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1930001 有限会社曙開発

沖縄県八重瀬町字屋宜原60番地１

仲村 英明

098-998-5987

D

1930006 有限会社 燕建設

沖縄県中頭郡西原町字呉屋100番地３ 仲西 伸之

098-944-1289

C

1930007 有限会社 国吉組

沖縄県うるま市石川二丁目２３番８号

石川 裕憲

098-964-2158

A

1930008 株式会社 平仲建設

沖縄県豊見城市字平良１１５番地大丸
荘２０２

平仲 正春

098-856-0360

D

1930009 有限会社 琉創建設

沖縄県うるま市字豊原519番地8

玉寄 實

098-975-0830

B

1930010 株式会社 太名嘉組

沖縄県浦添市大平２丁目１番１号

名嘉 太助

098-878-9558

A

1930014 株式会社 オリジン建設

沖縄県那覇市樋川２丁目６番１０号

長山 宏

098-854-6001

A

1930015 有限会社 東洋建設

西原町字我謝２４１番地

安谷屋 智章

098-945-2288

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

1930017 有限会社 協和工務店

沖縄県島尻郡八重瀬町字後原５１４番
地の２

平仲 清美

098-998-1083

C

1930019 株式会社 嶺建設

沖縄県豊見城市字高安９１５番地の１

安次嶺 早寿

098-856-5963

A

1930022 有限会社 平良建設

沖縄県島尻郡八重瀬町字安里710番地 平良 秀晃

098-998-2248

D

1930025 前田建設株式会社

宜野湾市真栄原一丁目9番20号

仲地 政和

098-898-2383

A

1930027 株式会社 幸石建設

沖縄県うるま市みどり町四丁目１番１５
号A−２

金城 靖

098-982-6639

B

1930029 株式会社 川平土木

南城市大里字高平138番地

川平 賀継

098-945-2335

B

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

1930035 株式会社 瀬底土建

沖縄県豊見城市字我那覇２２９番地

瀬底 清進

098-850-0740

C

1930039 株式会社 技建

沖縄県南城市大里字古堅１２０６番地３ 津波古 健二

098-945-2787

A

1930040 株式会社 善太郎組

沖縄県那覇市字田原１９３番地

翁長 恵子

098-857-1023

A

1930043 有限会社 大繁建設

沖縄県豊見城市字翁長２９２番地４

赤嶺 繁夫

098-850-5059

D

1930044 株式会社 寿開発

沖縄県那覇市字上間２３６番地

金城 幸雄

098-835-4838

A

1930045 株式会社 古波蔵組

那覇市泉崎一丁目２２番１２号

古波蔵 太志

098-951-3723

A

1930046 有限会社 ザマミ建設

沖縄県南城市大里字古堅926-1

津波古 英孝

098-945-3944

C

1930049 株式会社 高橋土建

沖縄県那覇市前島3丁目13番11号

玉城 俊夫

098-862-5188

A

1930050 日乃出鉄工 株式会社

沖縄県中頭郡西原町字小那覇９０１番
地

内間 弘

098-946-2811

D

1930051 座波建設 株式会社

沖縄県浦添市字城間３０１９番地

座波 博史

098-878-1010

A

1930052 有限会社 タイセイ産業

沖縄県糸満市西崎町５丁目１２−１６

大城 清

098-994-4892

D

1930054 有限会社 伊世開發

沖縄県南城市大里字稲嶺１２５３番地１ 伊集 薫

098-943-2364

C

1930057 有限会社 仲村組

沖縄県那覇市古波蔵3丁目17番5号

仲村渠 孝

098-834-2144

A

1930058 株式会社 東邦

沖縄県那覇市港町２丁目１６番７号

照喜名 智

098-863-1411

D

1930064 有限会社 仲座開発

沖縄県豊見城市字平良２２０番地

仲座 義輝

098-840-2933

B

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【建築工事】
受付番号

商号

本社所在地
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町ランク

1930068 株式会社スポーツテクノ和広

東京都品川区南大井３丁目６番１８号

髙松 保雄

03-3762-8351

C

1930069 有限会社 南風原工務店

沖縄県那覇市字国場１１６９番地６ ピュ
玉寄 勝也
アセブンズ１０２

098-832-5713

B

1930070 株式会社 金城組

沖縄県那覇市字安里45番地

金城 永真

098-860-7977

A

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

B

沖縄県宜野湾市宜野湾三丁目２番１６
津波 克守
号
東京都品川区西品川１−１−１(神奈川
濱場 正明
県川崎市中原区中丸子13-2)

098-892-1101

A

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

A

1930078 株式会社 東洋土木工業

沖縄県豊見城市字与根８９番地５

赤嶺 武男

098-850-3912

A

1930079 株式会社 丸元建設

沖縄県那覇市壺川２丁目１３番２６号

糸数 幸恵

098-853-3261

A

1930083 有限会社サンオキ

沖縄県中頭郡読谷村字楚辺２０６０番地
上地 豊
１

098-956-9696

D

1930084 沖縄ペイント株式会社

沖縄県那覇市前島2丁目1番14号

與那嶺 毅

098-862-7721

D

1930088 株式会社 美善建設

沖縄県中頭郡西原町棚原１丁目２０番
地の１４ マイライフ１０１号室

根保 直樹

098-944-3588

A

1930090 株式会社 富士建設

沖縄県宜野湾市志真志四丁目2番2号

手登根 明

098-898-4889

A

1930095 株式会社新栄組

沖縄県中頭郡中城村字津覇６４４番地２ 新垣 榮範

098-895-2747

A

1930099 平安座総合開発 株式会社

沖縄県うるま市与那城平安座8290番地 下條 義明

098-977-8205

A

1930100 株式会社 小波津組

沖縄県那覇市港町二丁目１番６号

小波津 英正

098-861-5005

A

1930102 株式会社 大寛組

那覇市東町１６番９号

大濵 均

098-868-1015

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

1930107 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社

岐阜県大垣市神田町二丁目55番地

土屋 智義

0584-81-5111

A

1930110 有限会社 大松産業

沖縄県那覇市字真地３４１番地１上間ア
松田 政次
パート１０１号

098-996-3066

C

1930113 金秀沖縄ピーシー株式会社

沖縄県那覇市旭町112番地1

宮 憲男

098-868-3050

B

1930117 株式会社 京和土建

沖縄県那覇市字識名２９０番地２１

赤嶺 敬介

098-834-5143

D

1930118 株式会社 大智

沖縄県島尻郡南大東村在所264番地4

屋嘉比 康暢

09802-2-2825

B

1930119 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

A

1930121 株式会社 鴻池組

大阪府大阪市中央区北久宝寺町３−６
蔦田 守弘
−１

06-6245-6500

A

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

1930125 有限会社 辰雄建設

沖縄県那覇市宮城１丁目１６番１９、１階 安里 繭子

098-840-1877

A

1930127 株式会社 北盛建設

沖縄県那覇市宇栄原４丁目６番２２号

北谷 清盛

098-858-4022

B

1930128 有限会社 グローイングサービス 沖縄県宜野湾市愛知３丁目１０番３６号 東江 良憲

098-892-0660

D

1930075 光南建設株式会社
1930077 株式会社富士通エフサス

1930129 株式会社 武山建設

沖縄県島尻郡南風原町字大名２３１番
地の１０

武村 隆

098-888-1516

D

1930131 有限会社 フォースター

八重瀬町字小城３７６−１

仲座 義則

098-998-9397

D

1930133 株式会社 尚輪興建

沖縄県那覇市字真地４２１番地１５

下地 喜広

098-834-9736

A

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【建築工事】
受付番号

商号

本社所在地

代表者氏名
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町ランク

1930134 有限会社 宮城重機土木

沖縄県南城市佐敷字手登根４７１番地２ 宮城 正利

098-947-6120

D

1930139 株式会社 共立実業

沖縄県島尻郡与那原町板良敷３５９番
地の２

村吉 政勇

098-946-9000

C

1930141 株式会社 タダシ建設

沖縄県浦添市仲間３丁目１１番７号

川満 匡

098-878-5449

A

1930145 青木あすなろ建設 株式会社

東京都港区芝四丁目８番２号

辻井 靖

03-5419-1011

A

1930146 株式会社 ぐすく建設

沖縄県那覇市字仲井真３４６番地１、２０
大城 昂
３

098-835-2981

B

1930147 旭建設株式会社

沖縄県中頭郡北谷町字浜川４８番地

翁長 淳

098-936-2267

A

1930148 株式会社 沖栄建設

沖縄県那覇市字仲井真７７番地１２

儀武 哲明

098-854-3066

B

1930149 有限会社 ツネダ塗装工業

沖縄県那覇市字銘苅１８０番地１ ４Ｆ

常田 省三

098-885-5130

D

1930151 矢野建設株式会社

大阪府大阪市中央区南船場四丁目６番
矢野 勇治
１０号

06-4704-0471

A

1930156 有限会社 新都開発

沖縄県豊見城市字与根75番地3

新崎 彪

098-840-2160

D

1930159 株式会社 徳里産業

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納４７７
番地

傳道 勉

098-956-0789

A

1930162 株式会社 丸浩重機工業

沖縄県南城市大里字古堅７５２番地１

比嘉 俊浩

098-945-4387

D

1930163 有限会社 上原地下

沖縄県糸満市糸満８番地

上原 修

098-992-3303

D

1930164 株式会社 丸憲

沖縄県那覇市泉崎１丁目１６番５号

末吉 繁政

098-863-3632

A

1930165 株式会社 屋島組

沖縄県那覇市西２丁目１６番３号

屋冨祖 秀清

098-867-5505

A

1930166 株式会社 野里組

沖縄県那覇市字大道７８番地の２２

野里 行英

098-885-4048

B

1930167 株式会社 ＩＭＩＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

沖縄県那覇市おもろまち２丁目２番１９
号

池原 紀夫

098-867-1149

A

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

B

1930169 有限会社 新八土建

沖縄県豊見城市字豊見城２８８番地の１ 池間 廣明

098-856-1100

C

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
山盛 博文
号

098-862-2991

C

1930182 ムトウ建設 株式会社

沖縄県那覇市安謝１丁目２３番１号

098-866-7553

D

1930183 株式会社 太閤建設

沖縄県那覇市おもろまち四丁目２０番１
浦崎 家三
６号

098-951-0885

B

1930187 ㈲たましろ建設

沖縄県糸満市西崎町５−６−３

玉城 弘一

098-992-3728

B

1930190 株式会社 豊神建設

沖縄県豊見城市字根差部７２４番地４

上原 進

098-850-5630

A

1930191 ㈱共和技研

沖縄県豊見城市字我那覇５０１番地１

森下 正司

098-850-6640

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
桃原 芳道
安マンション１０５号

098-840-6225

A

1930194 松尾建設株式会社

佐賀県佐賀市多布施１丁目４番２７号

松尾 哲吾

0952-24-1181

A

1930196 有限会社 神谷産業

沖縄県那覇市大道７５番地の１ ２Ｆ

神谷 善高

098-886-1250

B

1930197 （株）日光建設

沖縄県那覇市長田一丁目4-8、302号

大城 文男

098-833-6255

C

1930198 有限会社山一開発

沖縄県那覇市繁多川二丁目１番５０号

山田 善一

098-836-7807

B

1930200 有限会社繁栄開発

沖縄県那覇市繁多川二丁目１番５０号

山田 昭子

098-836-7822

D

武東 愛一郎
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1930207 株式会社 リフレッシュ沖縄

沖縄県那覇市字仲井真３９８番地２８

上間 和仁

098-835-4902

D

1930208 株式会社 大宜見組

沖縄県那覇市古島1丁目９番地の１２

大宜見 英夫

098-887-0380

A

1930209 有限会社 尚建設

沖縄県うるま市字大田３２１番地

大城 正文

098-974-9039

B

1930214 有限会社 沖縄建装工業

沖縄県那覇市首里石嶺町二丁目２４８
番地５

向井 芳治

098-887-6110

C

1930219 有限会社 三東開発

沖縄県糸満市西崎町５丁目１４番地７

照屋 次昭

098-992-6690

D

1930222 株式会社 信吉組

沖縄県那覇市字上間２６０番地１

吉田 亨

098-834-5555

A

1930223 有限会社 Dプラン開発

沖縄県糸満市潮崎町３丁目１５番地６

玉城 勝二

098-996-4681

D

1930224 有限会社 大喜商建

沖縄県糸満市西崎１丁目３１番１３号

大城 利子

098-995-2313

D

1930225 有限会社与座建設

沖縄県浦添市伊祖五丁目５番５号

與座 良幸

098-878-0468

D

1930226 有限会社明生建設

沖縄県中頭郡西原町字翁長１５８番地１ 池原 淳

098-945-4862

B

1930227 沖電開発株式会社

沖縄県浦添市牧港四丁目１１番３号

098-875-4444

A

1930228 有限会社大地建設

沖縄県那覇市古波蔵二丁目１７番１６号 上地 功

098-836-9687

A

1930234 沖縄ガスリビング 株式会社

沖縄県那覇市西３丁目１３番２号

島 紀彦

098-866-3490

C

1930237 沖阪産業 株式会社

沖縄県那覇市港町３丁目５番１号

座波 博史

098-862-2321

A

1930239 株式会社 リュウロード

沖縄県豊見城市字保栄茂１２３５番地の
金城 博文
１

098-856-5552

D

1930247 株式会社 野原建設

沖縄県那覇市長田二丁目10番32号

098-853-2943

A

098-891-6281

D

098-998-6809

D

1930248 有限会社 極東産業
1930252 豊建工業 株式会社

知念 克明

上地 修

沖縄県豊見城市字保栄茂２０５番地１０
長嶺 光男
２
沖縄県島尻郡八重瀬町字世名城４６９
豊川 修
番地の１

1930257 株式会社 照正組

沖縄県那覇市字国場１１７０番地の６

照屋 圭太

098-834-3783

A

1930258 株式会社 照屋土建

沖縄県糸満市西崎町５丁目１４番地７

照屋 正人

098-992-5644

A

1930272 有限会社 儀武組

沖縄県島尻郡与那原町板良敷１３９−１ 儀武 昇

098-945-7498

A

1930273 大晋建設 株式会社

那覇市古波蔵3-6-5

大城 壮司

098-831-7777

A

1930274 大光産業

沖縄県豊見城市字平良１０２番地１

大城 光正

098-850-4833

D

098-998-7679

C

098-840-1576

C

1930276 株式会社 三大土木産業
1930277 有限会社 新長堂土木

沖縄県島尻郡八重瀬町字大頓１４２０番
本部 武弘
地
沖縄県那覇市小禄五丁目１６番地４ ３
髙良 正哉
０３号

1930279 株式会社 協亜建設

沖縄県糸満市字真栄里４８３番地２

玉城 勝二

098-992-2079

C

1930280 有限会社 盛土建

沖縄県島尻郡八重瀬町字志多伯37912

新垣 幸清

098-998-8685

D

1930283 株式会社 伸和建設

沖縄県那覇市字上間293番地の2

名嘉 重男

098-834-1392

B

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

B

1930287 拓南製作所株式会社

沖縄県中城村字伊舎堂３５４番地

小湾 正博

098-895-6455

A

1930288 株式会社 大雄土木

沖縄県豊見城市字座安３３２番地の４

大城 貞雄

098-856-4555

D

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【建築工事】
受付番号

商号

本社所在地

代表者氏名

本社TEL

町ランク

1930289 有限会社 大満土建

沖縄県那覇市字上間２１０−１

大城 文男

098-836-2368

B

1930290 株式会社 重建

沖縄県那覇市首里末吉町四丁目2番地
比嘉 真也
23

098-888-3885

C

1930291 株式会社郷建設

沖縄県那覇市宇栄原二丁目13番6号

098-858-2309

A

098-868-9914

D

098-854-0160

A

1930293 株式会社 おきなわ浄環技建
1930294 株式会社 南成建設

眞榮城 嘉一

沖縄県那覇市字銘苅322番地5マエシロ
西平 守利
ビル201号
沖縄県那覇市壺川2−13−41上原ビル
屋宜 宣光
103号

1930295 國幸興發株式会社

那覇市泉崎１−１６−１８

國場 幸博

098-861-3777

D

1930296 有限会社 長浜建設

沖縄県浦添市仲西２丁目３番１５号

長濱 忠盛

098-877-1774

D

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

1930302 有限会社 東信開発

沖縄県南城市玉城字堀川570-2

新垣 信定

098-948-7202

D

1930303 大豊建設株式会社

東京都中央区新川１丁目２４番４号

大隅 健一

03-3297-7000

A

1930304 株式会社 正吉建設

沖縄県那覇市字仲井真３６５番地２

赤嶺 勲

098-853-3839

A

1930309 (株)仲本工業

沖縄県沖縄市美里六丁目5番1号

仲本 豊

098-938-8086

A

1930312 株式会社 玉新建設

沖縄県那覇市壺川2−13−15

大城 幸進

098-835-4200

A

1930313 株式会社 シンコウハウス工業

沖縄県うるま市字大田２７４番地６

新垣 盛範

098-973-8775

A

1930315 瀬底工務店株式会社

沖縄県南城市佐敷字手登根５６５番地１ 瀬底 正邦

098-947-1233

D

1930320 株式会社 新秀

沖縄県浦添市安波茶二丁目２１番２号

098-875-0637

C

098-994-8567

A

098-998-8842

D

1930321 有限会社 金城建設
1930322 有限会社 新芽開発

崎濵 秀博

沖縄県糸満市西崎町五丁目１０番地の
金城 暁彦
１１
沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原７５番
新垣 美佐子
地５

1930330 株式会社 大進建設

沖縄県那覇市具志三丁目２３番２１号

前原 進

098-840-9663

A

1930331 株式会社 南山開発

沖縄県豊見城市字高安６０８番地

浦崎 ひとみ

098-850-2574

A

1930338 共和産業 株式会社

沖縄県那覇市前島一丁目９番７号

武富 和裕

098-866-3228

A

1930339 株式会社 栄建

沖縄県那覇市字仲井真２４３番地の４

宮城 栄吉

098-835-3296

D

1930344 有限会社 永喜建設

沖縄県島尻郡南風原町字照屋３２４番
地の２

大城 健

098-882-6285

D

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

A

1930347 （株）共和

沖縄県那覇市識名２丁目１５番１５号

浦崎 健

098-833-6839

D

1930353 株式会社 金松組

沖縄県糸満市字与座412番地の111

屋嘉比 智美

098-994-8959

C

1930359 安岡建設株式会社

沖縄県那覇市字天久918番地6

大村 光昭

098-943-7264

B

1930360 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

D

1930361 株式会社 大永開発

沖縄県那覇市字上間３８９番地１

新川 むつみ

098-894-6720

D

1930363 結塗装

沖縄県那覇市宇栄原１丁目１１番２号

奥平 定一

098-987-1724

D

1930365 有限会社 登竜土建

沖縄県那覇市首里末吉町２丁目１１７番
金城 竜
地

098-887-1881

D

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【建築工事】
受付番号
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1930369 有限会社 大城アルミ工業

沖縄県糸満市西崎町５丁目８番地３

大城 勇

098-994-3831

D

1930370 有限会社 開拓

沖縄県那覇市字国場９２１番地４ １−Ａ 屋宜 辰

098-856-4727

D

1930371 株式会社 沖縄建材

沖縄県那覇市久茂地３丁目２１番１号

098-877-2711

C

1930373 有限会社 大和建設

沖縄県島尻郡南風原町字照屋７番地の
大城 京子
１

098-987-1310

D

1930376 有限会社 当銘ペイント商会

沖縄県豊見城市字高安３１６番地１

当銘 美彦

098-850-7418

D

1930378 株式会社 大修建設

沖縄県浦添市城間１丁目２９番７号

謝花 裕文

098-874-2827

D

1930379 株式会社 キョウシン開発

沖縄県那覇市字国場９２１番地４ １−
Ｂ

玉那覇 友昭

098-996-1760

D

1930381 有限会社 大南建設工業

沖縄県南城市玉城字當山６１番地

大城 清

098-948-2610

D

1930382 株式会社 トクシュ

沖縄県那覇市字上間２１２番地の１

與那原 剛

098-854-5331

B

1930383 有限会社 仲土建

沖縄県那覇市字仲井真３９２番地

仲里 源正

098-853-9033

C

1930386 株式会社 大一上建設

沖縄県豊見城市字名嘉地２５０番地バ
イパスビル２０６号

伊敷 操

098-851-9528

D

1930388 琉幸建設 株式会社

沖縄県うるま市与那城饒辺192番地の3 幸地 優

098-798-8296

A

1930394 株式会社 乃村工藝社

東京都港区台場2丁目3番4号

03-5962-1171

A

1930398 株式会社 米正建設

沖縄県那覇市字仲井真３９４番地の１９ 米盛 みつ子

098-855-1670

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

1930407 有限会社 咲尚建設

沖縄県那覇市字真地３４１番地１

知念 政憲

098-854-5127

D

1930408 株式会社ニシダ工業

沖縄県那覇市真嘉比３丁目６番３号

西田 伯夫

098-884-1710

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

A

1930410 有限会社 明城建設

沖縄県沖縄市池原二丁目１５番３５号

山城 重幸

098-939-7134

A

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

1930412 上門工業株式会社

沖縄県沖縄市池原１丁目６番１０号

上門 信孝

098-938-3093

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
宮平 永市
地13

098-956-2072

C

1930415 有限会社 セイシン住興

沖縄県豊見城市字上田５６９番地

098-850-4688

B

1930416 有限会社 環境クリーン開発

沖縄県那覇市字仲井真２０５番地３ 新
金城 繁治
垣ハイツＡ棟１０５

098-834-5260

D

1930419 株式会社 丸松建設

沖縄県沖縄市美原一丁目６番５号

棚原 義隆

098-937-1088

A

1930422 株式会社 新輝塗装店

沖縄県那覇市国場１１６９番地６

田原 明

098-835-9880

D

1930424 株式会社 秀建工業

沖縄県島尻郡南風原町宮平３４２番地
の４

崎濱 秀昭

098-888-0150

D

1930425 株式会社 内間土建

沖縄県浦添市伊祖２丁目５番２号

内間 司

098-879-3481

B

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

A

1930428 大鏡建設 株式会社

沖縄県那覇市字小禄９１２番地１

平良 修一

098-857-7117

A

1930429 株式会社 大地クリア

沖縄県那覇市字小禄９１２番地１

山入端 豊

098-859-2522

D

知念 実

榎本 修次

平川 清
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1930431 株式会社 第一建設

沖縄県豊見城市字翁長７５６番地７

照屋 正明

098-850-4075

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

D

1930436 先嶋建設株式会社

沖縄県那覇市松山１丁目３５番２号

黒島 一洋

098-868-1079

A

098-998-3011

A

098-992-4668

D

098-997-2936

C

098-889-3851

D

092-523-6331

A

1930446 有限会社 仲座建設
1930447 有限会社 一城建設
1930449 有限会社 成華開発
1930450 株式会社仲里建設
1930456 株式会社 九電工

沖縄県島尻郡八重瀬町字小城１８３番
仲座 哲男
地
沖縄県糸満市字照屋１２７７番地１なみ
大城 修
へいマンション１０４号
沖縄県糸満市字宇江城525番地

高嶺 馨

沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山５０８
仲里 友一
番地
福岡県福岡市南区那の川1丁目23番35
西村 松次
号

1930460 オパス 株式会社

沖縄県浦添市前田三丁目3番2号

與那嶺 泰輔

098-877-7120

D

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

D

1930466 有限会社 大協建設

沖縄県読谷村字高志保1508番地の1

宮城 武

098-958-2910

A

1930469 株式会社 玉城組

糸満市字真栄里376番地の1

玉城 邦彦

098-992-2038

B

1930472 株式会社 丸善組

うるま市石川赤崎一丁目9番3号

新垣 勲

098-964-2608

A

1930473 米元建設工業 株式会社

沖縄県那覇市古波蔵３丁目７番２５号

米元 文啓

098-987-1400

A

1930474 株式会社 東恩納組

沖縄県那覇市古波蔵一丁目20番30号

喜納 義昭

098-850-5734

A

1930475 有限会社 呉開発

沖縄県那覇市古波蔵４丁目１３番４８号 呉屋 始

098-855-7758

A

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

1930480 株式会社 西原環境

東京都港区海岸三丁目20番20号

ヤニック・ラット

03-3455-4441

C

1930483 大日本土木株式会社
1930487 株式会社 大興建設
1930490

アメリカンエンジニアコーポレイ
ション

岐阜県岐阜市宇佐南一丁目３番地１１
馬場 義雄
058-276-1111
号
沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜364番地
宮里 辰秀
098-956-5111
の2
ケネス マーク エ
沖縄県宜野湾市大山七丁目8番13号
098-897-6781
クスタースティン

A
A
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

A

1930493 有限会社 内盛産業

沖縄県沖縄市知花4-14-21

内間 安盛

098-934-6490

A

1930495 ㈱東信興建

沖縄県豊見城市字翁長844-38

古波蔵 文信

098-856-5752

B

1930496 株式会社 謝花組

沖縄県南城市大里字稲嶺９３３番地１,２
謝花 一
Ｆ

098-943-1565

A

1930498 株式会社 三和アグリテクノ

沖縄県中頭郡中城村字南浜２０２番地４ 髙山 健太郎

098-895-2281

B

098-887-3847

C

098-998-5879

D

098-831-7143

C

045-505-8901

A

1930499 株式会社 沖縄装美工業
1930500 株式会社 山洋開発

沖縄県那覇市首里石嶺町四丁目164番
山城 昌之
地3
沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原１９番
仲座 清徳
地６ ２F

1930502 （株）美玉開発.

那覇市仲井真356-1

照屋 一盛

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

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【建築工事】
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1930505 南洋土建 株式会社

沖縄県那覇市与儀一丁目5番2号

比嘉 森廣

098-853-0661

A

1930506 有限会社 沖南建設

沖縄県糸満市西崎町三丁目１７３番地

呉屋 健三

098-994-2373

A

1930507 株式会社 明成建設

沖縄県浦添市牧港一丁目６４番１７号

知念 章

098-877-2279

A

1930512 有限会社 盛重機土木

沖縄県那覇市首里末吉町二丁目１２番
比嘉 盛雄
地２

098-887-2106

C

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

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

B

1930518 株式会社 呉屋組

沖縄県糸満市西崎町五丁目10番地の
12

呉屋 明

098-992-2722

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

D

1930523 有限会社 第三土建

沖縄県糸満市字真栄里２０５１番地

呉屋 毅

098-995-1248

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

1930532 株式会社 東開発

沖縄県名護市字宇茂佐１７０３番地３３

仲泊 栄次

0980-52-4587

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

A

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

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

1930540 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

A

1930542 株式会社 富士ピー・エス

福岡県福岡市中央区薬院１丁目１３番８
堤 忠彦
号

092-721-3468

B

1930543 株式会社福地組

沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜１１２

福地 裕吉

098-956-1437

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

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

098-956-6492

A

06-6585-5500

A

1930551 大永建設工業 株式会社
1930553 株式会社 淺沼組

沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜３６２番
大城 次男
地の１１
大阪府大阪市浪速区湊町一丁目２番３
浅沼 誠
号マルイト難波ビル

1930554 株式会社 喜神サービス

沖縄県うるま市字田場１０６１番地

川満 秀吉

098-973-6533

B

1930555 飛島建設株式会社

東京都港区港南一丁目8番15号

乘京 正弘

03-6455-8300

A

1930558 有限会社 とし建設

沖縄県浦添市字沢岻１２７６番地

下地 敏夫

098-876-1206

D

1930560 株式会社 オーテック

沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山342番
大城 剛
地

098-889-5198

D

1930562 株式会社 大米建設

沖縄県那覇市高良３丁目１番地１

仲本 靖彦

098-975-9090

A

1930564 株式会社 大成ホーム

沖縄県浦添市牧港三丁目39番11号

喜名 景太

098-877-7756

A

1930566 株式会社 丸内

沖縄県宜野湾市我如古三丁目14番1号 伊豆味 俊規

098-898-0057

D

1930568 有限会社 伊佐建設

沖縄県島尻郡南風原町字兼城255番地
伊佐 眞昌
の1

098-888-0445

C

1930569 塚本商事機械 株式会社

東京都中央区銀座４丁目２番１５号

塚本 正進

03-5524-6901

D

1930571 株式会社ピーエス三菱

東京都中央区晴海2-5-24

藤井 敏道

03-6385-9111

A

令和元年・２年度 入札参加資格者名簿【建築工事】
受付番号

商号

本社所在地

代表者氏名

本社TEL

町ランク

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

1930578 （有）南武建設

豊見城市字上田538番地の3

大城 勇人

098-856-8956

D

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

D

1930590 三善建設 株式会社

沖縄県中頭郡西原町字小那覇1151

宮里 佳斉

098-945-4331

A

1930593 戸田建設株式会社

東京都中央区京橋一丁目７番１号

今井 雅則

03-3535-1354

A

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
銭高 久善
号

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

1930599 ヒルター工業株式会社

沖縄県那覇市港町2丁目16番7号

安里 明

098-867-5162

D

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

1930602 株式会社 武国建設

沖縄県名護市字親川１０５番地の１

金城 秀樹

0980-58-3107

A

1930605 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

A

098-945-0601

B

098-894-9531

D

06-6942-8011

A

098-982-6645

D

1930606 株式会社 呉屋建設
1930607 有限会社 昭和興業
1930608 大和リース株式会社

沖縄県島尻郡与那原町字板良敷１３３
呉屋 敏彦
番地の５
沖縄県宜野湾市真栄原２丁目５番１−２
結城 和昭
０１号
大阪府大阪市中央区農人橋２丁目１番
森田 俊作
３６号

1930610 有限会社 大成エンジニア

沖縄県うるま市字具志川２６１番地

吉田 智

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
新垣 秀信
号

098-897-0513

C

1930612 株式会社 豊都建設

沖縄県豊見城市字名嘉地３９番地３

砂川 順

098-856-5603

B

1930613 有限会社 名嘉山重建

沖縄県豊見城市字渡嘉敷２６番地

名嘉山 勝

098-856-8399

D

1930617 琉球ゴーレックス 株式会社

沖縄県浦添市字港川５００番地の１２

知念 礼子

098-946-5115

D

1930620 三井住友建設株式会社

東京都中央区佃二丁目１番６号

新井 英雄

03-4582-3000

A

1930624 佐藤工業株式会社

東京都中央区日本橋本町４丁目１２番１
宮本 雅文
９号

03-3661-0502

A

1930629 株式会社 龍友建設

沖縄県豊見城市字高安390番地

大城 梨香

098-856-4353

D

1930630 有限会社 大一土建

南城市玉城字當山１９５−２

大城 康裕

098-948-7527

C

1930631 (有)比嘉土木

八重瀬町字東風平４３３−１

安里 裕介

098-998-8674

D

1930633 アラカキ建設

沖縄県島尻郡南風原町字与那覇５４８
番地１

新垣 善彦

098-889-4427

D

