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2130002 琉球電機　株式会社 沖縄県浦添市当山１丁目７番２７号 宮城　さくらこ 098-943-9887

2130003 コーアツ工業　株式会社 鹿児島県鹿児島市伊敷五丁目１７番５号 出口　稔 099-229-8181

2130004 有限会社　清原開発 沖縄県那覇市上間３４４番地の１ 野原　薫 098-836-7138 *+

2130005 有限会社　新里産業 沖縄県島尻郡南風原町字兼城２７５番地 新里　幸市 098-889-2358 *+

2130006 株式会社　トラスト工業 沖縄県島尻郡南風原町字喜屋武２１４番地１ 野原　広猛 098-894-7420 *+

2130007 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

2130008 株式会社　太閤建設 沖縄県那覇市おもろまち四丁目20番16号 浦崎　家三 098-951-0885

2130009 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

2130010 有限会社　野渡建設 那覇市真地４２１番地８　１階 野原　茂雄 098-851-3369 *+

2130011 興南施設管理株式会社 沖縄県浦添市牧港１丁目６０番６号 屋良　学 098-877-7269 *+

2130012 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

2130013 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

2130014 有限会社　内盛産業 沖縄県沖縄市知花四丁目１４番２１号 内間　安盛 098-934-6490

2130015 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 *

2130016 水道機工株式会社 東京都世田谷区桜丘五丁目４８番１６号 古川　徹 03-3426-2131

2130017 株式会社　沖栄建設 沖縄県那覇市字仲井真７７－１２ 儀武　哲明 098-854-3066

2130018 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

2130019 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

2130020 有限会社　ヤマウチ設備 沖縄県宜野湾市普天間２丁目３９番３号 山内　聰 098-893-7638

2130021 株式会社　仁建設工業 沖縄市字登川３７０番地１ 川島　潤一郎 098-939-3878

2130022 琉穂建設工業　株式会社 沖縄県那覇市字国場９０７ 由浅　太 098-834-2082

2130023 有限会社　福正 沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭２９６番地 伊福　正和 098-998-2227

2130024 沖縄三和シヤッター株式会社 豊見城市字平良８４番地１ 吉本　安寛 098-840-5538

2130025 有限会社　海西工業 沖縄県南城市佐敷字津波古３５６番地 西平　重則 098-947-3781

2130026 有限会社 まるや開発 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平794番地の1 仲本　政功 098-998-6090

2130027 有限会社　西崎緑地開発 沖縄県糸満市字大里６４６番地の３ 上原　和正 098-994-9475

2130028 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 *

2130029 大和電工株式会社 那覇市若狭三丁目４５番１０号 宮里　敏彦 098-869-4048

2130030 株式会社　沖縄工業 沖縄県那覇市字真地１９７番地の７ 仲間　寿芳 098-853-6507

2130031 有限会社　東洋土建 与那原町字与那原3137番地 並里　徳一 098-944-2739

2130032 有限会社　尚土木 沖縄県南城市大里字稲嶺８４６番地 新垣　敦 098-946-8777

2130033 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 *

2130034 有限会社　スイケン 沖縄県那覇市字国場１１６１番地４－２０１号 眞座　孝浩 098-836-9132

2130035 有限会社　新芽開発 沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原７５番地５ 新垣　美佐子 098-998-8842

2130036 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ー２ 池田　卓司 098-982-6639

2130037 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 *+

2130038 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

2130039 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

2130040 株式会社　タダシ建設 沖縄県浦添市仲間３－１１－７ 川満　匡 098-878-5449

2130041 株式会社　武山建設 沖縄県島尻郡南風原町字大名２３１－１０ 武村　隆 098-888-1516 *+

2130042 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 奥田　修 098-977-8205

2130043 有限会社　山城土木工事 沖縄県浦添市牧港一丁目３２番５号 山城　巧 098-878-9406
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2130044 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 *

2130045 有限会社　真成建設 沖縄県那覇市字国場１１７０－１６ 神谷　良子 098-853-9277

2130046 有限会社　渡久地組 沖縄県島尻郡南風原町字兼城３１２番地 渡久地　洋美 098-987-1089 *+

2130047 株式会社　アサヒ 沖縄県那覇市泊二丁目１番地１１ 福重　勉 098-869-5990

2130048 株式会社　やまき 沖縄県糸満市字大里１０９４番地１ 屋宜　和作 098-852-3322

2130049 株式会社ヨナハラ造園 沖縄県那覇市字真地２１０番地１マンション真地２０２与那原　永一郎 098-987-4861 *+

2130050 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 *+

2130051 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

2130052 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 *

2130053 三協電設(株) 沖縄県沖縄市与儀２丁目８番３号 大城　政明 098-932-2315

2130054 有限会社　桃宇重機土木 沖縄県豊見城市字上田８３番地７ 桃宇　巧 098-856-2254

2130055 有限会社　ザマミ建設 沖縄県南城市大里字古堅926番地1 津波古　孝弥 098-945-3944 *+

2130056 有限会社　伊敷興業 沖縄県糸満市字小波蔵114-1 伊敷　美智代 098-997-2257

2130057 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番地 大城　盛二郎 098-889-3713 *+

2130059 株式会社　オリジン建設 沖縄県那覇市樋川二丁目６番１０号 長山　宏 098-854-6001

2130060 株式会社　日新電機システム 沖縄県うるま市字兼箇段６６２番地の４ 上間　明夫 098-995-6118

2130061 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

2130062 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 *

2130063 青木あすなろ建設　株式会社 東京都千代田区神田美土代町１番地 辻井　靖 03-5419-1011

2130064 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 *

2130065 新星　株式会社 沖縄県那覇市首里大名町1丁目230番地1 喜納　康男 098-884-1150

2130066 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

2130067 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 *

2130068 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 *

2130069 株式会社　ぐすく建設 沖縄県那覇市字仲井真３４６番地１、２０３ 港川　猛 098-835-2981 *

2130070 株式会社　共立実業 沖縄県島尻郡与那原町板良敷３５９－２ 村吉　政勇 098-946-9000

2130071 クボタ環境エンジニアリング株式会社 東京都中央区京橋二丁目１番３号 中河　 浩一 03-6281-9918

2130072 株式会社　国際重機 沖縄県那覇市字安謝６５３ 金城　豊 098-868-1616

2130073 沖縄オートメーション　株式会社 沖縄県名護市東江５－１３－１７ 宮里　佳孝 0980-52-1528

2130074 株式会社　第一三興建設 沖縄県那覇市久茂地２－８－１－１ 山城　一三 098-917-6190

2130075 極東建設　株式会社 沖縄県那覇市港町２－１６－１ 松原　成忠 098-863-3425

2130076 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

2130077 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

2130078 有限会社　神谷産業 沖縄県那覇市字大道７５－１　２Ｆ 神谷　善高 098-886-1250

2130079 株式会社　上原土木 沖縄県糸満市字糸満１２２番地 上原　日正 098-994-2130

2130080 明和システム　株式会社 沖縄県浦添市前田３－８－１３ 比嘉　等 098-876-7087

2130081 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 *+

2130082 合同会社ひかり産業 八重瀬町字小城５４１番地３ 安次嶺　秀輝 098-840-7680

2130083 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

2130084 有限会社　普天間土木 沖縄県浦添市当山一丁目１１番８号石原アパート１０３号水口　正志 098-988-1940

2130085 街クリーン（株） 沖縄県南城市玉城字前川１１８８番地 赤嶺　太介 098-948-7006 *+

2130086 ケーアンドイー株式会社 東京都千代田区富士見2丁目7番2号ステージビルディング15階岩間　和久 03-3512-2211
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2130087 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　英慎 098-861-5005

2130088 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 *

2130089 有限会社　上原設備工業 沖縄県豊見城市字与根１５８番地３ 上原　直彦 098-856-3000

2130090 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

2130091 川平開発　有限会社 沖縄県那覇市港町２丁目１番６号小波津マンション５０１川平　賀之 098-894-8180

2130092 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202 玉城　正利 098-897-4663

2130093 有限会社オキツウ 沖縄県那覇市字真地３１７番地７ 奥平　博明 098-835-3373 *

2130094 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 *

2130095 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

2130096 株式会社　三大土木産業 沖縄県島尻郡八重瀬町字大頓１４２０番地 本部　武弘 098-998-7679

2130097 株式会社　興洋電子 沖縄県那覇市字安謝６３８ 多良間　洋二 098-863-5003 *

2130098 ＫＹシステム　株式会社 沖縄県豊見城市字翁長５３３－９ラフィーネ寿１　１０１号小濵　正治 098-850-9801

2130099 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

2130100 有限会社　グローイングサービス 沖縄県宜野湾市愛知３－１０－３６ 東江　良憲 098-892-0660

2130101 株式会社　沖縄特電 沖縄県那覇市久茂地３－２１－１ 大城 英雄 098-862-4235

2130102 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

2130103 株式会社　重建 那覇市首里末吉町4丁目2番地23 比嘉　真也 098-888-3885 *

2130104 有限会社沖島建設 沖縄県南城市玉城字船越５番地８ 島袋　朗 098-949-7155 *

2130105 有限会社　広設備工業 沖縄県豊見城市字真玉橋２２８ 知念　章太 098-856-1221

2130106 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

2130107 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

2130108 株式会社　丸浩重機工業 沖縄県南城市大里字古堅７５２－１ 比嘉　俊浩 098-945-4387

2130109 テレコムシステム 沖縄県浦添市前田三丁目4番35号 宮国　卓巳 098-942-0202

2130110 前田建設株式会社 沖縄県宜野湾市真栄原一丁目9番20号 仲地　政和 098-898-2383 *

2130111 株式会社桃原農園 沖縄県西二丁目２５番６号 尚厚 098-866-1086 *

2130112 株式会社　屋島組 沖縄県那覇市西２－１６－３ 屋冨祖　秀清 098-867-5505

2130113 有限会社　アサト電気 沖縄県島尻郡与那原町字与那原１１５１番地の２ 安里　昌廣 098-945-1988

2130114 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

2130115 ムトウ建設　株式会社 沖縄県那覇市安謝１－２３－１ 武東　愛一郎 098-866-7553 *

2130116 （株）グリーンテックトーバル 沖縄県浦添市安波茶二丁目7番5-103号 尚　哲一郎 098-878-7188

2130117 有限会社　沖縄小堀電機 沖縄県浦添市伊祖３－１－７ 宇根　良彦 098-878-6385

2130118 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

2130119 大野産業株式会社 沖縄県島尻郡南風原町字新川345番地 當野　幸哉 098-889-3487 *+

2130120 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 +

2130121 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

2130122 株式会社めいわカンパニー 沖縄県島尻郡南風原町字宮平４９１番地 山川　浩司 098-996-1199 *

2130123 株式会社　天満電機産業 広島県尾道市高須町有江台２９５６－１０ 代表取締役　大村利行 0848-47-7000

2130124 株式会社　とみしろ建設 沖縄県那覇市小禄５丁目１６番地６ 赤嶺　忠男 098-858-3210

2130125 有限会社　仁組 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷610番地の5 屋良　仁 098-946-6168 *

2130126 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 *

2130127 琉球開発　株式会社 沖縄県那覇市字識名１１９５番地１ 岸本　本眞 098-855-2151

2130128 有限会社　渡空調設備 沖縄県豊見城市字高嶺３０７ー１大良アパート１０３渡口　勇人 098-850-0662

3 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内
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2130129 有限会社　南風原工務店 沖縄県那覇市字国場１１６９番地６　ピュアセブンズ１０２玉寄　勝也 098-832-5713 *+

2130130 （株）美玉開発 那覇市字仲井真356-1 照屋　一盛 098-889-7143 *+

2130131 株式会社　川平土木 沖縄県南城市大里字高平１３８番地 稲福　一 098-945-2335 *

2130132 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

2130133 有限会社　イシカワポンプ 浦添市勢理客２丁目１５番８号 石川　和男 098-877-1771

2130134 株式会社　丸憲 沖縄県那覇市泉崎１－１６－５ 末吉　繁政 098-863-3632 *

2130135 金仲設備 沖縄県島尻郡南風原町字宮城４１９番地１ 仲里　文栄 098-888-0265 *+

2130136 有限会社　東信開発 沖縄県南城市玉城字堀川５７０－２ 新垣　翼 098-948-7202 *

2130137 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

2130138 沖縄県石材事業　協同組合 沖縄県那覇市字上間４８５番地の１ 武村　茂 098-834-9301

2130139 名護道路株式会社 名護市大北5丁目17番15号 嘉手川　悟 0980-52-1732

2130140 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 *+

2130141 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 *

2130142 有限会社　大松産業 沖縄県那覇市字真地３４１番地１上間アパート１０１号松田　政次 098-996-3066 *+

2130143 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1-2-1 深澤　重幸 03-5280-5600

2130144 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

2130145 有限会社　丸宮産業 沖縄県那覇市古波蔵１丁目２９番３９号 宮城　久季 098-834-8668

2130146 クマリフト株式会社 大阪府大阪市西区京町堀一丁目12番20号 熊谷　知哉 06-6445-6700

2130147 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

2130148 株式会社　交建企画 沖縄県浦添市屋冨祖２－８－２ 三枝　利郎 098-878-2016 *

2130149 沖縄綜合警備保障株式会社 沖縄県宜野湾市大山七丁目１１番１０号 池田　典夫 098-870-2500

2130150 オリエンタル白石　株式会社 東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 大野　達也 03-6220-0630

2130151 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

2130152 株式会社　リュウロード 沖縄県豊見城市字保栄茂１２３２番地５ 金城　博文 098-856-5552

2130153 株式会社　佐平建設 沖縄県那覇市小禄５丁目１３番１号 佐平　八十男 098-851-8352

2130154 (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 *

2130155 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 *+

2130156 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

2130157 沖縄水質改良　株式会社 沖縄県那覇市首里石嶺町三丁目８番地１ 天願　智一 098-886-6321

2130158 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

2130159 有限会社　吉永 沖縄県那覇市与儀二丁目４番１号２０３ 本底　直美 098-851-7070

2130160 有限会社　丸友開発 沖縄県那覇市字真地１８５番地 惣慶　長喜 098-832-6758 *

2130161 南部電工　株式会社 沖縄県糸満市西崎町五丁目６番地２０ 石川　俊三 098-994-2607 *

2130162 株式会社　新秀 沖縄県浦添市安波茶二丁目２１番２号 崎濵　秀博 098-875-0637

2130163 株式会社フソウ 香川県高松市郷東町792番地8 角　尚宣 087-881-0210

2130164 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 *

2130165 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 *

2130166 有限会社　南開発 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山１８００番地１１ 大城　誠 098-889-6558 *+

2130167 株式会社　りゅう技建 沖縄県那覇市古波蔵１－２２－２ 喜納　廣子 098-851-9775 +

2130168 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

2130169 株式会社　若松建装 沖縄県那覇市辻一丁目１４番１２号 仲宗根　亨 098-866-6622

2130170 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

4 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内
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2130171 株式会社仲里建設 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山５０８番地 仲里　友一 098-889-3851 *+

2130172 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

2130173 （株）丸清組 豊見城市字高安49-202 仲座正人 098-856-3923

2130174 株式会社　金城組 沖縄県那覇市安里４５番地 金城　永真 098-860-7977 *+

2130175 三建設備工業（株） 東京都中央区新川一丁目17番21号 松井　栄一 03-6280-2561

2130176 株式会社トーマ電子サービス 沖縄県宜野湾市大山2-32-10 安仁屋マンション２０３當間榮信 098-897-9041

2130177 有限会社　金城建設 沖縄県那覇市泉崎一丁目１７番１０号 金城　暁彦 098-943-0550

2130178 比嘉工業　株式会社 沖縄県那覇市久茂地二丁目２４番７号 新里　孝夫 098-951-1534

2130179 アジア海洋沖縄　株式会社 沖縄県那覇市泊三丁目１番地の６ 髙津 正史 098-868-5914 *

2130180 株式会社　大宜見組 沖縄県那覇市古島一丁目９番地の１２ 大宜見　英夫 098-887-0380 *

2130181 有限会社　グリーンハウスプラン 沖縄県浦添市大平１丁目２９番１ー１０２ 中原　盛光 098-874-7101

2130182 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 大石　信昭 098-856-4902

2130183 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

2130184 株式会社　野原建設 沖縄県那覇市長田二丁目１０番３２号 上地　修 098-853-2943

2130185 株式会社　西原環境 東京都港区海岸三丁目２０番２０号 西原　幸志 03-3455-4441

2130186 三菱化工機株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地ソリッドスクエア東館田中　利一 044-577-7740

2130187 琉球設備メンテナンス　株式会社 沖縄県那覇市西２丁目９番６号 呉屋　伸 098-861-6161

2130188 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 *+

2130189 有限会社アドーン開発 与那原町字板良敷１１５－１ 座波　保宏 098-882-8207 *

2130190 有限会社　極東産業 沖縄県豊見城市字饒波３９番地 長嶺　光男 098-891-6281 *

2130191 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

2130192 株式会社郷建設 沖縄県那覇市宇栄原二丁目13番6号 眞榮城　嘉一 098-858-2309

2130193 有限会社シンリツ設備 沖縄県那覇市三原２丁目３番３号 桑江　強 098-836-0200

2130194 株式会社　西原環境おきなわ 沖縄県那覇市銘苅二丁目５番２８号 友野　貴康 098-862-8522

2130195 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

2130196 日立造船株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目７番８９号 三野　禎男 06-6569-0001

2130197 株式会社　一興建 沖縄県南城市大里字高平７３０番地 上原　一 098-917-6346

2130198 合資会社　久保田電設工業 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山１６８８番地 久保田　善文 098-889-1285 *

2130199 株式会社　沖縄装美工業 沖縄県那覇市首里石嶺町四丁目１６４番地３ 川満　孝幸 098-887-3847

2130200 株式会社　輝水 沖縄県那覇市長田一丁目２４番２４号 新垣　直輝 098-835-9018

2130201 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 前濵　潤 098-888-2795 *+

2130202 有限会社　津田建設 沖縄県豊見城市字豊見城821番地 上原　勉 098-850-8933

2130203 有限会社サンオキ 沖縄県中頭郡読谷村字楚辺２０６０番地１ 上地　豊 098-956-9696

2130204 那覇環境開発有限会社 沖縄県豊見城市字伊良波５７２－２ 榮盛　弘一 098-850-4358

2130205 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 中村　博哲 098-874-3600

2130206 有限会社春水工業 沖縄県浦添市前田一丁目２２番２号 川上　浩司 098-876-3002

2130207 有限会社　新長堂土木 沖縄県那覇市小禄五丁目１６番地４　３０３号 髙良　正哉 098-840-1576 *

2130208 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 098-978-8296

2130209 有限会社　真栄工業 沖縄県中頭郡北谷町字吉原２７１番地１ 真栄城　兼宜 098-936-1911

2130210 有限会社サガワ設備工業 沖縄県浦添市宮城二丁目13番2号 砂川　智志 098-878-2239

2130211 桐和空調設備株式会社 沖縄県那覇市曙１丁目８番１号 新垣　光博 098-861-1751

2130212 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 +

5 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内
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2130213 南西空調設備株式会社 那覇市銘苅1丁目10番12 代表取締役　久高　将泰 098-864-1125

2130214 有限会社　大満土建 沖縄県那覇市字上間２１０－１ 大城　優子 098-836-2368 *+

2130215 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

2130216 有限会社　沖設エンジニア 沖縄県那覇市宇栄原６丁目１２番３６号 玉城　浩 098-996-1448

2130217 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 098-862-3447

2130218 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

2130219 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

2130220 株式会社しんこうエンジニアリング 沖縄県那覇市前島二丁目２２番２８号 屋良　修 098-869-5698 +

2130221 株式会社　大設 宜野湾市伊佐三丁目18番3号 大兼久　健 098-897-8924

2130222 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

2130223 光南建設　株式会社 沖縄県宜野湾市宜野湾三丁目2番16号 津波　克守 098-892-1101 *

2130224 株式会社　豊見山鉄工 沖縄県島尻郡南風原町字喜屋武６０２番地の１ 豊見山　真也 098-889-3143 *

2130225 有限会社　高平建設 沖縄県南城市大里字高平563番地9 川平　賀寿 098-945-2131 *

2130226 株式会社間土建 沖縄県那覇市古波蔵二丁目１番６ー１０１号ライオンズマンション古波蔵崎原　多順 098-833-9090 *+

2130227 株式会社　アサヒプラント 沖縄県那覇市小禄二丁目8番地10 中本　宏 098-858-0388 *

2130228 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　新垣ハイツA棟１０５金城　繁治 098-834-5260 *+

2130229 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

2130230 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

2130231 有限会社豊秀興業 沖縄県豊見城市字上田６番地　コーポ金城第二住宅103與那　秀樹 098-856-6065

2130232 街クリーン建設株式会社 沖縄県那覇市字識名２９０番地２１ 赤嶺　太介 098-832-4141 +

2130233 株式会社　丸石設備 沖縄県浦添市西原三丁目４番１４号 石原　清正 098-878-2406

2130234 有限会社　丸和 沖縄県島尻郡八重瀬町字上田原１８９番地 国吉　真彦 098-998-0460 *

2130235 大洋電気工事　株式会社 沖縄県那覇市赤嶺２－１４－１０ 新垣　德市 098-858-0892

2130236 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

2130237 株式会社　オーテック 沖縄県島尻郡南風原町字津嘉山３４２番地 大城　剛 098-889-5198 *+

2130238 株式会社　内間土建 沖縄県浦添市伊祖二丁目５番２号 内間　司 098-879-3481

2130239 米元建設工業　株式会社 沖縄県那覇市古波蔵３－７－２５ 米元　文啓 098-987-1400 *

2130240 沖縄県エレベーター保守事業協同組合 沖縄県那覇市久茂地二丁目１２番２１号電波堂ビル４Ｓ渡久地　正堅 098-868-1698

2130241 金秀鉄工　株式会社 沖縄県中頭郡西原町字小波津５６７番地 大城　健 098-945-3351

2130242 有限会社盛土建 沖縄県島尻郡八重瀬町志多伯379-12 新垣　幸清 098-998-8685 *

2130243 株式会社　東部土建 沖縄県南城市大里字古堅990番地 古謝　強 098-945-8735 +

2130244 株式会社　桜電機工業 沖縄県島尻郡南風原町字与那覇４２７番地６ 屋比久　正彦 098-987-9299 *+

2130245 南西電設　株式会社 沖縄県那覇市前島二丁目１５番２７号　Ａｓｓｅｔ前島１Ｆ親泊　政夫 098-863-6038

2130246 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

2130247 電進工事社 沖縄県豊見城市字保栄茂５６６－１番地 當間　進 098-856-0562

2130248 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

2130249 矢野建設株式会社 大阪府大阪市中央区南船場一丁目１６番１３号 矢野　勇治 06-6265-0740

2130250 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

2130251 エーテック株式会社 沖縄県浦添市城間1丁目15番1号 堀内彰 098-878-0206

2130252 株式会社　嵩原土建 沖縄県那覇市字国場１１８６－４ 嵩原　靖史 098-851-3636

2130253 株式会社　琉球テクノ産業 沖縄県宜野湾市真志喜3丁目14番14号 大濵　孫周 098-942-9190

2130254 拓南製作所株式会社 沖縄県中城村字伊舎堂354番地 本部　紹吉 098-895-6455

6 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内
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2130255 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

2130256 有限会社ミナミ建設 沖縄県南城市大里字大城１８２０番地７ 玉城 剛 098-945-7103 +

2130257 有限会社　大嶺建設 沖縄県豊見城市字渡嘉敷２６２番地 大嶺　春子 098-850-8512

2130258 株式会社　東洋設備 沖縄県那覇市字天久１１２２番地 玉城　信六 098-868-6831

2130259 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 *

2130260 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

2130261 有限会社　長浜建設 沖縄県浦添市宮城二丁目１６番１４号 長濱　忠盛 098-877-1774

2130262 株式会社　武村石材建設 沖縄県那覇市字上間４８５番地の１ 武村　茂 098-831-8825

2130263 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

2130264 玉光産業株式会社 沖縄県糸満市西崎町五丁目６番地３ 島村　剛 098-992-0300

2130265 沖電開発株式会社 沖縄県浦添市牧港四丁目１１番３号 仲里　武思 098-875-4444

2130266 株式会社　吉田組 沖縄県南城市佐敷字佐敷493番地5 吉田　寛 098-917-0887 *

2130267 有限会社東江ポンプ 那覇市字上間338番地 東江正人 098-836-7740 +

2130268 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

2130269 有限会社丸榮産業 那覇市字上間338番地 東江正人 098-854-2066 +

2130270 豊建工業　株式会社 沖縄県島尻郡八重瀬町字世名城４６９番地の１ 豊川　修 098-998-6809

2130271 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

2130272 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

2130273 合資会社第一設備 沖縄県那覇市与儀二丁目12番25号 武村　健 098-832-9617

2130274 株式会社山川電気 沖縄県那覇市識名２丁目１５番１５号（１０１号） 山川　光雄 098-987-1420

2130275 極東興和株式会社 広島県広島市東区光町二丁目６番３１号 藤田公康 082-261-1207

2130276 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

2130277 有限会社　山川建設 沖縄県南城市大里字古堅911番１ 吉田　安盛 098-943-5234 *

2130278 金秀建設　株式会社 沖縄県那覇市旭町１１２番地１ 上地　千登勢 098-869-1350

2130279 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

2130280 有限会社　共栄産業 沖縄県南城市玉城字垣花４８０番地 高嶺　弘美 098-948-1128

2130281 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

2130282 有限会社　栄開発 沖縄県南城市玉城字仲村渠１４６８番地の１ 高嶺　榮 098-948-1726 *

2130283 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

2130284 株式会社沖縄計装工事 沖縄県浦添市西原五丁目45番1号 安里　康伸 098-874-5620

2130285 有限会社　宮城重機土木 沖縄県南城市佐敷字手登根４７１番地の２ 宮城　正利 098-947-6120 *

2130286 株式会社　トミレディオ 沖縄県宜野湾市真志喜三丁目１９番２９号 富村　司 098-897-4173

2130287 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 古謝　靖 098-875-3211

2130288 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　伸行 098-878-0468

2130289 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

2130290 株式会社　大一上建設 沖縄県豊見城市字名嘉地２５０　バイパスビル２０６号伊敷　操 098-851-9528

2130291 有限会社　信幸組 沖縄県那覇市与儀２－６－９ 大湾　政宗 098-996-2557

2130292 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

2130293 有限会社大地建設 沖縄県那覇市古波蔵二丁目１７番１６号 神里保 098-836-9687 *

2130294 株式会社　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

2130295 株式会社米正建設 沖縄県那覇市字仲井真394番地の19 代表取締役 098-855-1670

2130296 中部緑化土木株式会社 沖縄県中頭郡北谷町字上勢頭792番地 山川　伸幸 098-936-3761

7 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内
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2130297 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 隆 098-945-0985

2130298 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

2130299 栄裕建設　株式会社 沖縄県那覇市首里石嶺町三丁目１６５番地 下地　智子 098-886-2327

2130300 ヤマハサウンドシステム　株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町４１番１２号 平井　智勇 03-5652-3600

2130301 株式会社　大林組 東京都港区港南二丁目１５番２号 蓮輪　賢治 03-5769-1017

2130302 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

2130303 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 大黒田　一人 03-5827-7051

2130304 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

2130305 沖縄道路興業　株式会社 沖縄県中頭郡西原町字小那覇１４７０番地 安里　浩 098-946-3244

2130306 協同日之出産業株式会社 宮崎県東諸県郡国富町大字４３０番地３ 松元　千昭 0985-75-1212

2130307 株式会社　沖縄庭芸 沖縄県那覇市字国場５２０番地 渡嘉敷　弘 098-855-5217

2130308 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 *

2130309 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

2130310 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 *

2130311 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

2130312 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

2130313 株式会社　沖電工 沖縄県那覇市壺川2-11-11 仲宗根　斉 098-835-9895

2130314 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

2130315 有限会社　西部技建 沖縄県豊見城市字上田３１５番地1,１０１号室 渡慶次　奈月 098-850-4537

2130316 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 *

2130317 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 *

2130318 東芝インフラシステムズ株式会社 神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４　 今野　貴之 044-576-6587

2130319 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　和美 098-895-2747

2130320 株式会社　西崎興業 沖縄県糸満市西崎1丁目11番５号 金城　和良 098-994-4828

2130321 株式会社水工エンジニアリング 大阪府東大阪市菱屋西六丁目4番41-412 髙橋　尚武 06-6782-7720

2130322 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

2130323 株式会社　テクノ菱和 東京都豊島区南大塚二丁目２６番２０号 黒田　英彦 03-5978-2541

2130324 有限会社カワセツ 沖縄県南城市玉城字愛地340-2 川平　悟 098-949-7174

2130325 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

2130326 有限会社　樹德苑 沖縄県南城市佐敷字小谷７４２番地の１ 玉城　博德 098-947-3936

2130327 西日本電信電話株式会社 大阪府大阪市都島区東野田町四丁目15番82号 森林　正彰 06-4793-7781

2130328 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 *

2130329 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

2130330 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

2130331 有限会社　輔建設 南城市玉城字船越９８０番地 仲里　辰枝 098-949-1055

2130332 株式会社　沖縄工設 沖縄県浦添市字経塚６３３番地 大嶺　健一郎 098-877-0149 *

2130333 パイオニア電設株式会社 沖縄県浦添市伊祖4-21-2 新里和也 098-877-0101

2130334 有限会社　佐久川電研 西原町字翁長853番地の3 佐久川　弘美 098-946-9338

2130335 株式会社　八起電設 那覇市長田２丁目10番33号 仲嵩由成 098-833-3041

2130336 有限会社　牧野建設 沖縄県那覇市小禄五丁目８番地１２ 嵩原　康彦 098-858-4110

2130337 有限会社　兼城設備工業 沖縄県島尻郡南風原町字兼城136番地 内間　克也 098-889-0833 *+

2130338 株式会社　イチゴ 沖縄県浦添市西原五丁目１番９号 國場　幸貞 098-875-0801

8 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内
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2130339 沖縄パナソニック特機　株式会社 沖縄県那覇市西２丁目１５番１号 玉山　憲是 098-868-0131

2130340 株式会社　神洋 沖縄県中頭郡西原町字小那覇２３６番地の１　コーポ西原１０１玉城　正則 098-945-2195

2130341 株式会社　大寛組 那覇市東町１６番９号 大濵　均 098-868-1015

2130342 國幸興發　株式会社 沖縄県那覇市泉崎１丁目１６番１８号 國場　幸博 098-861-3777

2130343 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

2130344 有限会社　光和エンジニアリング 沖縄県那覇市字国場１０１９番地の２ 屋宜　憲保 098-834-2168

2130345 株式会社　三星建設 沖縄県豊見城市字上田５３６番地２１ 瀬長　誠 098-850-6089

2130346 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

2130347 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

2130348 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

2130349 株式会社　琉球ZERO－ONE　 沖縄県沖縄市上地三丁目２３番３０号 與那覇　翔 098-989-1020

2130350 有限会社　エスアイ・ケイ 沖縄県浦添市字経塚179番地の2 久高　実 098-942-4577

2130351 泉水設備株式会社 沖縄県那覇市識名３丁目２２番１２号 新城　雅人 098-854-9282

2130352 株式会社　古波蔵組 沖縄県那覇市泉崎一丁目２２番１２号 古波藏　太志 098-951-3723

2130353 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

2130354 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

2130355 株式会社　鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町三丁目６番１号 渡津　弘己 06-6245-6500

2130356 大豊建設株式会社 東京都中央区新川１丁目２４番４号 森下 覚恵 03-3297-7000

2130357 ホシザキ沖縄株式会社 沖縄県那覇市泊三丁目3番13号 稲嶺　満之 098-861-1240

2130358 株式会社　呉屋組 糸満市西崎町五丁目10番地の12 呉屋　明 098-992-2722

2130359 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 *

2130360 株式会社　アイ・シー・エス 沖縄県島尻郡南風原町字本部４０５番地２ 上間　誠 098-996-3946 *

2130361 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 098-867-4101

2130362 ＫＳＳ株式会社 東京都武蔵村山市伊奈平1-70-2 深澤 重幸 042-560-2042

2130363 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１８ 金城　今日子 098-884-5008

2130364 アメリカンエンジニアコーポレイション 沖縄県宜野湾市大山七丁目８番１３号 ケネス　マーク　エクスタースティン098-897-6781

2130365 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 *+

2130366 株式会社　東部電気土木 沖縄県島尻郡与那原町字上与那原３９８番地 神谷　光准 098-945-2043 *

2130367 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 *+

2130368 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 仲村千博 098-988-1291

2130369 ＢＸ沖縄文化シヤッター　株式会社 沖縄県豊見城市字根差部６６７番地 下田　伸一 098-850-6116

2130370 株式会社ネオ・プランニング 沖縄県那覇市おもろまち三丁目７番１０号 下地　直樹 098-863-9254

2130371 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

2130372 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

2130373 有限会社三八五ペイント工業 沖縄県島尻郡南風原町字大名３４０番地の４ 神谷　嘉勝 098-888-0306 *

2130374 株式会社　真喜志電設 沖縄県豊見城市字金良４２８番地９ 与儀　真喜 098-850-0325

2130375 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

2130376 有限会社　五輪重機 沖縄県浦添市西原1丁目3番9号 平安山　明正 098-876-4422

2130377 有限会社　創世開発 沖縄県那覇市字上間３３８番地 平田　章 098-836-2440 *+

2130378 大協電気工事株式会社 沖縄県那覇市首里大名町3－17－6 上村勝 098-887-3951

2130379 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 上原　勉 098-973-8775

2130380 株式会社　前川製作所 東京都江東区牡丹３丁目１４番１５号 前川　真 03-3642-8181

9 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内
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2130381 株式会社　紅樹 沖縄県那覇市字上間２４０番地２金城ビル２０１号 副島　誠 098-835-4874

2130382 株式会社　大盛建設工業 沖縄県豊見城市字与根２１８番地２ 大城　弘和 098-856-2137

2130383 有限会社　三国電工 沖縄県島尻郡南風原町字照屋２９２番地１ 幸地　兼昭 098-889-0080 *+

2130384 エスエヌ環境テクノロジー株式会社 大阪府大阪市此花区西九条５丁目３番２８号 辻　勝久 06-4804-5503

2130385 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 +

2130386 株式会社　山城電気 沖縄県那覇市字仲井真２０５番地の２ 山城　勝則 098-833-3948

2130387 株式会社　四電工 香川県高松市花ノ宮町二丁目３番９号 関谷　幸男 087-840-0230

2130388 有限会社　花道建設 沖縄県南城市玉城字糸数93番地 花城 浩 098-948-1095

2130389 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

2130390 株式会社　沖縄グリーンメンテナンス 沖縄県宜野湾市新城二丁目32番11号 比嘉　秀明 098-893-0269

2130391 株式会社　フジタ電建 沖縄県豊見城市字高安９３５番地 藤田　則夫 098-850-9273

2130392 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 *

2130393 株式会社　東恩納組 沖縄県那覇市古波蔵1丁目20番30号 東恩納 惟 098-850-5734

2130394 沖縄東芝エレベータ　株式会社 沖縄県那覇市字銘苅１８０番地７ 葛城　弘樹 098-866-5497

2130395 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

2130396 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

2130397 沖阪産業　株式会社 沖縄県那覇市港町３丁目５番１号 宮城　健 098-862-2321 *+

2130398 株式会社　クボタ 大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 北尾　裕一 06-6648-2111

2130399 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 *

2130400 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

2130401 メタウォーター株式会社 東京都千代田区神田須田町一丁目25番地 山口　賢二 03-6853-7300

2130402 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　光人 098-857-6723

2130403 三晃工業株式会社 大阪府大阪市大正区鶴町二丁目１５番２６号 山梶　章 06-6555-7052

2130404 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

2130405 株式会社　新建 沖縄県那覇市具志３丁目４番２０号２Ｆ 新崎　武範 098-858-3650

2130406 （株）大興建設 沖縄県中頭郡嘉手納町字水釜364番地の2 島袋　利貞 098-956-5111

2130407 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 安慶名　健 098-878-3388

2130408 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

2130409 株式会社　ケミカルメンテナンス沖縄 沖縄県島尻郡南風原町字与那覇５５番地シャトレあらかき２０６長嶺　憲一郎 098-987-7396 *+

2130410 日本電気株式会社 東京都港区芝五丁目７番１号 森田　隆之 03-3454-1111

2130411 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

2130412 有限会社　丸玉メンテナンス 沖縄県那覇市壺屋二丁目８番１号（５０１号） 玉城　守 098-943-8920

2130413 有限会社大皓設備 沖縄県豊見城市字高嶺３６３－１ 大城浩一 098-850-4828

2130414 有限会社　セイシン住興 沖縄県豊見城市字上田５６９番地 平川　清 098-850-4688 *

2130415 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

2130416 有限会社　沖島電機 沖縄県島尻郡南風原町字大名３２７番地の２ 嶺井　節子 098-888-3779 *

2130417 有限会社　ツネダ塗装工業 沖縄県那覇市首里鳥堀町四丁目143番地16　２Ｆ 常田　省三 098-885-5130 *

2130418 有限会社　三栄技研 沖縄県島尻郡南風原町字神里２２９番地の６ 砂川　秀樹 098-888-0522 *

2130419 株式会社九電工 福岡県福岡市南区那の川一丁目２３番３５号 佐藤　尚文 092-523-6331

2130420 株式会社　琉建工業 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納479番地4 渡口　彦武 098-956-8860

2130421 株式会社　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

2130422 コウフ・フィールド株式会社 福岡県福岡市博多区東那珂2-19-25 加治木　英隆 092-481-8639

10 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内
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2130423 光建設　株式会社 沖縄県糸満市西崎町５丁目６番地８ 徳元　猛 098-994-5635

2130424 有限会社　玉電エンジニア 沖縄県南城市大里字大城１９９５番地の２ 玉城　智也 098-946-0286

2130425 有限会社仲座建設 沖縄県島尻郡八重瀬町字小城１８３番地 仲座哲男 098--998-3011

2130426 株式会社山洋開発 沖縄県島尻郡八重瀬町字屋宜原19番地6　2F 仲座清德 098-998-5879

2130427 有限会社大栄土建 沖縄県糸満市字照屋１２９９番地 大城由香 098-994-6921

2130428 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

2130429 有限会社　田端設備工業 与那原町字上与那原408番地の2 田端　智 098-946-3691

2130430 福山建設株式会社 沖縄県浦添市牧港四丁目14番17号 湧川 博正 098-943-6671 *

2130431 有限会社　明城建設 沖縄市池原二丁目１５番３５号 山城　重幸 098-939-7134

2130432 株式会社　光エンジニア 沖縄県那覇市字識名１２７９番地 新垣　哲也 098-832-3245

2130433 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

2130434 川田建設株式会社 東京都北区滝野川６－３－１ 川田　�哉 03-3915-5321

2130435 株式会社沖縄プラスチック産業 糸満市西崎町５丁目５番地の５ 玉城裕一 098-994-2220

2130436 有限会社協進 沖縄県うるま市字天願209番地3 天願　勝行 098-973-5292

2130437 株式会社　丸真組 沖縄県那覇市古波蔵3丁目18番15号 眞志取　健一 098-832-0533

2130438 株式会社喜神サービス うるま市字田場1061番地 川満秀吉 098-973-6533

2130439 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

2130440 三井住友建設　株式会社 東京都中央区佃二丁目１番６号 近藤　重敏 03-4582-3000

2130441 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番地の６ 大城　豊 098-835-5353

2130442 沖縄古賀防水工業　株式会社 沖縄県糸満市字阿波根495番地の1 古賀　博昭 098-994-3743

2130443 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 比嘉　太一 098-917-0070

2130444 東洋電気工事　株式会社 沖縄県沖縄市宮里三丁目１７番１０号 柴引　健 098-937-4445

2130445 株式会社　琉豊総合設備 沖縄県豊見城市字豊崎１番４０５－３階 堤　眞之 098-987-1590

2130446 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

2130447 沖電水工事株式会社 沖縄県那覇市前島２丁目１番１０号 當山　雅治 098-867-6311

2130448 株式会社　大雄土木 沖縄県豊見城市字座安３３２番地４ 大城　貞雄 098-856-4555

2130449 株式会社　大米建設 沖縄県那覇市高良３丁目１番地１ 国吉　修 098-975-9090

2130450 三協電気工事　株式会社 沖縄県那覇市字天久９０３番地 松島　寛和 098-868-8141

2130451 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　哲也 098-956-6492

2130452 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 +

2130453 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

2130454 南洋土建株式会社 沖縄県那覇市与儀１丁目５番２号 玉城　常二 098-853-0661

2130455 大悟設備工業 沖縄県豊見城市字与根８７番地の９ 大城　悟 098-850-1629

2130456 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 *

2130457 株式会社　丸和開発 沖縄県豊見城市字嘉数７０８番地７ 比嘉　和史 098-850-7895

2130458 有限会社 グリーンアルファ 沖縄県那覇市識名３丁目１９番６号 國吉明 098-853-1121

2130459 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

2130460 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

2130461 ヤンマー沖縄　株式会社 沖縄県宜野湾市大山七丁目11番12号 高江洲　正春 098-898-3111

2130462 有限会社　開成産業 沖縄県島尻郡八重瀬町字仲座433番地10 呉屋　健三 098-998-1721

2130463 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

2130464 有限会社　那覇造園土木 沖縄県豊見城市字渡嘉敷３７４番地 前原　朝義 098-850-1524

11 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内
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2130465 株式会社ウォーターテック 東京都港区芝浦３－１６－１ 早坂　克浩 03-3456-0795

2130466 重信電気工事　株式会社 沖縄県沖縄市安慶田１丁目２４番３１号 長嶺　禎 098-937-2534

2130467 株式会社　エノビ防災技研 沖縄県沖縄市園田二丁目３５番１６号 栄野比　剛 098-932-0715

2130468 新菱冷熱工業株式会社 東京都新宿区四谷一丁目６番１号 加賀美　猛 03-3357-2193

2130469 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

2130470 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

2130471 株式会社　富士通エフサス 東京都品川区西品川一丁目1番1号 小林　俊範 03-5747-9100

2130472 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

2130473 株式会社　大智 沖縄県島尻郡南大東村字在所264番地4 屋嘉比　康暢 09802-2-2825

2130474 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

2130475 有限会社　西原農園 沖縄県那覇市首里石嶺町四丁目１３５番地の１ 下地　浩之 098-886-3071

2130476 有限会社石嶺組 沖縄県南城市玉城字百名９４２番地１ 石嶺　眞秀 098-948-3961 *

2130477 株式会社大成 沖縄県南城市大里字大城５３８番地の８ 吉田　直樹 098-946-8383 *+

2130478 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

2130479 東洋建設株式会社 東京都千代田区神田神保町一丁目１０５番地 武澤　恭司 03-6361-5462

2130480 日本電通株式会社 大阪府大阪市港区磯路二丁目21番1号 戸谷　典嗣 06-6577-4121

2130481 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

2130482 株式会社沖縄ボイラエンジニアリング 沖縄県那覇市金城一丁目１２番地２２ 渡慶次　賀泰 098-859-3999

2130483 株式会社　比謝川電気 沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２８４番地 村山　博子 098-956-2253

2130484 株式会社　テクノ工業 沖縄県沖縄市古謝三丁目26番11号 下地　稔 098-938-0262

2130485 末吉園　株式会社 沖縄県那覇市首里山川町二丁目６１番地１７ 普天間　直利 098-988-4657

2130486 有限会社　サン冷熱 沖縄県那覇市字大道１７２番地３０８号 中村　健也 098-871-4342

2130487 技研工業　株式会社 沖縄県那覇市曙三丁目4番6号 國仲　昌典 098-861-2554

2130488 株式会社　七和 沖縄県那覇市字安里381番地2 伊志嶺　匡 098-882-3070

2130489 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

2130490 日本無線　株式会社 東京都中野区中野四丁目１０番１号 小洗　健 03-6832-1721

2130491 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

2130492 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 長瀬　英司 098-866-1175

2130493 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号 池上　秀一 093-571-7771

2130494 (有)大一土建 南城市玉城字當山１９５－２ 大城康裕 098-948-7527

2130495 株式会社正太商事工業 沖縄県那覇市首里久場川町2丁目２８番１号 當眞　正次 098-887-5853

2130496 國和建設株式会社 沖縄県中頭郡西原町字小那覇1241番地 野崎 真光 098-944-5725

2130497 (有)比嘉土木 八重瀬町字東風平４３３-１ 安里裕介 098-998-8674

2130498 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 *

2130499 有限会社　南武建設 沖縄県豊見城市字上田538番地の3 大城　勇人 098-856-8956

2130500 株式会社　錢高組 大阪府大阪市西区西本町２丁目２番４号 銭高　久善 06-6531-6431

2130501 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

2130502 株式会社　東信興建 沖縄県豊見城市字翁長844番地の38 古波蔵　文信 098-856-5752 *

2130503 株式会社　祖慶電設工業 沖縄県那覇市小禄三丁目10番地3 祖慶　良昌 098-857-5724

2130504 不二宮工業　株式会社 沖縄県宜野湾市野嵩二丁目2番7号 宮城　剛 098-893-0446

2130505 大日本土木株式会社 岐阜県岐阜市宇佐南一丁目3番11号 馬場　義雄 058-276-1111

2130506 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
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2130507 株式会社　開邦工業 沖縄県沖縄市中央三丁目21番5号203 玉寄　将 098-923-2001

2130508 有限会社　向陽技建 沖縄県中頭郡北中城村字島袋602番地の1 糸満　俊也 098-930-5040

2130509 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

2130510 和光アクシス　株式会社 沖縄県島尻郡南風原町字大名314番地1 新垣　竜也 098-889-2232 *

2130511 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　秀吉 098-933-6464

2130512 株式会社　利興土建 沖縄県糸満市字真栄里560番地 伊敷　利一 098-894-6355

2130513 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 *

2130514 株式会社　サンライト 那覇市泉崎1丁目16番18号 代表取締役　上地　多喜男098-863-4488

2130515 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 *+

2130516 パナソニックEWエンジニアリング株式会社大阪府大阪市中央区城見２丁目１番６１号 藤井　和夫 06-6910-0131

2130517 有限会社一城建設 糸満市字照屋1277－1なみへいマンション104 大城修 098-992-4668

2130518 株式会社　南成建設 沖縄県那覇市壺川2-13-41上原ビル103号 屋宜　宣光 098-854-0160 *

2130519 佐藤工業株式会社 東京都中央区日本橋本町４丁目１２番１９号 平間　宏 03-3661-0502

2130520 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

2130521 大晋建設　株式会社 那覇市古波蔵3-6-5 大城　壮司 098-831-7777 *

2130522 大成設備工業株式会社 沖縄県那覇市首里石嶺町４丁目４４４番地６ 狩俣　吉信 098-871-4031

2130523 株式会社オカノ 沖縄県那覇市安謝一丁目23番8号 與儀 盛輝 098-868-4152

2130524 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

2130525 株式会社　玉城組 糸満字真栄里376番地の1 玉城　邦彦 098-992-2038

2130526 株式会社　三晴 沖縄県那覇市泉崎１丁目１６番１８号 上地　多喜男 098-861-4488

2130527 株式会社　ショウナン 那覇市字小禄１４９０番地の３　泉マンション２０２号花城　智 098-840-6338

2130528 ONE株式会社 沖縄県名護市字豊原224番地の3 仲宗根　盛和 0980-50-0588

2130529 琉球ペイント株式会社 沖縄県うるま市字塩屋494番地の1 潮平朝敏 098-973-7654

2130530 エクシオグループ株式会社 東京都渋谷区渋谷三丁目２９番２０号 舩橋　哲也 03-5778-1141

2130531 有限会社　伊佐建設 沖縄県島尻郡南風原町字兼城２５５番地の１ 伊佐　眞昌 098-888-0445 *+

2130532 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

2130533 戸田建設株式会社 東京都中央区京橋一丁目７番１号 大谷　清介 03-3535-1354

2130534 有限会社　五光園 沖縄県那覇市字宇栄原７９９番地 座安　勤 098-857-5739

2130535 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

2130536 株式会社丸福 沖縄県浦添市勢理客三丁目３番１３号 狩俣　康成 098-878-8412

2130537 有限会社成華開発 糸満市字宇江城５２５番地 高嶺馨 098-997-2936

2130538 株式会社　東江建設 沖縄県浦添市内間１丁目１０番７号 東江　丈二 098-877-1373

2130539 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

2130540 石橋工業　株式会社 沖縄県那覇市古島１丁目３０番地の８ 長浜　隆夫 098-886-1295

2130541 株式会社　呉屋建設 沖縄県島尻郡与那原町字板良敷１３３番地の５ 呉屋　敏彦 098-945-0601

2130542 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

2130543 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 098-894-9561

2130544 株式会社　大成エンジニア 沖縄県那覇市久茂地一丁目７番１号琉球リース総合ビル１階小林　真一 098-867-3555

2130545 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 金城　保 098-897-0513

2130546 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

2130547 株式会社　豊都建設 沖縄県豊見城市字名嘉地３９番地３ 島尻　忠男 098-856-5603

2130548 株式会社　宜野湾電設 沖縄県宜野湾市赤道二丁目２０番２号 仲村　明 098-892-4303
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2130549 有限会社ブンキョウ技研 浦添市安波茶３丁目５番１０号 照屋　斉 098-874-0216

2130550 有限会社　名嘉山重建 沖縄県豊見城市字渡嘉敷８番地 名嘉山　勝 098-856-8399 *

2130551 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　剛 098-870-1093

2130552 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

2130553 株式会社ナカソネ電省 西原町字幸地３３２番地 仲宗根　弘 0989467716-946-7716

2130554 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

2130555 株式会社　玉新建設 沖縄県那覇市壺川二丁目１３番１５号 松田　和明 098-835-4200 *

2130556 株式会社　丸伸土木工業 沖縄県豊見城市字豊見城５３０番地８　レジデンスながみね１０２号石垣　伸 098-995-9512

2130557 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

2130558 株式会社　銘苅興業 沖縄県宜野湾市赤道二丁目４番１６号 神里　武 098-975-7297

2130559 琉球ゴーレックス　株式会社 沖縄県那覇市久米２丁目１０番２２号２Ｆ 知念　礼子 098-988-0121

2130560 株式会社　リウデン 沖縄県浦添市勢理客四丁目１９番１号 上間　亮 098-875-2346

2130561 有限会社　サンワ産業 沖縄県糸満市字福地176番地 前門　嘉信 098-997-4129

2130562 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

2130563 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 *+

2130564 有限会社　登竜土建 沖縄県那覇市首里末吉町二丁目１１７番地 與那嶺　龍治 098-887-1881

2130565 株式会社安謝橋電機 沖縄県浦添市西原二丁目1番3号 平良　博 098-877-7802

2130566 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

2130567 丸三建設　株式会社 沖縄県浦添市西原二丁目１２番８号 田本　秀正 098-877-4444

2130568 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

2130569 株式会社　沖縄建材 沖縄県那覇市久茂地3三丁目２１番１号 知念　実 098-877-2711

2130570 日信工業　株式会社 沖縄県那覇市小禄二丁目６番地１１ 伊野波　盛文 098-852-2022

2130571 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 豊川　政信 098-996-1760

2130572 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

2130573 金城電気工事　株式会社 那覇市安里３丁目６番２９号 吉濱　功佑 098-867-7311

2130574 株式会社　大修建設 沖縄県浦添市城間一丁目２９番７号 謝花　裕文 098-874-2827

2130575 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

2130576 （株）大生通信 沖縄県豊見城市字豊見城３１８番地の１ 與那國　隆 098-850-2330

2130577 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 +

2130578 有限会社　豊島建産 沖縄県豊見城市字翁長825番地１ 赤嶺　光秀 098-850-0903

2130579 有限会社　秀開發工業 沖縄県南城市佐敷字屋比久１４１番地１ 仲間　美智秀 098-947-0208

2130580 株式会社　ミライト 東京都江東区豊洲五丁目6番36号 中山　俊樹 03-6807-3791

2130581 株式会社ピーエス三菱 東京都中央区晴海2丁目5番24号 森　拓也 03-6385-9111

2130582 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

2130583 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１ 大城　京子 098-987-1310 *+

2130584 有限会社　新京建設 沖縄県島尻郡南風原町字照屋４５番地 新崎　佑悟 098-889-8825 *+

2130585 株式会社　琉昇土建 沖縄県島尻郡南風原町字神里２２９番地の６ 赤嶺　義光 098-889-6505 *+

2130586 株式会社　屋良電化ストア 沖縄県那覇市三原二丁目１番３５号 屋良　朝一 098-832-6763 *+

2130587 三栄工業　株式会社 沖縄県那覇市港町三丁目２番８号 福田 郁絵 098-868-0191

2130588 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

2130589 仲本建設　株式会社 沖縄県沖縄市字登川２４３４番地 仲本　巽 098-937-3909

2130590 株式会社　知名通信 沖縄県中頭郡中城村字奥間９２３番地 知名　定次郎 098-895-6342

14 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内



令和3・４年度　南風原町入札参加資格者名簿（建設全業種）

受付番号 商号 本社所在地 代表者氏名 本社TEL 町内

2130591 有限会社　桂植木 沖縄県宜野湾市伊佐２丁目１５番２号 永島　昌和 098-897-6631

2130592 (有)仲村組 那覇市古波蔵3-17-5 仲村渠　孝 098-834-2144 *+

2130593 (株)栄建 那覇市仲井真243-4 宮城　栄吉 098-835-3296

2130594 (有)新光組 八重瀬町字玻名城97-2 新垣　光男 098-998-4430

2130595 (株)丸内 宜野湾市我如古3-14-1 伊豆味　俊規 098-898-0057

2130596 (株)大成ホーム 沖縄県浦添市牧港3-39-11 喜名　景秀 098-877-7756

2130597 沖縄道路メンテナンス(株) 豊見城市字伊良波519-1 瑞慶山　良隆 098-850-4083 *+

2130598 有限会社共同工業 沖縄県南城市大里字稲嶺７９２番地の２ 新垣　真治 098-946-8626

2130599 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

2130600 東洋グリーン株式会社 東京都中央区日本橋人形町2丁目33-8 笹倉正司 03-3249-7731

2130601 沖縄ピーシー株式会社 沖縄県那覇市旭町112番地1 眞榮平　孝 098-868-3050

2130602 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２丁目１番地 大下　元 045-505-8901

2130603 （株）ゼネラル電設 那覇市首里大名町１丁目１２６番地６ 新川　秀盛 098-887-3012

2130604 株式会社　沖設備 沖縄県那覇市壺川二丁目１１番地１１ 山城　邦夫 098-835-9893

2130605 株式会社　フジタ 東京都渋谷区千駄ヶ谷四丁目２５番２号 奥村　洋治 03-3402-1911

2130606 美津濃株式会社 大阪府大阪市住之江区南港北１丁目１２番３５号 水野　明人 06-6614-8188

2130607 株式会社きらり電設 那覇市字国場410番地 喜納　政之 098-833-7244

2130608 株式会社南建 沖縄県島尻郡南風原町字本部４３７番地８　 宮城　裕太 098-888-1462 *+

2130609 仲程土建株式会社 沖縄県国頭郡宜野座村字惣慶１７７１番地の９ 仲程　俊郎 098-968-8888

2130610 協和機電工業株式会社 長崎県長崎市川口町１０番２ 坂井　崇俊 095-848-7788

2130611 久建工業　株式会社 沖縄県那覇市小禄２丁目６番地１１ 久米　清博 098-857-2992

2130612 西松建設株式会社 東京都港区虎ノ門一丁目１７番１号 髙瀨　伸利 03-3502-7570

2130613 長谷川体育施設株式会社 東京都世田谷区太子堂1-4-21 仁ノ平　俊和 03-3422-5331

2130614 古河産機システムズ株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番4号 岩間 和義 03-6636-9512

2130615 株式会社ミライト・テクノロジーズ 大阪府大阪市西区江戸堀３丁目３番１５号 遠竹　泰 06-6446-3410

2130616 (有)友土木 八重瀬町字宜次265-2白川ハイツA-1-2 知念　信昭 098-998-9807 *

2130617 有限会社　丸正開発 沖縄県糸満市字照屋776番地１ 大城　達樹 098-995-2848

2130618 浦西産業　株式会社 沖縄県浦添市当山三丁目５番１号 具志堅　全志 098-877-1170

2130619 有限会社　浦崎 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平１３０７番地 浦崎　正典 098-998-7602

2130620 株式会社　めいわ総建 沖縄県那覇市古波蔵一丁目２１番１６号　２階 山川　和明 098-987-7005 *

2130621 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

2130622 ＪＲＣシステムサービス株式会社 東京都三鷹市牟礼６丁目２１番１１号 五十嵐　久敬 0422-71-0703

2130623 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 三好　敬久 03-6275-8600

2130624 合資会社明光電気 沖縄県那覇市壺川一丁目１２番地３ 仲村　彰 098-833-3068

2130625 有限会社　エココンシャス 沖縄県島尻郡八重瀬町字東風平７９４－１ 島添　融 098-996-0111

2130626 創建　株式会社 沖縄県沖縄市古謝３丁目２０番９号 森元　義和 098-929-3311

2130627 株式会社　丸洋建設 沖縄県島尻郡南風原町字兼城218番地2 安良城　洋 098-960-5192 *

2130628 株式会社　南星エネルギー 沖縄県宜野湾市字佐真下１１４番地 石垣　信真 098-975-5725

2130629 株式会社　新崎開発 沖縄県島尻郡南風原町字照屋126番地 新崎　京子 098-888-2627 *+

2130630 株式会社沖宮設備 沖縄県宜野湾市野嵩一丁目5番19号 宮國　靖 098-894-3966

15 *本社もしくは営業所が町内　+代表者住所が町内


