
2020.4.22現在 会員合計　103社
うるま市 （賛助会員 ４社）

会社名 電話番号
代表者名 FAX番号

株式会社  山口設計 098-973-5943
代表取締役社長　新里　貴雄 098-973-5885
有限会社  国吉組 098-964-2158
代表取締役　石川　裕憲 098-654-2709
パセオ建築設計室 098-974-1445
代表者　荷川取　勝彦 098-975-6441
きた建築設計事務所 098-973-6849
代表者　宜名真　正勝 098-973-6801
株式会社  松田工務店 098-964-2364
代表取締役　松田　久則 098-965-6411
松本組 090-3794-4413
代表者　松本　秀幸 なし
株式会社  トライ建設 098-973-3434
代表取締役社長　山口　栄次 098-923-0166
有限会社  栄建設 098-974-3222
代表取締役　與古田　勝 098-973-5007
合同会社　ユーメイト 098-989-0671
代表社員　安慶名　慶之 098-978-4024
(株)喜神サービス 098-973-6533
取締役常務　伊禮　一夫 098-973-5606
アキ工務店 090-4470-0630
代表者　湧田　章 098-911-3538
山内塗装 090-3792-4011
代表者　山内　昌昭 なし
弘内装 090-8293-5081
代表者　山川　弘 098-974-4449
浜工務店 090-8836-2487
代表者　柴引　正哲 なし
アイム設計事務所 098-965-7810
代表者　石川　稔 098-965-7812
冠設計工房 098-972-3605
代表者　上原　勝明 098-972-3606
大空企画 有限会社 098-975-6656
代表取締役　糸数　聡 098-965-0863
上建設計事務所 098-979-0480
代表者　上江洲　秀雄 098-979-0480
有限会社 武美設計事務所 098-982-5806
代表取締役　石川　武弘 098-982-5807
有限会社　システム技研 098-973-3968
代表取締役　天久　弘 098-974-7828
有限会社　丸興電設 098-972-5066
代表取締役　久高　時則 098-972-5068
マサ友電設  株式会社 098-974-4724
代表取締役　天願　雅充 098-974-5175
きせ電気 098-974-2570
代表者　喜瀬　真善 098-974-2562
有限会社  日の出電気 098-964-2991
代表取締役　平川　拓也 098-964-1788
平安　株式会社 098-977-8001
代表取締役社長　與那嶺　真栄 098-977-8188
(有)伊波電設 098-964-4824
代表取締役　伊波隆夫 098-964-4833
名嘉眞建築塗装 098-972-4348
代表者　名嘉眞　直治 098-972-4348
株式会社　リュウテック 098-953-2067
代表取締役　新里　賢 098-953-2068
株式会社　盛工業 うるま市みどり町4-15-10 090-9408-9237
代表取締役　宮里　盛貴 098-914-1322

沖縄市

令和２年度　会員名簿

NO 工種 住　　所

1 設計 うるま市字塩屋452-1

4 設計 うるま市字豊原553－1

5 施工 うるま市石川伊波94番地

2 施工 うるま市石川2丁目23番8号

3 設計 うるま市字喜屋武311－4

8 施工 うるま市字田場１０７９－１

9 施工 うるま市字屋慶名604

6 施工 うるま市石川東恩納1570－4

7 施工 うるま市字豊原６５３番地

12 施工 うるま市勝連南風原4148-2

13 施工 うるま市字宇堅823-6

10 施工 うるま市字田場1061

11 施工 うるま市兼箇段1523-14

16 設計 うるま市安慶名159番地4号

17 設計 うるま市石川東恩納1648

14 施工 うるま市赤道４０６－１２番地

15 設計 うるま市石川2－5－6

20

21

電気 うるま市字赤道257番地の4

18 設計 うるま市上江洲325

19 設計 うるま市石川東恩納652－5（２F）

24

電気 うるま市字赤道790－1

25

電気 うるま市石川伊波８７７－４

22

電気 うるま市安慶名244

23

電気 うるま市字具志川2513番地

28

施工 うるま市字昆布1832-369

29

施工 うるま市字高江洲806

26

施工 うるま市与那城平安座8321番地

27

電気 うるま市石川伊波268

施工



会社名 電話番号
代表者名 FAX番号

有限会社　沖建工房 098-932-2105
取締役　下地　福利 098-932-2106
株式会社　三和ハウス 098-988-5325
代表取締役　安慶名　広明 098-988-5326
有限会社　丸間組 098-937-9328
仲間　実道 098-934-6258
株式会社　一建設 098-989-7204
代表取締役　真栄平　武志 098-989-7202
アトレ設計事務所 098-988-7303
代表者　伊佐　透 098-988-7304
株式会社　にらい 098-939-4456
代表取締役　大城　達也 098-939-4467
有限会社　仲住建 098-934-8280
代表取締役　仲松　正信 098-975-6753
(株)フロンティア・ウイング 098-929-4649
代表取締役　護得久　輝彦 098-929-4640
有限会社　桑江興業 098-938-3540
営業課長　桑江　健 098-939-0809
有限会社　久保田工務店 098-989-3205
代表取締役　久保田　正治 098-989-3206
株式会社　丸松建設 098-937-1088
代表取締役　棚原　義隆 098-937-1048
山城内装 098-937-2395
代表者　山城　政雄 098-934-3170
合同会社　サノハタ 098-989-8172
代表社員　西元　悠 098-989-8173
名嘉真内装 090-3793-0094
代表者　名嘉真　昌幸 なし
美・ホーム 098-983-4827
代表者　安里　直美 098-983-4837
大栄企画 098-937-4937
代表者　栄野比　邦弘 098-937-4937
株式会社　久志組 098-937-5478
久志　昇 098-938-9394
光工務店 098-933-3159
代表者　島袋　光則 なし
西銘左官 090-8663-3882
代表者　西銘　正 なし
トーワ開発 098-934-8028
代表者　東　　潤 098-934-8028

設計 有限会社　エン設計 沖縄市胡屋5－24－6 098-933-8885
代表取締役　渡慶次　伸 098-933-8956

設計 アトリエN 沖縄市美里1-4-15 098-938-2437
代表者　仲宗根　肇 098-938-2437

電気 有限会社　共新電気設備 沖縄市諸見里3-19-27 098-932-1762
代表取締役　勝連　隆 098-932-2690

電気 章電設 沖縄市古謝津嘉山町8-1 098-939-7141
代表者　島袋　章 098-939-7148
阿次富電設 098-939-5154
代表者　阿次富　光正 098-939-5154
鈴和 沖縄市泡瀬6-21-4 098-989-5375
代表者　伊計　鈴花 098-989-5363
株式会社　ＲＫＳ　(琉球工事サービス) 沖縄市室川2-1-15 098-911-9944
代表取締役　稲垣　健一

2 施工 沖縄市池原3-3-26

3 施工 沖縄市古謝津嘉山町31-16

NO 工種 住　　所

1 施工 沖縄市山里3-1-21

6 電気 沖縄市古謝2-10-3　丸勝マンション1-Ｃ

7 施工 沖縄市古謝津嘉山町33-16-101

4 施工 沖縄市知花4－8－40

5 設計 沖縄市上地4-10-25　千広MA101

10

11

施工 沖縄市古謝3-26-13

8 施工 沖縄市嘉間良1丁目16番26号

9 施工 沖縄市桃原1-6-24

14

施工 沖縄市知花5-17-20

15

施工 沖縄市嘉間良2-11-4

12

施工 沖縄市美原1-6-5

13

施工 沖縄市八重島2-4-19

18

施工 沖縄市宮里4-24-17

19

施工 沖縄市山内2-1-24

16

施工 沖縄市登川1-6-33

17

施工 沖縄市知花2-19-1

24

25

22

23

20

施工 沖縄市美原3-16-21

21

施工 沖縄市古謝3-13-1

26

電気 沖縄市古謝1226　3－206

27

施工

電気



嘉手納町

会社名 電話番号
代表者名 FAX番号

株式会社　サポート２１ 098-963-7322
代表取締役　金城　敦雄 098-963-7322
有限会社　大旺産業 098-956-3437
代表取締役　新垣　博孝 098-956-7160
有限会社　伊礼組 098-956-3558
代表取締役　伊禮　朝昭 098-956-5584
有限会社　嘉手納住宅 098-956-2530
代表取締役　浦崎　直太 098-956-2596
有限会社　稲一 098-956-7506
代表取締役　稲嶺　一男 098-956-4518
名嘉建装 090-8292-1569
代表者　名嘉　秀夫 098-956-6864
有限会社　住建企画 098-957-2272
代表取締役　髙江洲　昌子 098-953-2025
有限会社　千原金物店 098-956-3374
代表取締役　福地　常雄 098-956-0303

北谷町

会社名 電話番号
代表者名 FAX番号

有限会社　とうま建築設計事務所 098-936-6148
代表取締役　金城　時男 098-936-6956
有限会社　隆成建設 098-936-9886
代表取締役　比嘉　隆雄 098-936-9895
有限会社　開成建設産業 098-936-8329
代表取締役　池味　光輝 098-936-8481
当山内装 098-936-1789
代表者　當山　孝一 098-936-1789
株式会社　常進建設 098-926-0278
代表取締役　徳里　隆行 098-926-0278
旭建設　株式会社 098-936-2267
代表取締役　翁長　淳 098-936-4577
一統建設 098-936-7239
代表者　松田　一広 098-936-7239
ICS株式会社 098-936-9467
代表取締役　知念　良正 098-936-9470
真和建築設計事務所 098-936-9888
代表者　目取真　繁 098-936-9888
津嘉山建築設計事務所 098-936-7151
代表者　津嘉山　寛 098-936-7162
オキナ防災設備 098-936-8050
代表者　翁長　成明 098-936-8053
有限会社　ライフテック 098-926-1681
代表取締役　又吉　隆 098-926-1697
(有)安次嶺ガラス 098-936-0277
代表取締役　安次嶺　承健 098-936-0278

読谷村

NO 工種 住　　所

1 施工 嘉手納町字水釜１１４－１

4 施工 嘉手納町字水釜２０４

5 施工 嘉手納町字屋良９６６－２

2 施工 嘉手納町屋良950-2

3 施工 嘉手納町字水釜３７９－９

8 施工 嘉手納町字嘉手納463-13

NO 工種 住　　所

6 施工 嘉手納町水釜６－１６－２５

7 施工 嘉手納町嘉手納４４８－７

3 施工 北谷町字上勢頭６３０番地　６

4 施工 北谷町字宮城１－５８

1 設計 北谷町北前1丁目13番8号

2 施工 北谷町字上勢頭626番地の15

7 施工 北谷町字浜川214-2　S-3

8 設計 北谷町美浜1－6－1

5 施工 北谷町字桑江250　北マンション103

6 施工 北谷町字浜川48番地

11

12

電気 北谷町字桑江321－13（2F)

9 設計 北谷町字桃原７番の４

10 設計 北谷町字桃原１５－１

13

電気 北谷町字宮城２－４７

施工 北谷町字桑江364-4



会社名 電話番号
代表者名 FAX番号

株式会社　大米工業 098-956-4966
代表取締役　米須　良久 098-989-6696
有限会社　協生産業 098-957-0503
代表取締役　米須　大史 098-956-6448
有限会社　國建設 098-958-5325
代表取締役　國吉　悟 098-958-6687
仲根ガラス 098-958-3857
代表取締役　仲宗根　正義 098-958-3923
古堅鉄工所 098-957-0480
代表者　知念　敏夫 098-957-0480
朝日建築設計事務所 098-958-2952
代表者　知花　朝雄 098-958-6012
株式会社　美ら・sun設計工房 098-989-0849
代表取締役　伊是名　繁彰 098-957-5998
有限会社　丸優電気 098-958-6890
代表取締役　比嘉　優 098-958-6891
株式会社　みいぢ電気 098-958-2772
代表取締役　新地　孝順 098-958-2768
山根商店 098-958-5262
代表者　山根　正太郎 098-989-6872
(株)光陽建設 098-959-2388
代表取締役　山内　昌光 098-959-2388
丸山建清 090-7924-8108
代表　山内　昌彦 なし
次郎商会 098-989-6871
代表者　山根　正次郎 098-989-6872

宜野湾市

会社名 電話番号
代表者名 FAX番号

株式会社　シンセイ 098-898-3637
代表取締役　當眞　嗣生 098-898-7234
有限会社　アイ・エイチ・エー設計 098-890-1325
代表取締役　伊波　米次 098-890-1327
徳田建築設計事務所 098-893-1742
代表者　徳田　勝則 098-893-6835

北中城村・西原町・那覇市・恩納村

会社名 電話番号
代表者名 FAX番号

HIRO設計 090-8291-8926
代表者　安里　常広 098-935-5430
安照建築設計事務所 098-935-4012
代表者　安里　照夫 098-935-4012
仲村建築設計事務所 098-945-9553
設計士　仲村　理 098-917-0016
又吉設計事務所 098-834-2078
代表者　又吉　盛昭 098-834-2078
米須左官 098-964-3770
代表者　米須　清秀 なし
宮城左官 098-960-6510
代表者　宮城　幸人 098-960-6510

　　　　賛助会員
賛助会員　4社

NO 工種 住　　所

1 アルミ 読谷村字伊良皆115

4 施工 読谷村字長浜1437

5 施工 読谷村字古堅501

2 施工 読谷村字伊良皆169番地1

3 施工 読谷村字高志保１８６番地２

8 電気 読谷村高志保326

9 電気 読谷村字長浜1773番地4

6 設計 読谷村字座喜味2343－3

7 設計 読谷村字伊良皆１６４

12 施工 読谷村字比謝25

13 施工 読谷村字伊良皆374　3F

10 施工 読谷村字長浜236-1

11 施工 読谷村字大湾512-1　コーポ丸信203

設計 宜野湾市野嵩1-31-3

2

3

設計 宜野湾市伊佐2-6-10

NO 工種 住　　所

1 施工 宜野湾市大山7-4-6

施工 恩納村字冨着580

2 設計 北中城村字喜舎場165番地

3 設計 西原町字翁長249番地

NO 工種 住　　所

1 設計 北中城村字喜舎場215-1

4 設計 那覇市繁多川2-4-33

5

施工6 恩納村字冨着1543



会社名 電話番号

代表者名 FAX番号
株式会社　沖縄豊和 098-987-8008
代表取締役　高良　義人 098-987-8118
株式会社　沖縄不二サッシ 098-937-5137
代表取締役　佐藤　雅晴 098-937-1096
金秀アルミ工業(株) 098-835-8101
代表取締役社長　呉屋　良和 098-945-4040
沖縄三協立山アルミ㈱ 098-956-1188
代表取締役社長　豊島　秀多 098-956-0056

4 アルミ 読谷村字伊良皆115番地

2 アルミ うるま市州崎12-22

3 アルミ 西原町字掛久保217番地

NO 工種 住　　所

1 アルミ 沖縄市知花4-47-8


