市前島二丁目２２番２８号

屋良 修

098-869-5698

A

1930024 合資会社 明光電気

那覇市壺川1-12-3

仲村 彰

098-833-3068

A

1930026 國和設備工業株式会社

那覇市久茂地三丁目２１番１号

仲原 泉

098-863-0100

B

1930030 株式会社 石川電設

沖縄県那覇市首里山川町二丁目６１番
地の３３

石川 美保子

098-885-0377

A

1930032 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

A

1930033 株式会社きらり電設

沖縄県那覇市字国場410番地

喜納 政之

098-833-7244

A

1930036 有限会社 オーケイ設備

沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山５２９番
大城 盛二郎
地

098-889-3713

B

1930056 有限会社 嶺技研

沖縄県豊見城市字名嘉地２５３番地

長嶺 政美

098-856-1498

A

1930060 株式会社 沖設備

沖縄県那覇市壺川二丁目１１番地１１

伊野波 盛守

098-835-9893

A

1930066 株式会社 トーマ電子サービス

沖縄県宜野湾市真志喜二丁目５番１２号 當間 榮信

098-897-9041

C

1930072 有限会社 丸和

沖縄県島尻郡八重瀬町字上田原１９０番
國吉 眞博
地

098-998-0460

B

1930073 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

A

1930077 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
県川崎市中原区中丸子13-2)

濱場 正明

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

A

1930092 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

B

1930094 株式会社 琉球エンジニア

沖縄県浦添市屋富祖三丁目33番2号

宇久村 栄

098-877-2146

B

1930101 株式会社 奥原電設

沖縄県那覇市字与儀３８０番地の８

奥原 聡

098-854-9676

A

1930104 有限会社 福正

沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭２９６番
伊福 正和
地

098-998-2227

B

1930105 株式会社 明電舎

東京都品川区大崎２丁目１番１号

三井田 健

03-6420-8502

A

1930112 有限会社 沖縄小堀電機

沖縄県浦添市伊祖３丁目１番７号

宇根 良彦

098-878-6385

A

1930114 株式会社翔南工業

沖縄県浦添市字港川２８１番地の２７

濱元 靖

098-878-7545

B

1930115 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

B

1930123 三菱化工機株式会社

神奈川県川崎市川崎区宮前町１番２号

髙木 紀一

044-246-7236

A

1930124 株式会社巴総業

沖縄県豊見城市字座安３４２番地１

安谷屋 真里

098-850-6615

A

1930137 有限会社 丸清産業

沖縄県南風原町字山川449番地

伊吉 弘

098-889-6544

A

1930138 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

A

1930140 株式会社 沖縄特電

沖縄県那覇市久茂地３丁目２１番１号

喜久本 弘

098-862-4235

A

1930023

株式会社 しんこうエンジニアリ
ング

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【電気工事】
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代表者氏名
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1930142 有限会社 万代設備

沖縄県中頭郡北谷町字桑江６３２番地１ 石嶺 晃

098-936-7488

B

1930144 有限会社 西部技建

沖縄県豊見城市字高安３４０−６番１０２
永山 清郎
号室

098-850-4537

A

1930150 沖電水工事株式会社

沖縄県那覇市前島2丁目1番10号

小波津 聰

098-867-6311

A

1930152 大洋電気工事 株式会社

沖縄県那覇市赤嶺２丁目１４番地１０

新垣 德市

098-858-0892

B

1930153 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

B

1930154 琉穂建設工業 株式会社

沖縄県那覇市字国場９０７番地

由浅 太

098-834-2082

A

1930157 パイオニア電設株式会社

沖縄県浦添市伊祖4丁目21番2号

新里 和也

098-877-0101

A

1930161 明和システム 株式会社

沖縄県浦添市前田３丁目８番１３号

比嘉 等

098-876-7087

B

1930168 （株）ミライト・テクノロジーズ

大阪府大阪市西区江戸堀3-3-15

髙畠 宏一

06-6446-3410

A

1930170 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

A

1930171 日進電気土木株式会社

沖縄県那覇市曙１丁目６番１５号

川満 建助

098-863-2784

A

1930174 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

A

1930175 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

A

1930176 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

A

1930177 株式会社 沖縄ダイケン

沖縄県那覇市おもろまち一丁目１番１２
号

山盛 博文

098-862-2991

A

1930179 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

B

1930180 沖縄オートメーション 株式会社

沖縄県名護市東江５丁目１３番１７号

宮里 吉廣

0980-52-1528

A

1930181 株式会社 比謝川電気

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２８４番
村山 博子
地

098-956-2253

A

1930186 有限会社 サンユウ設備

沖縄県中頭郡西原町字小那覇131番地

大城 秀三

098-945-0985

B

1930189 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

A

1930193 大友建設 株式会社

沖縄県豊見城市字田頭１０３番地２ 座
安マンション１０５号

桃原 芳道

098-840-6225

B

1930195 株式会社テクノ技建

沖縄県浦添市安波茶二丁目５番３号

安里 秀光

098-875-8500

B

1930201 株式会社 ヤカブ工業

沖縄県南城市玉城字屋嘉部400番地1

島袋 慶武

098-948-1946

C

1930205 株式会社 マテックス

沖縄県那覇市字国場８７２番地２

前田 正

098-855-8212

A

1930206 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

A

1930216 南光開発 株式会社

沖縄県那覇市字国場１１８５番地の６

玉城 功佳

098-855-7819

A

1930217 株式会社 フジタ電建

沖縄県豊見城市字高安９３５番地

藤田 富美子

098-850-9273

B

1930218 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

A

1930227 沖電開発株式会社

沖縄県浦添市牧港四丁目１１番３号

知念 克明

098-875-4444

A

1930232 株式会社沖創工

沖縄県那覇市長田２丁目５番４号

伊佐 一

098-832-1421

A

1930233 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

B

1930235 株式会社 沖縄共聴設備

沖縄県那覇市首里山川町２丁目６１番地
金城 今日子
１８

098-884-5008

B

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【電気工事】
受付番号

商号

1930238 有限会社 三栄技研
1930239 株式会社 リュウロード

本社所在地

代表者氏名

沖縄県島尻郡南風原町字神里２２９番地
安次富 幸常
の６
沖縄県豊見城市字保栄茂１２３５番地の
金城 博文
１

本社TEL

町ランク

098-888-0522

B

098-856-5552

C

1930240 三協電気工事 株式会社

沖縄県那覇市字天久９０３番地

松島 寛行

098-868-8141

A

1930242 有限会社 創和テクノ

沖縄県南城市知念字久原６３番地４

儀間 朝常

098-917-0455

B

1930251 ヤシマ工業 株式会社

沖縄県那覇市久米２丁目１６番２５号

仲田 一郎

098-863-2191

A

1930254 株式会社 大輝

沖縄県豊見城市字我那覇４４５番地１２

外間 守光

098-856-6482

A

1930256 株式会社 輝水

沖縄県那覇市長田１丁目２４番２４号

新垣 直輝

098-835-9018

C

1930259 日章電気工事 株式会社

沖縄県那覇市具志２丁目２９番２２号

神里 光正

098-996-2834

A

1930262 真喜志電設

沖縄県豊見城市字高安２番地

与儀 真喜

098-850-0325

A

1930266 有限会社 三国電工

沖縄県島尻郡南風原町字照屋２９２番地
幸地 兼昭
１

098-889-0080

A

1930269 株式会社 山城電気

沖縄県那覇市字仲井真２０５番地の２

098-833-3948

A

098-889-2232

B

098-945-2043

A

1930271 和光アクシス 株式会社
1930278 株式会社 東部電気土木

山城 勝則

沖縄県島尻郡南風原町字大名３１４番地
新垣 竜也
１
沖縄県島尻郡与那原町字上与那原３９８
神谷 光准
番地

1930282 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

A

1930285 株式会社 沖永開発

沖縄県浦添市牧港五丁目６番３号

安里 邦夫

098-877-6399

A

1930299 株式会社協和エクシオ

東京都渋谷区渋谷３−２９−２０

小園 文典

03-5778-1141

A

1930305 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

B

1930307 電進工事社

沖縄県豊見城市字高安３９２番地

當間 進

098-856-0562

B

1930308 南西空調設備株式会社

沖縄県那覇市銘苅1丁目10番12号

久高 将泰

098-864-1125

B

1930310 株式会社 ケイアイエム

沖縄県那覇市泉崎１丁目１７番３号

山城 正也

098-867-6190

B

1930311 重信電気工事株式会社

沖縄市安慶田1丁目24番31号

長嶺 禎

098-937-2534

A

1930316 株式会社 アサヒ

沖縄県那覇市泊二丁目１番１１

福重 勉

098-869-5990

B

1930318 有限会社 佐久川電研

沖縄県中頭郡西原町字翁長853-3番地

佐久川 弘美

098-946-9338

A

1930335 南部電工 株式会社

沖縄県糸満市西崎町五丁目６番地２０

照屋 正秀

098-994-2607

A

1930341 株式会社 ゼネラル電設

那覇市首里大名町1-126-6

新川 秀盛

098-887-3012

A

1930343 株式会社 アミティ・ジャパン

沖縄県那覇市寄宮2丁目２９番７号

末吉 洋次郎

098-834-1004

C

1930346 株式会社 鏡原組

沖縄県那覇市鏡原町２７番１号

新里 英正

098-857-2722

B

1930348 有限会社 エスティ通信

沖縄県那覇市鏡原町１６番２号

島袋 進

098-857-6723

C

1930351 株式会社 大新電設工業

沖縄県那覇市字仲井真４００番地１

池上 秀一

098-834-5331

B

1930354 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

A

1930356 九昭電設工業 株式会社

福岡県北九州市小倉北区西港町３０番４
池上 秀一
号

093-571-7771

A

1930362 日本コムシス株式会社

東京都品川区東五反田二丁目１７番１号 加賀谷 卓

03-3448-7171

A
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1930366 株式会社 屋良電化ストア

沖縄県那覇市三原２丁目１番３５号

屋良 朝一

098-832-6763

C

1930368 株式会社 リウデン

沖縄県浦添市勢理客４丁目１９番１号

上間 亮

098-875-2346

A

1930372 株式会社 沖縄計装工事

沖縄県浦添市西原５丁目４５番１号

安里 康伸

098-874-5620

A

1930374 大和電工株式会社

沖縄県那覇市若狭三丁目45番10号

宮里 敏彦

098-869-4048

A

1930380 有限会社 浦崎

沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１３０７
浦崎 正典
番地

098-998-7602

C

1930387 株式会社 那覇電工

沖縄県那覇市若狭三丁目15番1号

比嘉 幸宏

098-868-8674

A

1930397 株式会社大幸電設

沖縄県那覇市字国場１１７６番地２

大城 幸也

098-853-7447

A

1930400 株式会社 宜野湾電設

沖縄県宜野湾市赤道２丁目２０番２号

仲村 明

098-892-4303

A

1930402 大協電気工事 株式会社

沖縄県那覇市首里大名町３丁目１７番６ 上村 勝

098-887-3879

A

1930403 ケーアンドイー株式会社

東京都新宿区津久戸町２番１号

岩間 和久

03-3266-0573

A

1930405 有限会社浜冷機工業

沖縄県島尻郡南風原町字神里２５１番地 前濱 宏榮

098-889-2795

C

1930406 有限会社 アサト電気

沖縄県島尻郡与那原町字与那原１１５１
安里 昌廣
番地の２

098-945-1988

A

1930409 仲程土建 株式会社

沖縄県宜野座村字惣慶１７７１番地の９

仲程 俊郎

098-968-8888

B

1930411 株式会社 熊谷組

東京都新宿区津久戸町2番1号

櫻野 泰則

03-3260-2111

A

1930414 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

A

1930421 有限会社 共栄電気工事

沖縄市東一丁目４番１５号

仲本 房江

098-937-3345

A

1930426 株式会社 當間電工

沖縄県那覇市字真地47番地1

當間 幸雄

098-833-4577

A

1930427 金秀鉄工 株式会社

沖縄県中頭郡西原町字小波津５６７番地 川満 彦三

098-945-3351

B

1930433 有限会社コムテック創研

沖縄県那覇市首里石嶺町四丁目２２９番
大城 豊
地の６

098-835-5353

B

1930434 株式会社 丸福

沖縄県浦添市勢理客三丁目３番１３号

濱元 貞雄

098-878-8412

A

1930435 有限会社 沖縄電気建設

沖縄県浦添市牧港４丁目２番３号

比嘉 定光

098-875-1910

A

1930441 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
玉城 正利
ツビル２０２

098-897-4663

B

1930445 株式会社 沖縄エジソン

沖縄県那覇市字真地３６９番地

安次嶺 之治

098-854-5181

B

1930454 金城電気工事（株）

沖縄県那覇市安里3丁目6番29号

吉濱 功佑

098-867-7311

A

092-523-6331

A

098-946-0286

B

03-6853-7300

A

1930456 株式会社 九電工
1930462 有限会社 玉電エンジニア
1930464 メタウォーター株式会社

福岡県福岡市南区那の川1丁目23番35
西村 松次
号
沖縄県南城市大里字大城１９９５番地の
玉城 智也
２
東京都千代田区神田須田町一丁目２５
中村 靖
番地

1930465 株式会社 西崎興業

沖縄県糸満市西崎１−１１−５

金城 和良

098-994-4828

A

1930468 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

A

パナソニックＥＳエンジニアリング 大阪府大阪市中央区城見二丁目１番６１
黒川 昭隆
株式会社
号

06-6910-0131

A

1930471

1930477 株式会社 沖電工

沖縄県那覇市壺川二丁目１１番地１１

大嶺 克成

098-835-9895

A

1930478 富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社

神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地

日下 高

044-548-4500

A

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【電気工事】
受付番号

商号

本社所在地

1930480 株式会社 西原環境

東京都港区海岸三丁目20番20号

1930481 大成設備工業 株式会社

代表者氏名

町ランク

03-3455-4441

A

沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目４４４番
狩俣 吉信
地６

098-871-4031

B

1930482 丸茂電機株式会社

東京都千代田区神田須田町1-24

丸茂 正俊

03-3252-0321

A

1930484 株式会社 ナカソネ電省

沖縄県中頭郡西原町字幸地３３２番地

仲宗根 弘

098-946-7716

A

1930486 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

B

1930488 株式会社 山川電気

沖縄県那覇市識名二丁目１５番１５号（１
山川 光雄
０１号）

098-987-1420

A

1930489 日本電設工業株式会社

東京都台東区池之端一丁目2番23号

土屋 忠巳

03-3822-8811

A

沖縄県宜野湾市大山七丁目8番13号

ケネス マーク エク
098-897-6781
スタースティン

A

1930492 金秀建設 株式会社

沖縄県那覇市旭町１１２番地１

呉屋 守孝

098-869-1350

B

1930497 琉球通信工事株式会社

那覇市安里3丁目4番12号

外間 元三

098-867-4111

A

1930504 ＪＦＥエンジニアリング株式会社

神奈川県横浜市鶴見区末広町二丁目１
大下 元
番

045-505-8901

A

1930510 株式会社 新共電気工業

沖縄県那覇市字国場１１８３−８

新垣 勇誠

098-855-5589

A

1930513 株式会社 大城組

沖縄県浦添市勢理客四丁目18番5号

仲西 聰

098-877-3625

A

098-889-1285

B

098-897-4173

A

1930490

アメリカンエンジニアコーポレイ
ション

1930514 合資会社 久保田電設工業
1930515 株式会社 トミレディオ

ヤニック・ラット

本社TEL

沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山１６８８
久保田 善文
番地
沖縄県宜野湾市真志喜３丁目１９番２９
富村 司
号

1930516 株式会社 八起電設

那覇市長田二丁目10番33号

仲嵩 由成

098-833-3041

A

1930517 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

A

1930519 南西電設 株式会社

沖縄県那覇市前島二丁目１５番２７号Ａｓ
親泊 政夫
ｓｅｔ前島１Ｆ

098-863-6038

A

1930521 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

B

1930525 株式会社 フソウ

香川県高松市郷東町７９２ー８

野村 充伸

087-881-0210

A

1930526 日本電算設備 株式会社

東京都中央区新川１丁目２２番１１号

斎藤 幸二郎

03-6228-3600

A

1930528 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

B

1930529 東洋電気工事 株式会社

沖縄県沖縄市宮里三丁目８番３７号

柴引 清保

098-937-4445

A

1930530 株式会社オカノ

那覇市安謝1-23-8

與儀 盛輝

098-867-1611

A

1930533 株式会社 屋部土建

沖縄県名護市港二丁目６番５号

津波 達也

0980-53-2227

B

1930534 電気興業株式会社

東京都千代田区丸の内３−３−１

松澤 幹夫

03-3216-1671

A

1930535 株式会社 カイ総合設備

沖縄県那覇市字真地３８８番地の６

比嘉 常雅

098-855-9044

A

1930536 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

A

1930537 五洋建設株式会社

東京都文京区後楽二丁目２番８号

清水 琢三

03-3816-7111

A

1930539 株式会社 祖慶電設工業

沖縄県那覇市小禄3丁目10番地3

祖慶 良昌

098-857-5724

A

1930541 株式会社 シンテック

沖縄県那覇市銘苅2丁目4番51号

新里 順一

098-867-1111

A

1930544 株式会社 りゅうせき建設

沖縄県浦添市勢理客４丁目２０番１号

城間 祥進

098-878-3388

A

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【電気工事】
受付番号

商号

本社所在地

代表者氏名

本社TEL

町ランク

1930547 株式会社 日立製作所

東京都千代田区丸の内一丁目６番６号

東原 敏昭

03-3258-1111

A

1930549 株式会社テクノ菱和

東京都豊島区南大塚2-26-20

黒田 英彦

03-5978-2541

A

1930556 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

A

1930557 沖縄三菱電機販売 株式会社

沖縄県宜野湾市大山七丁目１２番１号

肥後 通人

098-898-1111

A

1930559 有限会社 照電社

沖縄県糸満市西崎町三丁目２０１番地

仲間 博明

098-995-0348

A

1930561 株式会社 四電工

香川県高松市花ノ宮町二丁目３番９号

宮内 義憲

087-840-0230

A

1930572 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

C

1930574 東急建設 株式会社

東京都渋谷区渋谷一丁目１６番１４号

寺田 光宏

03-5466-6299

A

1930575 株式会社 大成

沖縄県南城市大里字大城５３８番地の８ 吉田 敏彦

098-946-8383

A

東芝インフラシステムズ 株式会
神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 今野 貴之
社
サン電通エンジニアリング株式会
1930582
沖縄県那覇市曙二丁目14番18号
仲本 聰
社
沖縄県那覇市首里久場川町二丁目２８
當眞 正次
1930584 株式会社 正太商事工業
番１号

044-331-0880

A

098-917-0070

A

098-887-5853

B

1930587 共和化工 株式会社

東京都品川区西五反田七丁目25番19号 吉村 俊治

03-3494-1311

B

1930589 有限会社 沖島電機

沖縄県島尻郡南風原町字大名３２７番地
嶺井 一彦
の２

098-888-3779

B

稲福 真悟

098-951-2092

C

1930579

1930592 レキオス・ウォーター株式会社

沖縄県那覇市銘苅二丁目6番27号

1930595 株式会社 錢高組

大阪府大阪市西区西本町二丁目２番４
号

銭高 久善

06-6531-6431

A

1930598 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

A

1930600 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

A

1930609 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

B

1930611 デルタ電気工業 株式会社

沖縄県宜野湾市我如古２丁目３６番１５
号

新垣 秀信

098-897-0513

A

1930614 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

A

1930615 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

A

1930619 有限会社 光和エンジニアリング 那覇市字国場１０１９番地の２

屋宜 宣光

098-834-2168

A

1930626 沖縄ホーチキ株式会社

喜瀬 啓二

098-946-7330

A

沖縄県浦添市前田二丁目２０番１５号

