
令和３・４年度　南風原町入札参加資格者名簿（コンサル）

受付番号 商号 本社所在地 代表者氏名 本社TEL 町内

2120001 株式会社  三矢コンサルタント 沖縄県那覇市字上間293番地2 安佐伊 弘義 098-835-1221

2120002 株式会社　シビルエンジニアリング 沖縄県那覇市首里儀保町４丁目９３番地 松川　靖 098-885-8737 *

2120003 株式会社　アスティークプランニング 沖縄県名護市宇茂佐の森1丁目12番地7 渡久地　政友 0980-53-0840

2120004 株式会社　匠エンジニアリング 沖縄県豊見城市字豊見城６０番地２ 島袋　学 098-851-9816

2120005 有限会社　イスト 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山４３３番地　イストビル２Ｆ 大城　満昭 098-888-5883 *+

2120006 コスモプラン有限会社 沖縄県浦添市前田３丁目５番９号 原　文弘 098-879-1635

2120007 株式会社　大協測量設計 沖縄県那覇市字真地２５２番地６ 新垣　秀男 098-832-9838

2120008 株式会社　大富建設コンサルタント 沖縄県浦添市城間四丁目１４番６号 玉那覇　富夫 098-877-8221 *

2120009 株式会社　南伸 沖縄県那覇市首里石嶺町１丁目１６１番４号 久米　仁司 098-894-4710

2120010 株式会社　沖縄共同技研 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭５４６番地の４ 野崎　恒二 098-936-3618

2120011 株式会社ベストコンサルタント 沖縄県豊見城市字真玉橋１４８番地２グランデハイム１０３ 冝保　剛 098-851-2255

2120012 有限会社　設計集団閃 沖縄県那覇市泊二丁目１番地の１０ 祖慶　良一 098-863-5970

2120013 株式会社　沖縄チャンドラー 沖縄県那覇市曙三丁目18番26号 新垣　宗一 098-862-5871

2120014 （株）海邦技術 沖縄県中頭郡北谷町字浜川162番地1 富村　盛一 098-936-9455

2120015 株式会社　国央 沖縄県沖縄市南桃原４丁目２７番３号 比嘉　哲 098-989-0533

2120016 有限会社　不動技建 沖縄県浦添市牧港一丁目5番12号 塩川　玲緒奈 098-942-0312

2120017 株式会社　まるい鑑定所 沖縄県那覇市字識名１１９５番地１　大城産業ビル２０３ 大嶺　克成 098-851-7800

2120018 大城不動産鑑定事務所 沖縄県那覇市長田2丁目20番16号 大城　直哉 098-836-9691

2120019 株式会社　沖縄環境科学研究所 沖縄県宜野湾市新城1丁目24番13号 高柳　清明 098-893-8444

2120020 中央開発株式会社 東京都新宿区西早稲田三丁目13番5号 田中　誠 03-3208-3111

2120021 有限会社　沖縄ビイック 那覇市銘苅211番1号 神田　治 098-869-5945

2120022 株式会社　西筋総合設計 那覇市小禄一丁目15番20号 西筋光則 098-859-2051

2120023 海洋プランニング株式会社 沖縄県浦添市前田三丁目2番1号 玉置　照夫 098-876-7889

2120024 株式会社　万代コンサルタント 沖縄県那覇市字仲井真360番地 富永　剛文 098-853-1011 *

2120025 株式会社朝日建設コンサルタント 沖縄県浦添市城間三丁目９番１号 比嘉　和彦 098-877-9110

2120026 株式会社うるま設備設計 沖縄県うるま市字江洲３５５番地芝ビル３ーＡ 新垣　馨 098-973-4825

2120027 株式会社　あい総合研究所 沖縄県沖縄市山内３丁目１２番２号ヒルサイドテラス２０１号室 竹内　優志 098-932-2817

2120028 株式会社　国吉設計 沖縄県那覇市首里崎山町四丁目２０６番地 国吉　清一 098-885-8284

2120029 株式会社トラストエンジニア 沖縄県沖縄市諸見里一丁目8番16号 金城　英竜 098-923-1951

2120030 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

2120031 有限会社あかつき衛生 沖縄県那覇市字仲井真２０５番地の３ 新垣　正和 098-853-5004 *+

2120032 有限会社　アカリ設計 沖縄県宜野湾市字宇地泊５４７ 仲村　義和 098-897-6393

2120033 株式会社　田幸技建コンサルタント 沖縄県浦添市仲間１丁目５番１号サントピアみやぎ１階 湧川　哲雄 098-943-0200

2120034 有限会社　大興技研 沖縄県沖縄市登川二丁目２２番１０号（２ーA） 横田　真尚 098-989-3833

2120035 株式会社　アジア測建 沖縄県沖縄市仲宗根町３５番３号 石川　勇 098-939-7991

2120036 株式会社　中央建設コンサルタント 沖縄県浦添市宮城５丁目１２番１１号 砂川　秀樹 098-877-4390

2120037 株式会社沖縄ランドコンサルタント 沖縄県那覇市古波蔵４丁目７番２１号 桃原　昌宏 098-851-8845

2120038 有限会社たましろ建設 沖縄県糸満市西崎町５丁目６番地３ 玉城　弘一 098-992-3728 *

2120039 株式会社エー・アール・ジー 沖縄県浦添市大平二丁目19番11号 池間　守 098-877-5556

2120040 有限会社　ジテック 沖縄県沖縄市照屋２丁目２５番２３号 前堂　博毅 098-934-1800

2120041 株式会社エスティ環境設計研究所 福岡県福岡市博多区須崎町12番8号 澁江　章子 092-271-3606

2120042 アート技研　株式会社 沖縄那覇市小禄一丁目15番21号 竹富　光秀 098-858-6101

2120043 有限会社　アゴラエンジニアリング 沖縄県那覇市泊二丁目６番地１　三階 安里　和敏 098-866-3339

2120044 株式会社　沖縄浄環センター 沖縄県沖縄市八重島二丁目１３番９号 西平　守利 098-939-3915

2120045 有限会社パブリックコンサルタンツ 沖縄県宜野湾市赤道一丁目４番２１号 名嘉　安嗣 098-893-4473

2120046 （株）三杉設計 那覇市首里寒川町1-101-10 與儀清三 098-887-6772

2120047 株式会社新生建設コンサルタント 沖縄県宮古島市平良字東仲宗根６３９番地４ 上里　聡 0980-73-2990

2120048 株式会社　エコパル舎 沖縄県うるま市勝連南風原４０２４番地４ 上門　太 098-978-7570
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2120049 株式会社　はまもと不動産鑑定 沖縄県那覇市字国場1170番地4 濱元　毅 098-851-8674

2120050 株式会社埋蔵文化財サポートシステム 佐賀県佐賀市新中町1番7号 松尾　信正 0952-31-2033

2120051 株式会社　大宝エンジニア 沖縄県宜野湾市真栄原二丁目4番9号宮城アパート203 大城　喜昭 098-897-5006

2120052 有限会社　汎設計工房 沖縄県浦添市城間2丁目6番2号 宮城　吉信 098-878-0743

2120053 有限会社　開成実業 沖縄県沖縄市松本5丁目11番2号 池原　彦文 098-939-2385

2120054 株式会社　ワールド設計 沖縄県那覇市古島１丁目１５番地５、１Ｆ 當山　勝史 098-875-3388

2120055 琉球建設コンサルタント株式会社 沖縄県浦添市伊祖一丁目32番８号 中島　良秀 098-879-7147

2120056 株式会社　沖縄建設技研 沖縄県浦添市字前田１１２４番地 宮城　敏明 098-876-4805

2120057
公益社団法人　沖縄県公共嘱託登記土地家屋

調査士協会
沖縄県那覇市泉崎二丁目１番地の４ 島袋　裕二 098-854-1532

2120058 株式会社　有建築事務所 沖縄県那覇市首里大中町一丁目４１番地３ 玉那覇　浩 098-887-7922

2120059 株式会社　沖縄構造設計 沖縄県うるま市字州崎１２番地の５７ 伊波　禮司 098-921-3345

2120060 株式会社　興武測量設計 沖縄県宮古島市平良字下里１０１２番地６ 砂川　立成 0980-72-6563

2120061 沖縄基礎　株式会社 沖縄県沖縄市美里二丁目１１番４号 金城　善美 098-934-7788

2120062 株式会社　真南風 沖縄県那覇市首里末吉町四丁目６－１大明ビル２ＦＢ号室 高良　倉行 098-885-5580

2120064 株式会社　東邦建設コンサルタント 沖縄県那覇市首里崎山町四丁目５３番地１０ 石川　明 098-886-8540 *

2120065 有限会社　基技研 沖縄県沖縄市桃原一丁目19番9号 竹下　裕次 098-938-8771

2120066 株式会社　邦エンジニアリング 沖縄県那覇市小禄1丁目11番1号 富永　邦宏 098-859-3921 *

2120067 有限会社　環境リサーチ 沖縄県うるま市字州崎１２番地の５７ 伊波　亜希子 098-921-4235

2120068 株式会社　海邦磁探 沖縄県南城市佐敷字冨祖崎５４番地 當眞　嗣吉 098-947-3789

2120069 （株）沖縄土木設計コンサルタント 沖縄県浦添市牧港二丁目54番2号 比嘉　敦 098-877-4634 *

2120070 株式会社　技興 沖縄県浦添市勢理客二丁目１０番１３号 平良博二 098-875-7980

2120071 株式会社　沖縄エンジニアリング 沖縄県那覇市首里石嶺町4-197 島袋　陽 098-885-3523

2120072 株式会社　精巧エンジニアリング 沖縄市山内二丁目16番11号 儀保　五十一 098-989-0536

2120073 有限会社平良不動産鑑定事務所 沖縄県那覇市泊一丁目２番地５ 平良　修 098-861-0255

2120074 アラク設計工房合同会社 宜野湾市字佐真下65番地6 安谷屋　学 098-890-6666

2120075 株式会社　ケイ・ツー設計 沖縄県那覇市長田2丁目22番1号　ミヤシン22　103号 小波津　和也 098-836-2862

2120076 仲村設計工房 那覇市壺屋1-18-38 仲村　博幸 098-863-4812 +

2120077 有限会社ＭＵＩ景画 沖縄市与儀一丁目３４番３２号
センカウィッツ　ス

ティーブン　アレン
098-933-2414

2120078 株式会社　福治不動産鑑定所 沖縄県那覇市字大道130番地 福治　友次 098-887-2211

2120079 株式会社　協和設計事務所 沖縄県那覇市古島一丁目２５番地４比嘉産業ビル２０１号室 山城　新吾 098-886-3330

2120080 株式会社　具志堅建築設計事務所 沖縄県那覇市楚辺２丁目３１番９号 具志堅　力 098-832-1161

2120081 株式会社碧コンサルタンツ 南城市大里字仲間592番地１ 玉城　重則 098-944-6740

2120082 株式会社　オゼック 沖縄県那覇市安謝一丁目１８番２２号　コーポラス碧２０１号 比嘉　敏康 098-860-0288

2120083 北斗設計　株式会社 沖縄県那覇市宇栄原１丁目１番２号 仲間　辰巳 098-891-8777

2120084 有限会社　かなえ設計 沖縄県那覇市字仲井真400番地-1　海邦産業ビル302号 喜瀬　良幸 098-996-1108 *

2120085 (有)アカナ設備設計 宜野湾市真志喜三丁目１５番１５号 根間　正太郎 098-898-3801

2120086 アジア測量設計 沖縄県浦添市牧港４丁目４番５号 松川　竹丸 098-877-6738

2120087 有限会社琉測コンサルタント 沖縄県宜野湾市野嵩二丁目7番1-201号 横田　永人 098-892-2477

2120088 株式会社　Rei 沖縄県沖縄市古謝三丁目２２番３号　平良アパート2-B号室 伊禮真秀 098-989-0632

2120089 株式会社　日水コン 東京都新宿区西新宿6丁目22番1号（新宿スクエアタワー） 間山　一典 03-5323-6200

2120090 有限会社三慶技研 沖縄県那覇市曙二丁目４番地7 渡真利　健 098-943-7371

2120091 いであ株式会社 東京都世田谷区駒沢３丁目１５番１号 田畑　彰久 03-4544-7600

2120092 有限会社　新エンジニアリング 宜野湾市愛知３－５－１６ 仲松　保則 098-896-2286

2120093 公益社団法人　日本交通計画協会 東京都文京区本郷三丁目２３番１号 石川　次男 03-3816-1791

2120094 有限会社　セーフティ探査 沖縄県那覇市泊２丁目９番２号 翁長　隆 098-862-5282

2120095 BAN鑑定所 那覇市樋川一丁目１３番３５号コーポさくら101 伴　清敬 098-833-9288

2120096 株式会社　ナチュラエンジニアリング 沖縄県沖縄市比屋根七丁目24番23号 崎濱　秀悟 098-982-2360

2120097 株式会社　愛植物設計事務所 東京都千代田区神田猿楽町二丁目4番11号 趙　賢一 03-3291-3380
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2120098 有限会社　門一級建築士事務所 沖縄県南風原町字津嘉山750番地1 金城　豊 098-888-2401 *+

2120099 株式会社　アーキ5D 沖縄県宜野湾市普天間二丁目47番16号 新里　均 098-893-0267

2120100 株式会社　沖縄中央エンジニアリング 沖縄県宜野湾市野嵩一丁目6番23号 仲宗根　昌博 098-893-6666

2120101 有限会社　島測量設計 うるま市字具志川１４８１番地１ 島袋　竜作 098-973-3837

2120102 応用地質株式会社 東京都千代田区神田美土代町７番地 成田　賢 03-5577-4501

2120103 有限会社三友 沖縄県那覇市樋川二丁目１６番９号 金城　和良 098-943-8826 *

2120104 株式会社　沖縄不動産総合鑑定所 沖縄県那覇市古波蔵4丁目7番5号 島袋　寛盛 098-834-5401

2120105 株式会社エオネックス 石川県金沢市東蚊爪町一丁目19番地4 市山　勉 076-238-1181

2120106 株式会社　ＡＭＳ設計 沖縄県名護市字宮里４５３番地７ 吉田　勉 0980-52-5183

2120107 那覇不動産鑑定　株式会社 沖縄県那覇市樋川一丁目13番1号 仲程　通五郎 098-832-1781

2120108 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5番12号 當間榮信 098-897-9041

2120109 株式会社イーエーシー 沖縄県浦添市屋富祖三丁目３４番１７号 大石　哲也 098-942-0085

2120110 合名会社　与那嶺エンジニア 沖縄県那覇市字上間２７２番地 金城　哲也 098-834-2711 +

2120111 株式会社　文化財サービス 京都府京都市伏見区北端町58番地 出口　弘文 075-611-5800

2120112 上城技術情報㈱ 宜野湾市嘉数二丁目18番20号 宮城 富夫 098-870-2227

2120113 大村設備設計室 沖縄県那覇市古島2丁目29の2 大村政興 098-886-9639

2120114 株式会社　沖橋エンジニアリング 沖縄県那覇市字仲井真３５６番地２ 小橋川　洋平 098-834-6685 +

2120115 株式会社　静環検査センター 静岡県藤枝市高柳2310番地 徳田　茂 054-634-1000

2120116 株式会社　沖縄探査開発 沖縄県宜野湾市伊佐三丁目29番２号 瑞慶覧　朝哲 098-897-7074

2120117 株式会社　濱設計 沖縄県うるま市字川崎512番地3 濱川　博昭 098-989-5454 *

2120118 有限会社　宮森設計 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭５５０番地９－１階 宮城　守 098-936-1908

2120119 有限会社　曙技研 沖縄市知花四丁目32番22号 天願　光則 098-934-5277

2120120 ＩＳ設計 沖縄県那覇市宇栄原２丁目１３番８号 村吉　惇 098-859-8208

2120121 株式会社　翁長設計 沖縄県浦添市勢理客３丁目２－２４－２０１ 翁長　武範 098-877-5609

2120122 株式会社　根路銘設計 沖縄県那覇市首里石嶺町三丁目７５番地１ 根路銘　剛次 098-886-7477

2120123 有限会社　構研テクノス 沖縄県那覇市宇栄原一丁目21番10号 嘉手苅　勝章 098-857-8048

2120124 日本水工設計株式会社 東京都中央区勝どき三丁目１２番１号 本名　元 03-3534-5511

2120125 株式会社　道路建設コンサルタント 千葉県千葉市中央区今井1-23-7 山田　宝史 043-209-1700

2120126 株式会社大洋土木コンサルタント 沖縄県浦添市字港川２７２番地１ 松田　悟 098-879-4078

2120127 株式会社ホープ設計 沖縄県那覇市首里赤田町３丁目５番地 高嶺　哲夫 098-911-9073

2120128 株式会社　琉球サーベイ 沖縄県那覇市久米一丁目８番８号 大濵　正之 098-866-1662

2120129 株式会社トロピカル・グリーン設計 沖縄県那覇市字真地388番地6 喜屋武　忍 098-832-3169

2120130 有限会社　ティガネー 沖縄県那覇市首里末吉3丁目50番地1 井上俊夫 098-943-3228 *

2120131 株式会社福山コンサルタント 福岡県福岡市博多区博多駅東３丁目６番１８号 福島　宏治 092-471-0211

2120132 株式会社ＳＵＭ 沖縄県那覇市寄宮二丁目13番7号セレクション寄宮Ⅱ５－Ｈ 末吉　亘 090-7587-9291

2120133 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 *

2120134 株式会社沖縄環境経済研究所 沖縄県うるま市字州崎12番地57 上原　辰夫 098-934-4231

2120135 株式会社時設計 東京都中央区東日本橋3丁目12番11号アヅマビル 菊池　圭介 03-3661-3673

2120136 株式会社総合計画設計 那覇市辻2丁目4番23号 松田　優 098-866-3666

2120137 株式会社沖縄環境地域コンサルタント 沖縄県浦添市伊祖１丁目２２番３号　２F 庄島　興一 098-871-1135

2120138 株式会社　総合設備企画 沖縄県那覇市首里末吉町四丁目６－５ 比屋根　正 098-917-2635

2120139 沖縄県土地改良事業団体連合会 沖縄県島尻郡南風原町本部４５３番地３ 古謝　景春 098-888-4511 *

2120140 有限会社エースプラン 沖縄県那覇市楚辺一丁目15番14号 國場律孝 098-835-9043

2120141 有限会社CaSa plus 宜野湾市上原一丁目10番3号 知名　政春 098-917-4588

2120142 株式会社　興洋エンジニアリング 那覇市首里石嶺町2丁目167番地の15 安里　拓 098-884-8528

2120143 株式会社　東設計工房 沖縄県那覇市松尾一丁目９番４０号 山城　浩二 098-917-5000

2120144 有限会社　一心土木設計事務所 沖縄県うるま市字宮里２０３番地の１ 吉原　松次 098-974-2327

2120145 株式会社アサギ総合コンサルタント 沖縄県那覇市壷屋一丁目３２番９号 川満　義也 098-861-1288

3 *本社・営業所が町内　+代表者住所が町内
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2120146 アアキ前田株式会社
沖縄県那覇市首里平良町一丁目２９番地８ライオンズマンション

首里１０２号
前田　慎 098-943-2662

2120147 シン設備設計株式会社 沖縄県豊見城市字平良１３２番地８－１０２号室 新里　秀一 098-960-8082

2120148 有限会社琉邦技研 うるま市字上江洲44番地の１ 志良堂清昭 098-974-7288

2120149 株式会社ＮＪＳ 東京都港区芝浦一丁目１番１号 村上雅亮 03-6324-4355

2120150 有限会社　嘉陽測量設計 沖縄県うるま市勝連南風原７０３番地の４ 嘉陽　宗俊 098-978-8882 *

2120151 株式会社　島田組 大阪府八尾市弓削町南三丁目20番地2 岩立二郎 072-949-2410

2120152 有限会社　義空間設計工房 沖縄県那覇市字真地１６９番地１ 伊良波　朝義 098-888-5303

2120153 株式会社　協和コンサルタンツ 東京都渋谷区笹塚1丁目62番11号 山本　満 03-3376-3172

2120154 ＡＤ設計工房
沖縄県那覇市前島１丁目１３番１０号ライオンズマンション中之

橋３０２号
平田　順市 098-862-7372

2120155 株式会社　東陽エンジニヤリング 沖縄県豊見城市字根差部432番地 宮城　健 098-856-5217 *+

2120156 株式会社アーバンデザインコンサルタント 福岡県福岡市博多区古門戸町７番３号 大杉　哲哉 092-282-1788

2120157 株式会社国土鑑定センター 沖縄県那覇市松山二丁目２５番１７号 仲本　徹 098-866-3833

2120158 株式会社金星技術 沖縄県那覇市真嘉比３丁目２０番７号 亀谷　豊 098-886-0588

2120159 有限会社アース探査 沖縄県那覇市鏡原町２１番９号 瑞慶覧　哲己 098-858-2207

2120160 株式会社okicom 沖縄県宜野湾市大山一丁目17番１号 小渡 　玠 098-898-5335

2120161 八千代エンジニヤリング株式会社 東京都台東区浅草橋五丁目２０番８号 出水　重光 03-5822-2900

2120162 オオバ 東京都千代田区神田錦町三丁目７番１号 辻本　茂 03-5931-5888

2120163 琉球環境リサーチ株式会社 沖縄市知花5-16-23 松村　大三 098-989-5785

2120164 株式会社　中建設計コンサルタント 沖縄県那覇市首里鳥堀町二丁目１０番地３ 城間　勝 098-885-3558

2120165 三ツ矢設計 沖縄県南城市玉城字愛地427-4 宮里　勝 098-948-7411

2120166 株式会社　要建設コンサルタント 沖縄県国頭郡金武町字金武２１７番地 伊藝　卓省 098-983-2460 *

2120167 浩地盤調査 沖縄県浦添市前田２－１９－１６－１F 池村　利彦 090-8292-0036 +

2120168 オリジナル設計株式会社 東京都渋谷区元代々木町30番13号 菅　伸彦 03-6757-8800

2120169 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 098-875-4446

2120170 有限会社　アクト建築計画室 沖縄県宜野湾市大山５丁目１９番１９号 横目　八 098-890-5048

2120171 株式会社タップ 沖縄県那覇市字上間210番地4 小濱定和 098-867-8838

2120172 株式会社　日建技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区谷町六丁目４番３号 平井　成典 06-6766-3900

2120173 株式会社サンケイエンジニアリング 沖縄県浦添市大平３丁目１６番９号 上地清信 098-943-2985

2120174 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 東京都中央区東日本橋一丁目８番１号 黒田　�広 03-6381-6215

2120175 株式会社　松田・伸設計 沖縄県那覇市古波蔵４丁目１２番８号 金城　好伸 098-855-5422

2120176 東浜建築事務所 沖縄県那覇市高良２丁目７番６１号 東濱　義明 098-859-0354

2120177 株式会社　芝岩エンジニアリング 沖縄県浦添市伊祖一丁目９番１３号 真栄城　政義 098-879-4325

2120178 有限会社　礎コンサルタント 沖縄県糸満市字兼城８２６番地の７５ 久保田　忠浩 098-982-6345 *

2120179 有限会社　三和総合設計 沖縄県那覇市久米1丁目9番1号 新垣　昇盛 098-863-7567

2120180 株式会社　設備研究所 沖縄県那覇市若狭一丁目3番2号 具志堅　斉 098-868-7704

2120181 有限会社　エムエー設計事務所 沖縄県那覇市首里赤平町二丁目1番10号 真栄田　義晃 098-988-1971

2120182 有限会社　沖縄磁探総業 沖縄県那覇市泉崎１丁目９番２２号 下地　修 098-863-6063

2120183 有限会社　国豊 沖縄県那覇市宇栄原３丁目２２番１２号 比嘉　豊 098-859-0007

2120184
特定非営利活動法人　沖縄県建築設計サポー

トセンター
沖縄県浦添市安波茶１丁目３２番１３号　大平インタービル２階 西里　幸二 098-879-1020

2120185 沖縄環境調査　株式会社 沖縄県那覇市安謝二丁目6番19号 中村　栄秀 098-861-7373

2120186 有限会社　ユアビス測量設計 沖縄県島尻郡南風原町字与那覇５１２番地１ 大城　学 098-889-8989 *

2120187 有限会社 大地測量設計 沖縄県那覇市首里石嶺町3-160 大城勝広 098-943-7251 *

2120188 株式会社　アート設計 沖縄県那覇市銘苅三丁目２３番１６号　あーとびーる５階 前川　朝昭 098-863-2913

2120189 株式会社ジオテクノ国建 沖縄県宜野湾市真志喜一丁目11番11号 松苗　良幸 098-890-6648

2120190 ＮＴＣコンサルタンツ株式会社 愛知県名古屋市中区錦2丁目4番15号 大村　仁 052-229-1701

2120191 株式会社　カイケンエンジニアリング 沖縄県那覇市楚辺3丁目1番10号 平良　千佳子 098-834-4540

2120192 株式会社　沖縄総研 沖縄県那覇市泉崎一丁目６番1号 伊波　盛武 098-868-2685

2120193 株式会社ニュ・コア沖縄 沖縄県沖縄市泡瀬3丁目48番11号 上江洌　茂洋 098-923-2913

4 *本社・営業所が町内　+代表者住所が町内
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2120194 一般財団法人　沖縄県公衆衛生協会 南城市大里字大里2013番地 小渡　有明 098-945-2686

2120195 有限会社アトリエ・門口 うるま市字江洲５９８－１７ 門口　安則 098-974-3554

2120196 有限会社　沖縄環境技術センター 沖縄県宜野湾市大山一丁目８番５号 西平　良博 098-897-6651

2120197 株式会社吉永測量設計 沖縄県豊見城市字高安２５２番地７ 吉永安給 098-850-8447

2120198 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

2120199 一般社団法人日本公園緑地協会 東京都千代田区岩本町3-9-13　岩本町寿共同ビル 有路　信 03-5833-8551

2120200 株式会社　大東エンジ二ヤリング 沖縄県浦添市勢理客四丁目１６番９号 知念　良尚 098-878-1381

2120201 株式会社　渡南エンジニアリング 沖縄県豊見城市字座安293番地2 入稲福　尚 098-856-9388

2120202 パリノ・サーヴェイ株式会社 東京都北区田端一丁目25番19号 瀧下秀則 03--6386-4018

2120203 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

2120204 大空企画　有限会社 沖縄県うるま市石川東恩納１６４８番地 糸数　聡 098-975-6656

2120205 株式会社三水コンサルタント 大阪府大阪市北区中之島6丁目2番40号 山﨑　義広 06-6447-8181

2120206 (有)明和設計 沖縄県那覇市字国場1175-4 大城　正三 098-855-0162

2120207 アジアプランニング株式会社 熊本県熊本市中央区渡鹿七丁目１５番２８号 本口　晴年 096-372-6440

2120208 一般財団法人沖縄県環境科学センター 沖縄県浦添市字経塚７２０番地 比嘉　悟 098-875-1941

2120209 中央復建コンサルタンツ株式会社 大阪府大阪市東淀川区東中島四丁目11番10号 兼塚　卓也 06-6160-1139

2120210 有限会社　北部測量設計 沖縄県名護市字為又１１９４番地６３ 松堂　徹也 0980-53-6350

2120211 株式会社　ｍ３那覇建築事務所 沖縄県那覇市銘苅3丁目13番5号101 川本　雅史 098-863-5781

2120212 有限会社　沖縄探査工業 沖縄県那覇市首里石嶺町二丁目１９３番２号 島田　吉明 098-943-0571

2120213 株式会社　沖成コンサルタント 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目１６１番地３ 仲地　一史 098-884-2601

2120214 株式会社　国亜技研 沖縄県豊見城市宜保２丁目2-9-1Ｆ 天久　肇 098-850-4858

2120215 株式会社　千代田コンサルタント 東京都千代田区神田須田町二丁目６番地 濱田　忠 03-3527-1013

2120216 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

2120217 有限会社　名工企画設計 沖縄県那覇市泉崎一丁目12番12号 慶佐次　操 098-868-9491

2120218 株式会社　クレールアーキラボ 沖縄県うるま市石川東恩納４８８番地１ 畠山　武史 098-955-1823

2120219 有限会社　三ツ矢磁気測量 沖縄県那覇市小禄1丁目7番26号　大城アパート102号室 金城　朝福 098-859-7123

2120220 株式会社　鑑定ソリュート沖縄 沖縄県那覇市金城二丁目11番地4エナジー２Ｆ 玉那覇　兼雄 098-996-1368

2120221 永技研　株式会社 沖縄県那覇市識名1丁目12番17号 前里　幸三 098-855-4811

2120222 有限会社　興神技研 うるま市みどり町四丁目１４番５号 神村　康二 098-982-6207

2120223 株式会社　南城技術開発 沖縄県那覇市識名一丁目４番１６号 城間　敏夫 098-836-4847 *+

2120224 株式会社　沖縄高崎コンサルタント 沖縄県浦添市安波茶１丁目２７番８号大翔ビル２０２号 川野　哲郎 098-988-8511

2120225 有限会社　桜設計工房 那覇市港町2-7-7　みなと277-4F 喜名　英之 098-867-5987

2120226 株式会社　都市建築設計 那覇市古波蔵４丁目１番１号 野原　勉 098-832-1102 *

2120227 株式会社　藤田建築設計事務所 大阪府大阪市淀川区東三国１丁目２７番1号 藤田　茂信 06-6391-0155

2120228 ノザキ建築事務所 沖縄県島尻郡南風原町字宮平342-5 野原博 098-889-7446 *+

2120229 株式会社　テクノサーチ 沖縄県宜野湾市上原二丁目９番15号 湧田　森忠 098-988-1824

2120230 建築設計室ant 沖縄県南城市佐敷字新開1-73 奥原和明 098-955-5679

2120231 合同会社　リュウタン 沖縄県中頭郡中城村字北上原１３０番地 黒島　正文 098-988-8516

2120232 株式会社　総合環境研究機構 沖縄県浦添市仲間3丁目14番地1 森山　憲彦 098-874-2040

2120233 有限会社　新開技研 沖縄県宜野湾市新城２丁目１７番７号 伊豆味　明 098-893-9313

2120234 新成 設計 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山668番地2 新垣 成恒 098-889-4899 *+

2120235 株式会社　岩下建技コンサルタント 沖縄県浦添市前田二丁目19番16号 嶺井　治男 098-879-6489

2120236 株式会社日産技術コンサルタント 大阪府大阪市中央区大手前一丁目２番１５号 宮脇　佳史 06-6944-0669

2120237 株式会社ディー・プランニング沖縄 沖縄県那覇市金城五丁目１１－２ 小柴　晃 098-859-7037

2120238 有限会社　晃永調査測量 沖縄県沖縄市字登川467番地1 佐渡山　安徳 098-937-8021

2120239 株式会社　隆盛コンサルタント 沖縄県浦添市当山１丁目２０番２０号 池村　弘 098-879-6177

2120240 中部電水工事株式会社 沖縄県宜野湾市新城一丁目４番１５号 當山　全信 098-988-1291

2120241 株式会社　地盤開発 沖縄県那覇市古島１－１－１５ 宇良　一成 098-835-5330

2120242 株式会社　東畑建築事務所 大阪府大阪市中央区高麗橋二丁目６番１０号 米井　寛 06-6202-0391
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2120243 有限会社　丸玉メンテナンス 沖縄県那覇市壺屋２丁目８番１号（５０１号） 玉城　守 098-943-8920

2120244 株式会社　翔土木設計 沖縄県豊見城市字真玉橋５２１番地の２ 米藏　敏博 098-850-1846

2120245 有限会社　みどり調査設計 沖縄県うるま市字宇堅５９２－１ 玉那覇　有次 098-974-7997

2120246 有限会社　インプラン 沖縄県宜野湾市字宇地泊80番地1 上里　和踏 098-988-4260

2120247 株式会社　沖縄設計センター 沖縄県那覇市首里末吉町３丁目５７番地の６ 川満　一史 098-884-8888

2120248 株式会社　神里設計 沖縄県那覇市字識名1247-7 神里　光好 098-833-1557 *+

2120249 株式会社ＡＤｅＲ 沖縄県豊見城市字根差部３７９番地５ 仲本　昌司 098-800-1869

2120250 株式会社　盛設計 那覇市泊2-5-4ミオカステーロ泊Ⅱ1003 新城　安時 098-963-6620

2120251 株式会社沖技 沖縄県浦添市勢理客４丁目１７番１１号 照屋　義明 098-878-6575

2120252 株式会社　沖縄物理探査 沖縄県那覇市楚辺3丁目1番10号 平良　恒男 098-834-4547

2120253 株式会社　沖縄計測 沖縄県沖縄市泡瀬一丁目３９番２６号 玉城　幸人 098-937-6060

2120254 有限会社　住吉土木設計 沖縄市比屋根六丁目34番10号　ｲｼｹﾝﾏﾝｼｮﾝ202号 國吉　眞就 098-923-3527

2120255 株式会社　大栄コンサルタント 沖縄県浦添市字港川４１２番地の４ 玉城　貢 098-876-3373

2120256 （株）グローバルプランS 南風原町字新川151-9 柴山　義文 050-1355-8794 *+

2120257 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市中央区馬場町３番１５号 小林　充佳 06-4793-7781

2120258 株式会社　日興建設コンサルタント 沖縄県浦添市伊祖３丁目４４番３号 砂川　健治 098-877-1667

2120259 株式会社  碧 島尻郡南風原町兼城399番地　１F 山城正弘 098-851-9231 *+

2120260 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

2120261 内外エンジニアリング株式会社 京都市南区久世中久世町１－１４１ 池田　正 075-933-5111

2120262 有限会社　共栄総業 沖縄県中頭郡北谷町字桑江385番地 長濱　秀樹 098-936-7524

2120263 株式会社　建設技術研究所 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号 中村　哲己 03-3668-0451

2120264 久友設計株式会社 沖縄県うるま市字赤道３５９番地１ 久田友一 098-974-4327

2120265 株式会社　かみもり設計 沖縄県浦添市宮城６丁目６番９号 比嘉　豊 098-877-9144

2120266 株式会社　大宝 沖縄県沖縄市仲宗根町二丁目１４番地 當山　安宣 098-934-5097

2120267 株式会社　与那嶺測量設計 沖縄県那覇市壺屋１丁目２２番１１号 東竹西　広晃 098-861-2151

2120268 有限会社　測ネット 沖縄県那覇市字国場1168番地の22　和高建設工業ビル３階 仲間　栄幸 098-836-2151

2120269 有限会社地下計測 沖縄県那覇市松山一丁目１７番４４号八重洲第三ビル４０６ 外間 寿 098-880-0589

2120270 株式会社　綜合設計コンサルタント 沖縄県名護市大東２ー９ー１０ 宮城　透 0980-54-1130

2120271 株式会社流管工業 沖縄県那覇市金城二丁目6番地4 與儀悟士 098-859-3362

2120272 有限会社　インテック沖縄 沖縄県沖縄市仲宗根町15番9号 狩俣　和彦 098-937-8801

2120273 有限会社金城技研 沖縄県糸満市字新垣123番地 金城輝己 098-994-7102

2120274 株式会社　カフープラン 沖縄県宜野湾市新城２丁目３９番２０号 新垣　明 098-917-0351

2120275 大平総業株式会社 沖縄県那覇市曙二丁目17番6号 松原　敬周 098-951-0702

2120276 株式会社　尚成 沖縄県浦添市勢理客３丁目３番１３号 島袋　哲二 098-876-0629

2120277 株式会社極東技工コンサルタント 大阪府吹田市南金田2丁目3番26号 村岡　基 06-6384-7791

2120278 一般財団法人　公共用地補償機構 東京都文京区音羽二丁目２番２号 堀　正弘 03-5940-2166

2120279 株式会社　建築設計同人　匠才庵 沖縄市山内三丁目23番15号 仲村渠　常広 098-933-3317

2120280 株式会社エル設計 沖縄県浦添市大平１丁目２番２０号 中島　鉄臣 098-878-0085

2120281 三井共同建設コンサルタント株式会社 東京都品川区大崎一丁目１１番１号 中野　宇助 03-3495-1321

2120282 株式会社　大建設計 大阪府大阪市西区京町堀一丁目13番20号 平岡　省吉 06-6449-6800

2120283 株式会社オーシャン 沖縄県浦添市勢理客一丁目14番5号 謝花　博一 098-943-8205

2120284 日本工営株式会社 東京都千代田区麹町五丁目４番地 有元　龍一 03-3238-8320

2120285 株式会社オキローボ 那覇市宇栄原四丁目2番9号 森部　益史 098-857-2968

2120286 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 稲福　真悟 098-951-2092

2120287 有限会社　協進技研 沖縄県南城市大里字嶺井510番地20 比嘉　一裕 098-944-6408

2120288 有限会社　め～ばる設計工房 沖縄県那覇市字国場３８５番地 喜納　正 098-834-1111

2120289 株式会社　宮平設計 那覇市首里山川町三丁目６１番９号 宮平　元嗣 098-886-1238

2120290 株式会社　レキオコンサルタント 那覇市曙一丁目１３番１７号 湧川　智 098-860-6223

2120291 沖縄ＮＴＣ株式会社 沖縄県那覇市鏡原町7番1号 仲間　雄一 098-852-1390
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2120292 アンダーテイクジャパン　株式会社 沖縄県沖縄市美原一丁目１１番８号 赤嶺　博保 098-923-2168

2120293 有限会社　浅海技術 沖縄県那覇市首里末吉町四丁目５番２０号浅海ビル１０１ 屋宜　宣久 098-882-1648

2120294 株式会社　雅 那覇市字田原１０５番地１　エクセレントミヤビ１０５ 仲尾次　貴 098-851-8314

2120295 有限会社　長谷部建築研究所 沖縄県沖縄市比屋根二丁目１１番５号 長谷部　廣 098-930-0874

2120296 有限会社　安谷屋設備設計 沖縄県那覇市山下町１８番２６号　B２０３号 安谷屋　幸助 098-857-4317

2120297 新設計 沖縄県那覇市字上間２９４番地 新城　重光 098-851-9179 *+

2120298 株式会社　双葉測量設計 沖縄県那覇市字真地３０１番地 安里　司 098-854-4255

2120299 有限会社　青雲測量設計 沖縄県うるま市喜仲１丁目３番２２号 本村　栄 098-974-8151

2120300 株式会社泉設計 沖縄県那覇市楚辺三丁目３番１１号 當間　卓 098-832-1302

2120301 有限会社スキルエンジニアリング 沖縄県那覇市古島一丁目２６番地４ 兼次　健雄 098-884-6883

2120302 株式会社　ニュート 沖縄県那覇市字真地１８３番地７（１Ｆ） 平田　寛勝 098-832-0150

2120303 有限会社　南西技術 沖縄県那覇市首里石嶺町二丁目180番地 高橋　邦博 098-871-4363

2120304 三興コンサルタント株式会社 沖縄県宜野湾市嘉数４丁目１７番１６号 塩川　祐市 098-988-8561

2120305 株式会社　アスナロ技研 沖縄県那覇市曙２丁目４番地６ 亀島　賢二郎 098-943-6695

2120306 沖縄シビル開発　株式会社 沖縄県沖縄市照屋一丁目３７番８号（Ａ－１） 仲宗根　勉 098-989-6023

2120307 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

2120308 株式会社インタープラン沖縄 沖縄県宜野湾市嘉数3-26-14 佐藤　努 098-894-7150

2120309 沖縄県農業協同組合 沖縄県那覇市壺川二丁目9番地1 普天間　朝重 098-833-9771

2120310 有限会社　環境建設コンサル 沖縄県うるま市字川崎400番地 佐渡山　忠 098-989-7397

2120311 株式会社　沖縄地所鑑定 沖縄県那覇市牧志１丁目９番８号 秋田　稔 098-869-0688 *

2120312 有限会社　ブッタン 沖縄県浦添市安波茶３丁目３番８号 町田　義隆 098-878-8388

2120313 有限会社　日章技研 沖縄県豊見城市字翁長722番地1 上地　勇 098-856-0382

2120314 有限会社　めかる設計 沖縄県浦添市伊祖二丁２０番１号 銘苅　正康 098-876-4355

2120315 株式会社　あおい不動産研究所 沖縄県那覇市字天久９１８番地６　ＴＹビル２０３号 宇久　信正 098-988-9255

2120316 株式会社ＵＲリンケージ 東京都江東区東陽二丁目４番２４号 西村　志郎 03-6803-6221

2120317 有限会社　あい技建 那覇市三原二丁目３番５号 伊良波　勇 098-833-4746

2120318 屋比久建築設計室 沖縄県島尻郡南風原町字兼城６３１－１ 屋比久　孟清 098-889-3021 *

2120319 大日本コンサルタント株式会社 東京都千代田区神田練塀町３００番地 新井　伸博 03-5298-2051

2120320 株式会社　環境技建ウエーブ 沖縄県那覇市寄宮３丁目１２番１３号 古川　由紀夫 098-836-6755

2120321 有限会社アーバンエンジニアリング 沖縄県那覇市泊２丁目19番5号 山本　英之 098-868-2670

2120322 株式会社　マキヤ設備設計 沖縄県那覇市若狭２丁目１番７号 前森　康治 098-868-8223

2120323 株式会社　環境設計国建 沖縄県那覇市久茂地一丁目２番２０号 喜友名　徹 098-862-0707

2120324 （有）外間建築設計事務所 沖縄県那覇市樋川2丁目14番16 外間　勉 098-855-7572

2120325 有限会社ウォータープラン 沖縄県浦添市牧港二丁目８番３号　タテルマンビル２０３号 下地　章博 098-874-0349

2120326 株式会社　二基設計 沖縄県沖縄市池原４丁目１番３０号 温井　明二 098-939-1110

2120327 ピーエスコンサルタンツ株式会社 沖縄県南城市玉城字糸数１３３番地 知念　秀和 098-948-2282 *

2120328 有限会社　色設計 沖縄県那覇市字上間437-10 田中　清貴 098-836-3791

2120329 株式会社　南テクノ 沖縄県豊見城市字長堂141番地 嘉数　昌也 098-850-0012 *+

2120330 株式会社　現代設計 沖縄県那覇市松島2丁目1番8号 仲元　典允 098-979-9070

2120331 一般社団法人沖縄しまたて協会 沖縄県浦添市勢理客四丁目１８番１号 木下　誠也 098-879-2097

2120332 株式会社　南土木設計 沖縄県那覇市字真地２６５番地の２ 又吉　訓 098-836-5579 *

2120333 有限会社スタッフオズ 沖縄県浦添市牧港四丁目1番17号 大仲　英彦 098-876-8990

2120334 株式会社フォーム建築研究所 沖縄県浦添市伊祖一丁目32番6号 平良　俊夫 098-877-2455

2120335 株式会社　渡久山設計 沖縄県浦添市牧港二丁目８番４号 運天　勲 098-876-1101

2120336 合資会社　泉エンジニアリング 沖縄県那覇市古島１丁目１番地の２ 波平　眞 098-885-3923

2120337 株式会社　沖縄環境分析センター 沖縄県宜野湾市真栄原三丁目7番24号 渡久地　博之 098-897-0910

2120338 株式会社　長大テック 東京都中央区日本橋蛎殻町１－２０－４ 松本　成敦 03-3639-3411

2120339 株式会社　丸島建設コンサルタント 沖縄県那覇市繁多川二丁目１４番７号 島袋　精秀 098-854-4588

2120340 株式会社　長大 東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目２０番４号 永冶　泰司 03-3639-3301
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2120341 株式会社　総合設計玉城 沖縄県那覇市字上間２１２番地１ 川平　惠正 098-836-0683 *

2120342 有限会社エン設計 沖縄県沖縄市胡屋五丁目２４番６号 渡慶次　伸 098-933-8885

2120343 株式会社　琉球テクノ 沖縄県那覇市字国場174番地１ 勝連　徹 098-855-0019

2120344 株式会社地域科学研究所 大分市東春日町1-1　NS大分ビル 平井　慎一 097-536-0061

2120345 株式会社大信技術開発 長崎県松浦市志佐町庄野免940番地 辻�　輝夫 0956-72-5128

2120346 株式会社　乃村工藝社 東京都港区台場2丁目3番4号 代表取締役 03-5962-1171

2120347 株式会社　ウイング総合設計 沖縄県那覇市字銘苅１８０番地７　朝忠第二ビル４Ｆ 宮城　良博 098-869-6700

2120348 株式会社　翔エンジニアリング 沖縄県豊見城市字豊見城131番地2 小濱　良和 098-856-9662

2120349 株式会社　ワカバ技巧 沖縄県那覇市字国場174番地１ 花城　和安 098-987-0552

2120350 玉野総合コンサルタント株式会社 愛知県名古屋市東区東桜二丁目17番14号 牧村　直樹 052-979-9222

2120351 株式会社ニュージェック 大阪府大阪市北区本庄東２丁目３番２０号 吉津　洋一 06-6374-4003

2120352 株式会社トーニチコンサルタント 東京都渋谷区本町一丁目１３番３号 横井　輝明 03-3374-3552

2120353 株式会社　玉一探査土木 糸満字真栄里376番地の1 玉城　ヨシ 098-992-4871

2120354 株式会社　サーベイリサーチセンター 東京都荒川区西日暮里二丁目40番10号 藤澤　士朗 03-3802-6711

2120355 株式会社　アジア技研 沖縄県浦添市字前田６０８番地１ 与那覇　紀 098-877-5215

2120356 株式会社　興和ジオリサーチ 沖縄県浦添市伊祖３丁目６番１号 宮平　治 098-878-1777

2120357 有限会社　沖縄基礎開発 沖縄県那覇市曙2丁目4番地6 狩俣　安志 098-943-6628

2120358 株式会社　沖縄環境保全研究所 沖縄県うるま市字州崎7番地11 平良　辰二 098-934-7020

2120359 株式会社　東京設計事務所 東京都千代田区霞が関三丁目７番１号霞が関東急ビル 狩谷　薫 03-3580-2751

2120360 大和リース株式会社 大阪府大阪市中央区農人橋二丁目1番36号 北　哲弥 06-6942-8011

2120361 有限会社　創建設計事務所 沖縄県沖縄市与儀３丁目３番１号 知名　定康 098-933-0936

2120362 一般財団法人　沖縄電気保安協会 那覇市西三丁目8番21号 喜屋武　裕 0988664946-866-4946

2120363 綾瀬　株式会社 那覇市字田原１０５番地１　エクセレントミヤビ１０３ 當山　学 098-851-9793

2120364 ゆう設計工房 浦添市港川2丁目13番8号 ヨシヒロイサ 098-875-1557

2120365 赤嶺企画設計室 那覇市長田2丁目4-19 赤嶺義明 098-833-0433 +

2120366 株式会社　コモネット 沖縄県那覇市字安里１７８番地５０５ 野原　晴剛 098-866-5225

2120367 株式会社　ニライ設備設計 沖縄県那覇市字識名１１９５番地１ 上原　武 098-855-4331 +

2120368 沖縄文化環境研究所 那覇市泉崎二丁目３番地3 杉尾　邦江 098-833-8544

2120369 株式会社協和建設コンサルタント 沖縄県浦添市仲間一丁目22番7号 山城　治 098-879-5016

2120370 株式会社日本インシーク 大阪市中央区南本町三丁目６番１４号 番上　正人 06-6282-0310

2120371 株式会社　南西環境研究所 沖縄県中頭郡西原町字東崎４番地４ 田中　順一 098-835-8411

2120372 株式会社サステナ・アプローチ 沖縄県宜野湾市我如古三丁目２２番１号C-1 多和田　匡 098-890-2340

2120373 パシフィックコンサルタンツ　株式会社 東京都千代田区神田錦町三丁目２２番地 重永　智之 03-6777-3561

2120374 株式会社　国建 沖縄県那覇市久茂地一丁目２番２０号 比嘉盛朋 098-862-1106

2120375 有限会社　すみよし 沖縄県那覇市東町２５番７号 我那覇　裕行 098-863-7571

2120376 有限会社　読探技研 沖縄県中頭郡読谷村字伊良皆291番地の3 芳賀　勝 098-956-9595

2120377 日本都市技術株式会社 東京都中央区日本橋浜町三丁目２１番１号 川口　一志 03-3668-4161

2120378 株式会社イケハラエンジニア 沖縄県中頭郡北谷町字宮城１番地の４３５ 池原　京子 098-936-1615

2120379 株式会社　安井建築設計事務所 大阪府大阪市中央区島町二丁目４番７号 佐野　吉彦 06-6943-1371

2120380 株式会社　沖縄計画機構 沖縄県那覇市泉崎1丁目7番１７号 伊良皆　直喜 098-867-7471

2120381 株式会社　沖縄プランニング 沖縄県那覇市泊３丁目１３番５号 平良　興二 098-863-1811

2120382 有限会社　新技術開発 沖縄県うるま市字江洲２０７番地　當銘開発ビル１０５ 諸見里　清 098-974-6881 *

2120383 琉球国際航業株式会社 沖縄県那覇市小禄１８３１番地１ 高江洲　昌和 098-852-0881

2120384 株式会社遠藤克彦建築研究所 東京都港区浜松町1-9-11　大鵬ビル4F 遠藤　克彦 03-6435-9171

2120385 株式会社 アーキジオ 富山県高岡市西藤平蔵581番地 津嶋　劍星 0766-63-7750

2120386 有限会社大和エンジニア 沖縄県宜野湾市真志喜２－８－１０ 有見二郎 098-897-6600

2120387 有限会社　仲本設計 沖縄県那覇市字国場1161番地3 與儀  達也 098-854-2535

2120388 株式会社　西興 沖縄県那覇市字大道88番地 鎮西　謙光 098-882-3150

2120389 有限会社　沖縄クリーン工業 那覇市久茂地三丁目16番8号 前田　裕樹 098-951-0370

8 *本社・営業所が町内　+代表者住所が町内
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2120390 株式会社アークスタッフ 沖縄県那覇市古島２丁目８番地２４ 久貝　菊次郎 098-988-1212

2120391 電気興業株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 近藤　忠登史 03-3216-1671

2120392 株式会社　結計画
沖縄県沖縄市古謝津嘉山町２９番６号　コミュニティ美里２０２

号
諸見里　真利 098-989-9330

2120393 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

2120394 株式会社プレック研究所 東京都千代田区麹町三丁目７番地６ 杉尾　大地 03-5226-1101

2120395 建築工房　空間舎 沖縄県那覇市字真地341-1　上間アパート104号室 玉城　越也 098-855-7710

2120396 管清工業株式会社 東京都世田谷区上用賀1-7-3 長谷川　健司 03-3709-4691

2120397 株式会社　琉球総合鑑定 那覇市東町１５番９　イーストロイヤル２０５ 仲程　正和 098-867-1917

2120398 大石寛之建築設計事務所 那覇市首里当蔵町２－１１－７ 大石寛之 098-884-0461

2120399 株式会社アール・ピー・アイ 東京都千代田区神田神保町2丁目38番 長澤　博英 03-5212-3411

2120400 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

2120401 株式会社イビソク 岐阜県大垣市築捨町三丁目１０２番地 森　允 0584-89-5507

2120402 株式会社　梓設計 東京都大田区羽田旭町10番11号 杉谷　文彦 03-5735-3210

2120403 株式会社オリエンタルコンサルタンツ 東京都渋谷区本町三丁目１２番１号 野崎　秀則 03-6311-7551

2120404 合資会社　徳田土木設計事務所 うるま市字喜屋武１９番地１ 徳田　泰 098-975-0152

2120405 株式会社　ハルス建築環境設計
沖縄県那覇市銘苅一丁目１１番１４号　ショーリセM那覇新都心

２０１号
大城　立 098-943-8757

2120406 株式会社アムルデザイン 沖縄県うるま市字赤道971-66　赤道団地D-12 温井匡仁 098-973-1604

2120407 有限会社アセスメントエンジニア 沖縄県那覇市首里久場川町二丁目24番3　クラスト首里505 上地　安弘 098-894-9179

2120408 ㈱末吉栄三計画研究室 那覇市具志一丁目１７番２４号 末吉　礁 098-859-0546

2120409 株式会社パスコ 東京都目黒区下目黒一丁目７番１号 島村　秀樹 03-5435-3562

2120410 株式会社　建築工房　亥 沖縄県宜野湾市嘉数1丁目12番1－3号 伊佐　強 098-898-0390

2120411 株式会社山下設計 東京都中央区日本橋小網町６ー１ 藤田　秀夫 03-3249-1555

2120412 株式会社ケー・シー・エス 東京都文京区小石川１丁目１番１７号 宇野　昭弘 03-6240-0581

2120413 株式会社　沖縄用地測量設計 沖縄県那覇市繁多川二丁目１４番７－２０１号（繁多川ハイツ） 島袋　厚 098-854-7776

2120414 株式会社　バード不動産鑑定所 沖縄県那覇市古波蔵２丁目４番１９号メゾン古蔵２０１号 山内　博人 098-894-9720

2120415 株式会社エイト日本技術開発 岡山県岡山市北区津島京町３－１－２１ 小谷　裕司 086-252-8917

2120416 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

2120417 有限会社日建エンジニアリング 沖縄県豊見城市名嘉地111番地1 仲井間　憲康 098-856-2169

2120418 株式会社ノガミ 新潟県新潟市江南区曽川甲５２７番地３ 野上　清隆 025-280-6620

2120419 株式会社　綜企画設計 東京都千代田区岩本町2-5-2 原　澄夫 03-3864-8825

2120420 株式会社　環境技術研究所 大阪市西区阿波座１丁目３番１５号 篠田　公平 06-6532-2837

9 *本社・営業所が町内　+代表者住所が町内


