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指定店
番号 商号又は名称 ｶﾅ名 所在地 地区 電話

4 伊舎堂給水工事社 ｲｼｬﾄﾞｳｷｭｳｽｲｺｳｼﾞｼｬ 中城村字伊舎堂444-2 中城村 098-895-4332

6 呉工業 ｸﾚｺｳｷﾞｮｳ 中城村字津覇571-2 中城村 098-895-4327

8 （有）石原設備 ｲｼﾊﾗｾﾂﾋﾞ 中城村字南上原1105 中城村 098-895-3739

173 （有）北浜土木 ｷﾀﾊﾏﾄﾞﾎﾞｸ 中城村字北浜83 中城村 098-895-2724

179 （有）仲建設工業 ﾅｶｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 中城村字北上原696 中城村 098-895-6790

184 （有）住設 ｼﾞｭｳｾﾂ 中城村字津覇216 中城村 098-942-3377

185 仲真設備工業 ﾅｶﾏｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 中城村字屋宜829-1 中城村 098-895-6138

232 （有）ピース造園土木 ﾋﾟｰｽｿﾞｳｴﾝﾄﾞﾎﾞｸ 中城村字新垣1700 中城村 098-895-4391

254 （有）アイワ技研 ｱｲﾜｷﾞｹﾝ 中城村字奥間152 中城村 098-895-1966

95 （有）共和設備 ｷｮｳﾜｾﾂﾋﾞ 中城村字津覇92
宜野湾市
村内営業所有 098-943-3026

中城村指定給水装置工事事業者名簿（中城村内）
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252 （株）沖縄プラスチック産業 ｵｷﾅﾜﾌﾟﾗｽﾁｯｸｻﾝｷﾞｮｳ 糸満市西崎町5-5-5 糸満市 098-994-2220

28 （有）正設備興業 ﾏｻｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 糸満市字座波774-2 糸満市 098-995-1143

110 （有）大翔開発 ﾀﾞｲｼｮｳｶｲﾊﾂ 糸満市西崎3-364 糸満市 098-992-1506

116 （有）仲吉電設 ﾅｶﾖｼﾃﾞﾝｾﾂ 糸満市西川町15-7 糸満市 098-994-2149

175 山城設備 ﾔﾏｼﾛｾﾂﾋﾞ 糸満市字大里25 糸満市 098-994-8370

10 （有）春水工業 ﾊﾙﾐｺｳｷﾞｮｳ 浦添市前田1-22-2 浦添市 098-876-3002

46 （有）インター設備 ｲﾝﾀｰｾﾂﾋﾞ 浦添市宮城4-12-16 浦添市 098-878-6347

70 （有）丸高設備 ﾏﾙﾀｶｾﾂﾋﾞ 浦添市当山424-1 浦添市 098-879-4876

80 やよい電気工事社 ﾔﾖｲﾃﾞﾝｷｺｳｼﾞｼｬ 浦添市前田3-23-1 浦添市 098-875-5380

90 （有）サガワ設備工業 ｻｶﾞﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 浦添市宮城2-13-2 浦添市 098-878-2239

98 （有）ライフ工業 ﾗｲﾌｺｳｷﾞｮｳ 浦添市字大平1-6-5　302号 浦添市 098-875-8555

113 （有）丸仲エンジニアリング ﾏﾙﾅｶｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 浦添市宮城2-8-1　101号 浦添市 098-879-3377

127 （株）沖永開発 ｵｷｴｲｶｲﾊﾂ 浦添市牧港5-6-3 浦添市 098-877-6399

132 （有）南光設備 ﾅﾝｺｳｾﾂﾋﾞ 浦添市西原2-10-25　102号 浦添市 098-870-5618

137 （有）送友設備 ｿｳﾄﾓｾﾂﾋﾞ 浦添市前田3-4-15 浦添市 098-874-8485

152 （有）丸栄電気水道工業 ﾏﾙｴｲﾃﾞﾝｷｽｲﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ 浦添市港川1-25-1 浦添市 098-877-8720

164 （有）大石物産 ｵｵｲｼﾌﾞｯｻﾝ 浦添市宮城3-12-6 浦添市 098-942-0070

187 （有）三友設備 ｻﾝﾄﾓｾﾂﾋﾞ 浦添市城間4-1-9　103号 浦添市 098-877-1017

207 （有）大丸設備 ﾀﾞｲﾏﾙｾﾂﾋﾞ 浦添市宮城3-12-6 浦添市 098-942-0500

223 （有）大盛設備 ｵｵﾓﾘｾﾂﾋﾞ 浦添市前田2-19-11 浦添市 098-877-9812

229 丸一設備工業 ﾏﾙｲﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 浦添市字前田614-1 浦添市 098-877-7630

245 前田設備 ﾏｴﾀﾞｾﾂﾋﾞ 浦添市安波茶1-4-11 浦添市 098-877-7003

250 （合）巧工業 ﾀｸﾐｺｳｷﾞｮｳ 浦添市城間2-12-11 浦添市 098-917-0004

17 （有）大山設備 ｵｵﾔﾏｾﾂﾋﾞ うるま市石川曙3-10-1 うるま市 098-964-3525

20 （有）山正設備 ﾔﾏﾏｻｾﾂﾋﾞ うるま市字豊原185-3 うるま市 098-973-4281

33 （有）山商 ﾔﾏｼｮｳ うるま市字豊原556-1 うるま市 098-973-7740

47 （有）新垣設備 ｱﾗｶｷｾﾂﾋﾞ うるま市字大田632-1 うるま市 098-973-5318

57 （有）東技建 ｱｽﾞﾏｷﾞｹﾝ うるま市字上江洲389 うるま市 098-974-6218

中城村指定給水装置工事事業者名簿（中城村外）
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60 （有）沖水 ｵｷｽｲ うるま市字赤道60-1 うるま市 098-974-5766

71 （有）大嶺設備 ｵｵﾐﾈｾﾂﾋﾞ うるま市字兼箇段1354-8 うるま市 098-974-5200

97 （有）オキナワ建水工業 ｵｷﾅﾜｹﾝｽｲｺｳｷﾞｮｳ うるま市字みどり町5-10-11 うるま市 098-972-2745

103 （有）大伸設備工業 ﾀｲｼﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ うるま市字田場140-1 うるま市 098-974-7773

136 （有）伊禮 ｲﾚｲ うるま市与那城西原736-1 うるま市 098-978-1013

139 （株）當和開発 ﾄｳﾜｶｲﾊﾂ うるま市字江洲457 うるま市 098-974-1955

140 （有）協進 ｷｮｳｼﾝ うるま市字田場1219 うるま市 098-973-5292

144 上門設備 ｳｴｼﾞｮｳｾﾂﾋﾞ うるま市与那城西原282-3 うるま市 098-978-5104

161 仲村水道工事社 ﾅｶﾑﾗｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞｼｬ うるま市勝連平安名1590-1 うるま市 098-978-3792

168 （有）大川電工 ｵｵｶﾜﾃﾞﾝｺｳ うるま市石川曙3-1-33 うるま市 098-964-2169

176 喜原水道工事社 ｷﾊﾗｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞｼｬ うるま市みどり町5-20-2 うるま市 098-972-3750

190 （有）玉栄冷機住設 ﾀﾏｴﾚｲｷｼﾞｭｳｾﾂ うるま市字江洲1-5 うるま市 098-973-9890

193 榮門興業 ｴｲﾓﾝｺｳｷﾞｮｳ うるま市与那城440-2 うるま市 098-978-8636

199 エスケイ電気 ｴｽｹｲﾃﾞﾝｷ うるま市前原163-2 うるま市 098-974-3150

209 （株）明正電設 ｱｷﾏｻﾃﾞﾝｾﾂ うるま市石川2-36-15 うるま市 098-965-1270

219 雅建設工業 ﾐﾔﾋﾞｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ うるま市字高江洲677-1 うるま市 098-974-3666

222 （有）匠設備工業 ﾀｸﾐｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮ うるま市字田場1837-1 うるま市 098-973-3360

224 南海設備 ﾅﾝｶｲｾﾂﾋﾞ うるま市字江洲80-1 うるま市 098-979-5630

226 沖正設備 ｵｷﾏｻｾﾂﾋﾞ うるま市字田場1358-10 うるま市 098-974-8210

227 株式会社　丸善組 ﾏﾙｾﾞﾝｸﾞﾐ うるま市石川赤崎1-9-3 うるま市 098-964-2608

240 （有）翔設備 ｼｮｳｾﾂﾋﾞ うるま市字江洲293 うるま市 098-974-3317

241 （有）未来建設 ﾐﾗｲｹﾝｾﾂ うるま市石川伊波1553-30 うるま市 098-964-5623

253 喜原設備 ｷﾊﾗｾﾂﾋﾞ うるま市与那城174-1 うるま市 098-978-3140

261 サン・エイト設備 ｻﾝ･ｴｲﾄｾﾂﾋﾞ うるま市石川山城28 うるま市 098-965-5474

255 功設 ｺｳｾﾂ 沖縄市胡屋6-10-1 沖縄市 098-989-8170

258 （有）ダイエイ工業 ﾀﾞｲｴｲｺｳｷﾞｮｳ 沖縄市南桃原3-35-12 沖縄市 098-933-7832

16 （有）邦設 ｸﾆｾﾂ 沖縄市比屋根4-7-2 沖縄市 098-930-5018

19 (株)饒波工務店 ﾉﾊｺｳﾑﾃﾝ 沖縄市南桃原2-25-10 沖縄市 098-933-2747

22 （株）中部ユティリティ ﾁｭｳﾌﾞﾕﾃｨﾘﾃｨ 沖縄市字美里1160-1 沖縄市 098-938-2250
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24 （有）クラウン工業 ｸﾗｳﾝｺｳｷﾞｮｳ 沖縄市宮里2-22-22 沖縄市 098-939-4343

49 （有）喜納電水工業 ｷﾅﾃﾞﾝｽｲｺｳｷﾞｮｳ 沖縄市登川2-29-18 沖縄市 098-937-9918

51 （有）西里設備工業 ﾆｼｻﾞﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 沖縄市海邦1-8-35 沖縄市 098-937-1777

65 （株）田河設備 ﾀｶﾞﾜｾﾂﾋﾞ 沖縄市泡瀬5-36-34 沖縄市 098-939-9191

68 （株）設備技研 ｾﾂﾋﾞｷﾞｹﾝ 沖縄市泡瀬1-10-13 沖縄市 098-934-1313

72 （有）嶺住宅設備 ﾐﾈｼﾞｭｳﾀｸｾﾂﾋﾞ 沖縄市字池原2209-1 沖縄市 098-938-9835

76 （有）協伸設備工業 ｷｮｳｼﾝｾﾕﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 沖縄市字美里1624-2 沖縄市 098-937-7201

84 なか企画施行 ﾅｶｷｶｸｾｺｳ 沖縄市松本7-14-1 沖縄市 098-934-8778

85 （有）東部水道工事社 ﾄｳﾌﾞｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞｼｬ 沖縄市大里1-11-37 沖縄市 098-937-2253

86 （有）日新工業 ﾆｯｼﾝｺｳｷﾞｮｳ 沖縄市美里956 沖縄市 098-934-5316

87 フジ設備工業 ﾌｼﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 沖縄市桃原1-4-20 沖縄市 098-937-3635

88 （有）中部技研 ﾁｭｳﾌﾞｷﾞｹﾝ 沖縄市胡屋5-12-14 沖縄市 098-934-6200

112 （有）沖平設備 ｵｷﾋﾗｾﾂﾋﾞ 沖縄市胡屋4-17-10 沖縄市 098-932-1676

114 （有）永山水道工事社 ﾅｶﾞﾔﾏｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞｼｬ 沖縄市大里2-2-12 沖縄市 098-937-4275

117 （株）テクノ工業 ﾃｸﾉｺｳｷﾞｮｳ 沖縄市字古謝888-1 沖縄市 098-938-0262

121 （有）高江洲設備 ﾀｶｴｽｾﾂﾋﾞ 沖縄市泡瀬3-19-23 沖縄市 098-939-6795

128 （株）花城工務店 ﾊﾅｼﾛｺｳﾑﾃﾝ 沖縄市安慶田3-9-19 沖縄市 098-937-5788

129 美里設備工業 ﾐｻﾄｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 沖縄市美里5-13-6 沖縄市 098-937-5466

142 三建設備（株） ｻﾝｹﾝｾﾂﾋﾞ 沖縄市南桃原4-33-3 沖縄市 098-932-3629

145 （有）共栄水道工事社 ｷｮｳｴｲｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞｼｬ 沖縄市知花1-19-9 沖縄市 098-939-0965

155 三得設備 ｻﾝﾄｸｾﾂﾋﾞ 沖縄市高原1-4-32 沖縄市 098-930-3790

160 大屋設備 ｵｵﾔｾﾂﾋﾞ 沖縄市安慶田2-19-24 沖縄市 098-939-0502

182 （株）エノビ防災技研 ｴﾉﾋﾞﾎﾞｳｻｲｷﾞｹﾝ 沖縄市園田2-35-16 沖縄市 098-932-0715

186 （株）アメニス空調 ｱﾒﾆｽｸｳﾁｮｳ 沖縄市字与儀631 沖縄市 098-933-8610

192 トモ企画 ﾄﾓｷｶｸ 沖縄市山内1-10-8 沖縄市 098-933-2215

195 （株）伊波設備 ｲﾊｾﾂﾋﾞ 沖縄市登川3-42-12 沖縄市 098-921-2378

210 （株）丸喜設備 ﾏﾙｷｾﾂﾋﾞ
沖縄市胡屋7-2-3　ｸﾞﾘｰﾝﾏﾝ
ｼｮﾝ　308号 沖縄市 098-930-1700

239 スイド建設（株） ｽｲﾄﾞｹﾝｾﾂ 沖縄市胡屋3-31-8 沖縄市 098-932-9524

247 （株）トップライン ﾄｯﾌﾟﾗｲﾝ 沖縄市美里仲原町5-23 沖縄市 098-989-0881
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158 （有）丸政設備 ﾏﾙﾏｻｾﾂﾋﾞ 恩納村字仲泊880 恩納村 098-965-2762

75 （有）南栄設備 ﾅﾝｴｲｾﾂﾋﾞ 嘉手納町字嘉手納51-3 嘉手納町 098-957-1151

126 （有）世名城 ﾖﾅｼﾛ 嘉手納町字屋良1-3-13 嘉手納町 089-956-2072

169 （株）創設備 ｿｳｾﾂﾋﾞ 嘉手納町字屋良891-1 嘉手納町 098-921-5508

1 不二宮工業（株） ﾌｼﾞﾐﾔｺｳｷﾞｮｳ 北中城村字熱田1985 北中城村 098-935-5755

18 （株）喜納一工業 ｷﾅｲﾁｺｳｷﾞｮｳ 北中城村字熱田2060-1 北中城村 098-935-2042

27 （有）島設備 ｼﾏｾﾂﾋﾞ 北中城村字喜舎場454-11 北中城村 098-935-2422

37 金秀工業 ｶﾈﾋﾃﾞｺｳｷﾞｮｳ 北中城村字和仁屋261-9 北中城村 098-935-4173

55 北中水道工事社 ｷﾀﾅｶｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞｼｬ 北中城村字安谷屋165 北中城村 098-935-3868

56 （有）クボタ設備工業 ｸﾎﾞﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 北中城村字島袋1526-1 北中城村 098-932-2381

100 光設備工業 ﾋｶﾘｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 北中城村字屋宜原242-2 北中城村 098-933-5613

133 林設備 ﾊﾔｼｾﾂﾋﾞ 北中城村字島袋445 北中城村 098-933-0293

167 シンキ設備 ｼﾝｷｾﾂﾋﾞ 北中城村字島袋307 北中城村 098-933-2555

14 （株）協伸設備 ｷｮｳｼﾝｾﾂﾋﾞ 宜野湾市赤道2-2-5 宜野湾市 098-892-2295

21 玉野水道設備 ﾀﾏﾉｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ 宜野湾市普天間2-45-1 宜野湾市 098-892-8337

26 （有）中島工業 ﾅｶｼﾏｺｳｷﾞｮｳ 宜野湾市伊佐3-4-5 宜野湾市 098-898-3481

30 （有）あいち設備工業 ｱｲﾁｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
宜野湾市愛知2-4-20-103号
1F 宜野湾市 098-892-7611

36 當銘水道工事社 ﾄｳﾒｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞｼｬ 宜野湾市野嵩1-14-8 宜野湾市 098-892-3722

42 大和水道（有） ﾀﾞｲﾜｽｲﾄﾞｳ 宜野湾市野嵩1-35-2 宜野湾市 098-893-2751

50 （有）ヤマウチ設備 ﾔﾏｳﾁｾﾂﾋﾞ 宜野湾市普天間2-39-3 宜野湾市 098-935-4768

54 （有）和設備工業 ｶｽﾞｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 宜野湾市大謝名2-14-13 宜野湾市 098-897-6333

66 （有）森川設備工業 ﾓﾘｶﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮ 宜野湾市真志喜1-13-1 宜野湾市 098-897-3428

73 （株）大設 ﾀﾞｲｾﾂ 宜野湾市伊佐3-18-3 宜野湾市 098-897-8924

94 （有）玉野工務店 ﾀﾏﾉｺｳﾑﾃﾝ 宜野湾市普天間2-46-1 宜野湾市 098-892-2422

95 （有）共和設備 ｷｮｳﾜｾﾂﾋﾞ 宜野湾市新城2-1-15-202号 宜野湾市 098-893-5291

107 （有）ライト設備 ﾗｲﾄｾﾂﾋﾞ 宜野湾市真栄原1-1-12 宜野湾市 098-898-5444

131 中部修繕センター ﾁｭｳﾌﾞｼｭｳｾﾞﾝｾﾝﾀｰ 宜野湾市新城2-36-12 宜野湾市 098-893-1199

191 都設備 ﾐﾔｺｾﾂﾋﾞ 宜野湾市真栄原2-25-22 宜野湾市 098-897-6701

197 （有）丸三設備 ﾏﾙｻﾝｾﾂﾋﾞ 宜野湾市我如古3-15-15 宜野湾市 098-898-2582
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203 大智技研 ｵｵﾄﾓｷﾞｹﾝ 宜野湾市赤道2-2-18 宜野湾市 098-892-0817

206 （有）ゆいまーる水道 ﾕｲﾏｰﾙｽｲﾄﾞｳ 宜野湾市字愛知289-8（１Ｆ） 宜野湾市 098-892-4039

213 （有）金丸土木 ｶﾈﾏﾙﾄﾞﾎﾞｸ 宜野湾市我如古1-39-28 宜野湾市 098-897-8509

218 （有）喜友名総合設備 ｷｭｳﾅｿｳｺﾞｾﾂﾋﾞ 宜野湾市喜友名1-25-1 宜野湾市 098-892-6862

230 （有）大與設備管理 ﾀﾞｲﾖｾﾂﾋﾞｶﾝﾘ 宜野湾市佐真下54番地 宜野湾市 098-897-5864

235 （株）沖縄エンジニア ｵｷﾅﾜｴﾝｼﾞﾆｱ 宜野湾市野嵩2-1-1 宜野湾市 098-892-0100

221 （有）國場電工 ｺｸﾊﾞﾃﾞﾝｺｳ 金武町金武4035-1 金武町 098-968-3824

67 （有）二葉管工 ﾌﾀﾊﾞｶﾝｺｳ 北谷町字桑江499-1 北谷町 098-936-6190

105 向上設備 ｺｳｼﾞｮｳｾﾂﾋﾞ 北谷町字吉原735 北谷町 098-936-0351

259 （株）海邦 ｶｲﾎｳ 北谷町字桃原15-10 北谷町 098-936-4128

23 （有）万代設備 ﾏﾝﾀﾞｲｾﾂﾋﾞ 北谷町字桑江632-1 北谷町 098-936-7488

34 （有）三基設備工業 ｻﾝｷｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 北谷町字桑江448-1 北谷町 098-936-5606

38 （有）當山設備興業 ﾄｳﾔﾏｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 北谷町字玉上225-2 北谷町 098-926-1900

163 （有）真栄工業 ｼﾝｴｲｺｳｷﾞｮｳ 北谷町字吉原271-1 北谷町 098-936-1911

194 興和設備 ｺｳﾜｾﾂﾋﾞ 北谷町字吉原31 北谷町 098-936-8584

83 當山設備 ﾄｳﾔﾏｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ
豊見城市字真玉橋321　テル
ヤ荘B-6 豊見城市 098-856-8231

122 （有）大皓設備 ﾀｲｺｳｾﾂﾋﾞ 豊見城市字高嶺363の1 豊見城市 098-850-4828

159 三共企画開発 ｻﾝｷｮｳｷｶｸｶｲﾊﾂ 豊見城市字豊見城298-3 豊見城市 098-840-2488

170 丸善電設 ﾏﾙｾﾞﾝﾃﾞﾝｾﾂ 豊見城市字饒波1100-1 豊見城市 098-850-4506

181 （有）大設工業 ﾀﾞｲｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 豊見城市字与根209-2 豊見城市 098-856-0611

101 （有）丸和産業 ﾏﾙﾜｻﾝｷﾞｮｳ 今帰仁村字玉城623 今帰仁村 098-056-3969

104 ジェイサービス ｼﾞｪｲｻｰﾋﾞｽ 今帰仁村字仲宗根266 今帰仁村 098-056-5130

242 盛産業 ﾓﾘｻﾝｷﾞｮｳ 名護市字田井等656-1 名護市 0980-58-2958

260 星南建設（株） ｾｲﾅﾝｹﾝｾﾂ
那覇市金城3-8-9　一粒ﾋﾞﾙ
201号 那覇市 098-859-8375

11 南西空調設備（株） ﾅﾝｾｲｸｳﾁｮｳｾﾂﾋﾞ 那覇市銘苅1-10-12 那覇市 098-864-1125

12 （株）沖尚設備 ｵｷｼｮｳｾﾂﾋﾞ 那覇市首里末吉町3-9-2 那覇市 098-887-2014

13 （株）オーシャン工業 ｵｰｼｬﾝｺｳｷﾞｮｳ 那覇市安里117 那覇市 098-866-5749

15 （株）太閤建設 ﾀｲｺｳｹﾝｾﾂ 那覇市おもろまち4-20-16 那覇市 098-951-0885

29 （株）金吉設備工業 ｶﾈﾖｼｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 那覇市首里石嶺町4-208 那覇市 098-887-3318
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39 （株）嶺設備 ﾐﾈｾﾂﾋﾞ 那覇市小禄911 那覇市 098-857-8454

41 （有）三崎工業 ﾐｻｷｺｳｷﾞｮｳ
那覇市首里大名1-161-1-
307 那覇市 098-884-0537

43 泉水設備（株） ｲｽﾞﾐｾﾂﾋﾞ 那覇市識名3-22-12 那覇市 098-854-9282

44 （有）丸宮産業 ﾏﾙﾐﾔｻﾝｷﾞｮｳ 那覇市字古波蔵396-3 那覇市 098-834-8668

45 大成設備工業（株） ﾀｲｾｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 那覇市首里石嶺町4-444-6 那覇市 098-871-4031

52 （有）川重建設工業 ｶﾜｼﾞｭｳｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 那覇市首里大名町2-24-5 那覇市 098-884-0320

58 三栄工業（株） ｻﾝｴｲｺｳｷﾞｮｳ 那覇市港町3-2-8 那覇市 098-868-0191

64 久建工業（株） ｷｭｳｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 那覇市小禄2-6-11 那覇市 098-857-2992

78 （有）葵設備工業 ｱｵｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 那覇市首里石嶺町4-418-20 那覇市 098-884-1644

81 （株）オカノ ｵｶﾉ 那覇市安謝1-23-8 那覇市 098-867-1633

82 企投建設（株） ｷﾄｳｹﾝｾﾂ 那覇市首里崎山町4-195-51 那覇市 098-884-7822

91 （株）新共電気工業 ｼﾝｷｮｳﾃﾞﾝｷｺｳｷﾞｮｳ 那覇市古波蔵4-13-12 那覇市 098-855-5589

92 ミヤセ工業（株） ﾐﾔｾｺｳｷﾞｮｳ 那覇市字安謝1-22-17 那覇市 098-862-1689

93 沖縄環境企画（株） ｵｷﾅﾜｶﾝｷｮｳｷｶｸ 那覇市字仲井真107 那覇市 098-831-9939

96 ヤシマ工業（株） ﾔｼﾏｺｳｷﾞｮｳ 那覇市久米2-16-25 那覇市 098-863-2191

109 琉穂建設工業（株） ﾘｭｳｽｲｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 那覇市国場907 那覇市 098-834-2082

124 （株）琉球冷機 ﾘｭｳｷｭｳﾚｲｷ 那覇市字銘苅293-2 那覇市 098-867-7099

125 （有）宮城エンジニアリング ﾐﾔｷﾞｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 那覇市首里石嶺町3-132 那覇市 098-887-1335

130 技研工業（株） ｷﾞｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 那覇市曙3-4-6 那覇市 098-861-2554

135 東光電気水道工事社 ﾄｳｺｳﾃﾞﾝｷｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞｼｬ 那覇市識名3-4-5 那覇市 098-855-5654

138 （有）琉設 ﾘｭｳｾﾂ 那覇市字国場410-1 那覇市 098-855-1704

146 （株）大晶テックス ﾀﾞｲｼｮｳﾃｯｸｽ 那覇市首里金城町1-19-4 那覇市 098-882-2221

147 （有）龍設備工業 ﾀﾂｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 那覇市古島236-2 那覇市 098-882-1123

149 石橋工業（株） ｲｼﾊﾞｼｺｳｷﾞｮｳ 那覇市古島1-30-8 那覇市 098-886-1295

154 （株）共立技研 ｷｮｳﾘﾂｷﾞｹﾝ 那覇市松島2-1-31 那覇市 098-887-8787

156 南光開発（株） ﾅﾝｺｳｶｲﾊﾂ 那覇市国場1185-6 那覇市 098-855-7819

157 新栄設備工業 ｼﾝｴｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 那覇市上間566-1 那覇市 098-836-1221

166 （有）スイケン ｽｲｹﾝ 那覇市字国場341-1 那覇市 098-836-9132

174 （合）明光電気 ﾒｲｺｳﾃﾞﾝｷ 那覇市壺川1-12-3 那覇市 098-833-3068



- 8 -

指定店
番号 商号又は名称 ｶﾅ名 所在地 地区 電話

178 （有）宮城設備 ﾐﾔｷﾞｾﾂﾋﾞ 那覇市上間1-33-3 那覇市 098-854-0525

189 南建化工（株） ﾅﾝｹﾝｶｺｳ 那覇市宇栄原3-34-32 那覇市 098-859-8988

196 桐和空調設備（株） ﾄﾞｳﾜｸｳﾁｮｳｾﾂﾋﾞ 那覇市曙1-8-1 那覇市 098-861-1751

198 （株）沖縄工業 ｵｷﾅﾜｺｳｷﾞｮｳ 那覇市字真地197-7 那覇市 098-853-6507

202 （有）三工興業設備 ｻﾝｺｳｺｳｷﾞｮｳｾﾂﾋﾞ 那覇市楚辺1-12-26 那覇市 098-834-4214

214 （合）第一設備 ﾀﾞｲｲﾁｾﾂﾋﾞ 那覇市与儀2-12-25 那覇市 098-832-9617

217 （株）アサヒプラント ｱｻﾋﾌﾟﾗﾝﾄ 那覇市小禄2-8-10 那覇市 098-858-0388

220 （有）當間設備 ﾄｳﾏｾﾂﾋﾞ 那覇市小禄5-15-13 那覇市 098-858-8385

228 （有）環設備工業 ｶﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 那覇市安謝1-18-5 那覇市 098-941-7771

233 （有）久工設 ｷｭｳｺｳｾﾂ 那覇市首里平良町2-110 那覇市 098-887-2184

236 （株）東邦 ﾄｳﾎｳ 那覇市港町2-16-7 那覇市 098-863-1411

237 （株）永山組 ﾅｶﾞﾔﾏｸﾞﾐ 那覇市港町2-14-7 那覇市 098-867-3387

238 レキオス・ウォーター（株） ﾚｷｵｽ･ｳｫｰﾀｰ 那覇市銘刈2-6-27 那覇市 098-951-2092

243 （株）琉泉設備 ﾘｭｳｼﾝｾﾂﾋﾞ
那覇市首里石嶺町4-192-8
3F 那覇市 098-886-6295

244 （株）東洋設備 ﾄｳﾖｳｾﾂﾋﾞ 那覇市字天久1122 那覇市 098-868-6831

249 凜設備工業 ﾘﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 那覇市字真地267-8 那覇市 098-987-1130

251 （株）和高建設工業 ﾜｺｳｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 那覇市田原4-5-2 那覇市 098-852-1733

108 （有）海西工業 ｶｲｾｲｺｳｷﾞｮｳ 南城市佐敷字津波古356 南城市 098-947-3781

162 盛設備 ﾓﾘｾﾂﾋﾞ 南城市佐敷字津波古171 南城市 098-947-0523

177 城田設備 ｼﾛﾀｾﾂﾋﾞ 南城市知念字安座間64 南城市 098-949-1655

188 （有）当間産業 ﾄｳﾏｻﾝｷﾞｮｳ 南城市大里字仲間622-1 南城市 098-945-0638

225 ケイエム設備企画 ｹｲｴﾑｾﾂﾋﾞｷｶｸ 南城市大里字稲嶺621 南城市 098-945-8142

262 （有）共同工業 ｷｮｳﾄﾞｳｺｳｷﾞｮｳ 南城市大里字稲嶺792-2 南城市 098-946-8626

31 （有）サンユウ設備 ｻﾝﾕｳｾﾂﾋﾞ 西原町字小那覇131 西原町 098-945-0985

63 （有）日向工業 ﾋｭｳｶﾞｺｳｷﾞｮ 西原町字呉屋114 西原町 098-945-1006

69 （株）丸光水道設備 ﾏﾙﾐﾂｽｲﾄﾞｳｾﾂﾋﾞ 西原町字小橋川164-1 西原町 098-945-0713

106 （株）琉建工業 ﾘｭｳｹﾝｺｳｷﾞｮ 西原町字小那覇1064 西原町 098-946-2944

120 （有）同志建設工業 ﾄﾞｳｼｹﾝｾﾂｺｳｷﾞｮｳ 西原町字翁長74 西原町 098-946-6303

123 泉設備 ｲｽﾞﾐｾﾂﾋﾞ 西原町字与那城129-1 西原町 098-945-7007
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148 呉屋設備 ｺﾞﾔｾﾂﾋﾞ 西原町字与那城342-4 西原町 098-944-2398

153 新川設備工業 ｱﾗｶﾜｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 西原町字与那城302-9 西原町 098-945-6748

165 比嘉工業（株） ﾋｶﾞｺｳｷﾞｮｳ 西原町字小那覇903 西原町 098-877-5353

172 （有）光設備 ﾋｶﾘｾﾂﾋﾞ 西原町字安波茶1-8-7 西原町 098-877-7003

205 仲宗根設備 ﾅｶｿﾈｾﾂﾋﾞ 西原町字幸地224 西原町 098-945-4632

208 システム企画（有） ｼｽﾃﾑｷｶｸ 西原町字小波津625-18 西原町 098-944-1576

216 （株）七色 ﾅﾅｲﾛ 西原町字呉屋69-2　1F 西原町 098-946-4508

40 （有）三共設備工業 ｻﾝｷｮｳｾﾂﾋﾞ 南風原町字兼城223 南風原町 098-888-2330

102 金仲設備 ｶﾈﾅｶｾﾂﾋﾞ 南風原町字宮城419 南風原町 098-888-0265

234 （株）秀建工業 ｼｭｳｹﾝｺｳｷﾞｮｳ 南風原町字宮平342-4 南風原町 098-888-0150

248 那覇衛生設備 ﾅﾊｴｲｾｲｾﾂﾋﾞ 南風原町字兼城194-2 南風原町 098-889-8485

256 ＡＫＩ設備 ｱｷｾﾂﾋﾞ
南風原町津嘉山550　まるよ
しｱﾊﾟｰﾄ103号 南風原町 098-889-4922

257 妙ライフコンサルタント ﾀｴﾗｲﾌｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
南風原町字新川202-8　ｼｬ
ﾛｰﾑ新川305号 南風原町 098-996-1995

77 水渉工業 ｽｲｼｮｳｺｳｷﾞｮｳ 南風原町字宮平167-3 南風原町 098-889-8738

111 （有）山水設備工業 ｻﾝｽｲｺｳｷﾞｮｳ 南風原町字山川446 南風原町 098-889-3676

119 那覇衛生設備工業 ﾅﾊｴｲｾｲｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 南風原町字津嘉山1605-2 南風原町 098-889-4632

204 日動水道 ﾆﾁﾄﾞｳｽｲﾄﾞｳ
南風原町字照屋305－1
コーポ大てる1-C 南風原町 098-916-2801

212 （有）技研管理 ｷﾞｹﾝｶﾝﾘ 南風原町字宮平348 南風原町 098-889-5239

231 （有）新光組 ｼﾝｺｳｸﾞﾐ 八重瀬町字玻名城97番地2 八重瀬町 098-998-4430

151 （有）エコ電水 ｴｺﾃﾞﾝｽｲ 読谷村字座喜味3179 読谷村 098-982-8607

211 大優工業 ﾀﾞｲﾕｳｺｳｷﾞｮｳ 読谷村字大湾702 読谷村 098-956-1495

25 嘉手納文化設備 ｶﾃﾞﾅﾌﾞﾝｶｾﾂﾋﾞ 読谷村字瀬名波698-2 読谷村 098-956-9155

53 山城設備 ﾔﾏｼﾛｾﾂﾋﾞ 読谷村字大湾726-4 読谷村 098-956-5163

61 （有）名設 ﾒｲｾﾂ 読谷村字古堅697-2 読谷村 098-956-2167

74 （有）良政産業 ﾘｮｳｾｲｻﾝｷﾞｮｳ 読谷村字大木470 読谷村 098-956-2083

143 読谷電気水道工事社 ﾖﾐﾀﾝﾃﾞﾝｷｽｲﾄﾞｳｺｳｼﾞｼｬ 読谷村字伊良皆373-3 読谷村 098-956-2123

32 （有）田端設備工業 ﾀﾊﾞﾀｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 与那原町字上与那原408-2 与那原町 098-946-3691

115 （有）日進設備工業 ﾆｯｼﾝｾﾂﾋﾞｺｳｷﾞｮｳ 与那原町字与那原2728 与那原町 098-945-9157

118 （有）明水工設 ﾒｲｽｲｺｳｾﾂ 与那原町字与那原3620 与那原町 098-944-0636
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215 （有）東部工業 ﾄｳﾌﾞｺｷﾞｮｳ 与那原町字板良敷140 与那原町 098-945-6218


	村内
	村外

