
沖縄市下水道排水設備指定工事店名簿 令和4年4月1日 現在

市町村 指定店名 代表者 電話番号
沖縄市 ㈱設備技研 平良智 ９２３－０５７６ 沖縄市 泡瀬1丁目10番13号

㈲協築 東江康共 ９３７―７２０１ 沖縄市 美原1丁目18番22号
(同)美里設備工業 喜納哲史 ９３７―５４６６ 沖縄市 美里5丁目13番6号
㈱エノビ防災技研 栄野比剛 ９３２―０７１５ 沖縄市 園田2丁目35番16号
㈱もろみ 仲尾勝成 ９３３―５６８５ 沖縄市 胡屋7丁目4番31号
㈱饒波工務店 饒波高廣 ９３３―２７４７ 沖縄市 南桃原2丁目25番10号
㈱BANエンジニア 大嶺斉 090-3795-2827 沖縄市 美里3丁目16番16号
㈲西里設備工業 西里美代子 ９３７―１７７７ 沖縄市 海邦1丁目8番35号
㈲東部水道工事社 仲宗根信義 ９３７―２２５３ 沖縄市 大里1丁目11番37号
㈱ふくエンジニアＧ 竹島奈月 ９３９―０９６５ 沖縄市 字登川3177番地2
三建設備㈱ 宮里真由美 ９３２―３６２９ 沖縄市 南桃原4丁目33番3号
㈱テクノ工業 下地稔 ９３８－０２６２ 沖縄市 古謝3丁目26番11号
㈲永山水道工事社 永山均 ９３７―４２７５ 沖縄市 大里2丁目2番12号
㈱花城工務店 花城優 ９３７―５７８８ 沖縄市 安慶田3丁目9番19号
沖縄市管工事協同組合 永山均　 ９３３―３１５７ 沖縄市 安慶田5丁目2番9号
㈱フジ設備工業 仲村章 ９３７―３６３５ 沖縄市 桃原1丁目4番20号
㈲嶺住宅設備 與那嶺好春 ９３８―９８３５ 沖縄市 池原1丁目15番3号
㈲沖平設備 平良和紀 ９３２－１６７６ 沖縄市 胡屋4丁目17番10号
㈲大城水道工事社 玉城真由美 ９３８－４５３８ 沖縄市 松本1丁目29番1号
㈲クラウン工業 荒海宣雄 ９３９－４３４３ 沖縄市 宮里2丁目22番22号
丸宮排水設備 宮城安雄 ９３９－０５２８ 沖縄市 泡瀬4丁目27番3号
㈲中部技研 喜屋武　秋夫 ９３４－６２００ 沖縄市 胡屋5丁目12番14号
㈱アメニス空調 城間淳 ９３３－８６１０ 沖縄市 与儀3丁目18番18号
ミズト建設株式会社 與那嶺利奈 ９３２－９５２４ 沖縄市 胡屋4丁目23番3号
㈱大屋設備 安里進 ９３９－０５０２ 沖縄市 住吉2丁目1番7号　ｺｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ住吉107号

㈱伊波設備 伊波伸二 ９２１－２３７８ 沖縄市 登川3丁目42番12号
㈲大丸設備 兼城聡 ９１１－９０１５ 沖縄市 古謝2丁目15番8号
㈲ダイエイ工業 真栄城兼佑 ９３３－７８３２ 沖縄市 南桃原3丁目35番12号
㈲宮宏建設 宮城寛厚 ９３７－９４０５ 沖縄市 東1丁目21番10号
㈱トップライン 具志堅晃 ９８９－０８８１ 沖縄市 美里仲原町5番23号
㈱ダイユウ設備 大嶺自雄 ９２９－２２４３ 沖縄市 宮里4丁目30番15号
第一工業㈱ 上里幸春 ９３４－９８０１ 沖縄市 美原3丁目18番13号
㈲内盛産業 内間安盛 ９３４－６４９０ 沖縄市 知花4丁目14番21号
株式会社　Ｈｙｓ企画 前城裕二 ９８９－６７４１ 沖縄市 山里1丁目18番1号
(同)サノハタ 西元悠 ９８９－８１７２ 沖縄市 知花5丁目17番20号
㈲緑建 森根弘之 ９８９－６７６７ 沖縄市 与儀3丁目2番21号
㈱松田設備工事社 松田和三 090-4470-5327 沖縄市 登川3丁目7番32号美代アパート202号室

水巧房 照屋寿美子 ９３４－７５７８ 沖縄市 池原1丁目21番9号
安里設備合同会社 安里弘幸 090-3793-9814 沖縄市 美里三丁目6番14号
㈱長田組開発 長田龍彦 ９３８－５４６４ 沖縄市 松本3丁目6番20号
㈱仁建設工業 川島潤一郎 098-939-3878 沖縄市 字登川370番地1
琉設 上間尚貴 098-937-4397 沖縄市 照屋二丁目2-15
新屋設備 新屋良勝 098-938-6690 沖縄市 泡瀬6丁目12番42号
常設備 川崎常男 090-5431-7958 沖縄市 字桃原273番地1　ﾒｰﾌﾟﾙﾎｰﾘｰ302

アールテクノ工業(同) 喜納瑠久 090-6864-1521 沖縄市 知花5丁目29番7号
㈱開邦工業 玉寄将 098-923-2001 沖縄市 中央3丁目21番5号 203
高原設備 頂慎太郎 090-7045-1180 沖縄市 照屋1丁目6番7号

宜野湾市 當銘水道工事社 當銘直史 ８９２－３７２２ 宜野湾市 野嵩1丁目14番8号
㈲あいち設備工業 喜屋武信彦 ８９２－７６１１ 宜野湾市 愛知2丁目4番20-103号1F
中部修繕センター 宮城靖雄 ８９３－１１９９ 宜野湾市 新城2丁目36番11号
㈱大設 大兼久健 ８９７－８９２４ 宜野湾市 伊佐3丁目18番3号
㈲森川設備工業 宮城順光 ８９７－３４２８ 宜野湾市 真志喜1丁目13番1号
不二宮工業㈱ 宮城剛 ８９３－０４４６ 宜野湾市 野嵩2丁目2番7号
㈲ヤマウチ設備 山内聰 ８９３－７６３８ 宜野湾市 普天間2丁目39番3号
㈲龍設備工業 長田利矢 ９１７－６４４５ 宜野湾市 喜友名2丁目21番8号

所在地
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㈲大與設備管理 與座ケイ子 ８９７－５８６４ 宜野湾市 佐真下54番地
㈱沖宮設備 宮國靖 ８９４－３９６６ 宜野湾市 野嵩一丁目5番19号
共進技研 城間克己 090-1087-6945 宜野湾市 我如古3丁目15番12-302号　ｴｲﾗｲﾂﾏﾝｼｮﾝ呉屋

宮本工務店 宮本豪　 098-892-0352 宜野湾市 喜友名1丁目30番19号
㈲中島工業 藤澤一馬 098-898-3481 宜野湾市 伊佐3丁目4番5号

うるま市 ㈲大嶺設備 大嶺昌明 ９７４－５２００ うるま市 高江洲577番地4
㈲山商 山下富一 ９７３－７７４０ うるま市 字豊原556番地1
㈲沖水 西里剛 ９７４－５７６６ うるま市 字赤道60番地の1
㈲新垣設備 新垣壮大 ９７３－５３１８ うるま市 字大田632番地の1
㈲協進 天願勝行 ９７３－５２９２ うるま市 字天願209番地3
㈲翔設備 我喜屋武 ９２３－２９６７ うるま市 勝連南風原5193番地54
上門設備 上門義秀 ９７８－５１０４ うるま市 与那城西原282番地3
㈲喜名興業 喜名健　    ９７２－４４４９ うるま市 安慶名3丁目36番52号
㈲新興設備 上江洲啓子 ９７４－４８７９ うるま市 字田場1887番地の4
㈱大川工業 大宜見正 ９６４－２１６９ うるま市 石川曙3丁目1番33号
㈲心和工業 上原博和 ８９４－７４１２ うるま市 字栄野比426番地1 1F
㈱平電水設備 平良彰啓 ９６４－２９４４ うるま市 石川東恩納647番地
㈲雅建設工業 吉里笑子 ９７４－３６６６ うるま市 字高江洲677番地の1
㈲システム設備 新里等 ９７９－０４２２ うるま市 字喜屋武19番地の1
㈲玉栄冷機住設 玉榮秀光 ９７３－９８９０ うるま市 字江洲1番地の5
仲村水道工事社 仲村淳一 ９７８－３７９２ うるま市 勝連平安名1590番地1
与勝設備 田本廣実 ９７８－４８２３ うるま市 勝連平安名964番地
㈲匠設備工業 大城弘 ９７３－３３６０ うるま市 字田場1837番地の1
㈱第一設備 新垣真一 ９８９－０３０４ うるま市 字仲嶺686番地1
㈱沖正設備 仲松彌正 090-9788-0556 うるま市 字田場1358番地10
㈱明正電設 伊波明正 ９６５－１２７０ うるま市 石川2丁目36番15号
㈱丸善組 新垣勲 ９６４－２６０８ うるま市 石川赤崎1丁目9番3号
具志堅設備㈱ 具志堅清 ９７４－８６２０ うるま市 字赤道１０９番地１
幹設備 島袋幹也 ９８９－５２４７ うるま市 字田場121番地の1　ｺｰﾎﾟｱｹﾞﾅ102

サン・エイト設備 山城繁治 ９６５－５４７４ うるま市 石川山城28番地
松設備 赤嶺松貴 080-6496-9793 うるま市 勝連南風原97番地
門口設備 門口清孝 090-2510-7820 うるま市 字喜屋武252番地（101号室）

兼堅設備工業 兼堅隆 ９７３－２８１９ うるま市 兼箇段1399番地1
榮門水道工事社 榮門清一 090-2510-4650 うるま市 勝連平安名658番地
比嘉水道設備 比嘉真也 090-9781-1516 うるま市 字具志川316番地　ｻｻﾞﾝﾊﾟﾗｲｿ305

ZEN設備 宮里　幸人 098-988-3934 うるま市 字前原127番地9
イトス設備工業 糸洌学 098-964-2683 うるま市 石川東山本町2丁目9番8号

浦添市 ㈲サガワ設備工業 砂川智志 ８７８－２２３９ 浦添市 宮城2丁目13番2号
㈲春水工業 川上浩司 ８７６－３００２ 浦添市 前田1丁目22番2号
㈲南光設備 運天先光 ８７０－５６１８ 浦添市 西原2丁目10番25-102号
㈲丸栄電気水道工業 砂川新榮 ８７７－８７２０ 浦添市 港川1丁目25番1号
アクティブ工業㈱ 比嘉良仁 ８７８－６３４７ 浦添市 内間5丁目4番7号
㈲ライフ工業 大城正博 ８７５－８５５５ 浦添市 大平1丁目6番5号 ｳｴﾊﾗﾋﾞﾙ302号

㈲山川設備工業 玉城正英 ８７７－０５０１ 浦添市 宮城4丁目18番20号
㈲大盛設備 大城盛和 ８７７－９８１２ 浦添市 前田2丁目19番11号
前田設備 前田勲 ８７７－７００３ 浦添市 安波茶1丁目4番11号
合同会社　巧工業 安座間功 ９１７－０００４ 浦添市 城間2丁目12番11号
㈱マルユウエナジー 當眞嗣史 ８７６－０２７８ 浦添市 城間3丁目3番10号
㈱ダンテック 髙橋一二 ９４３－５３６９ 浦添市 西原2丁目23番14号
亮和工業株式会社 野間和典 098-917-5624 浦添市 宮城4丁目12番16号
桑江設備 桑江佳克 098-874-4643 浦添市 西原1丁目11番15号　広栄荘101

那覇市 ㈲あおい設備工業 津覇馨 ８８４－１６４４ 那覇市 首里石嶺町4丁目418番地20
㈲三崎工業 知念宏 ８８４－０５３７ 那覇市 首里大名町1丁目161番地の1　106号

久建工業㈱ 伊野波盛文 ８５７－２９９２ 那覇市 小禄2丁目6番地11
㈱太閤建設 浦崎家三 ９５１－０８８５ 那覇市 おもろまち4丁目20番16号
沖縄環境企画㈱ 大城安世 ８３１－９９３９ 那覇市 字仲井真107番地
ヤシマ工業㈱ 仲田一郎 ８６３－２１９１ 那覇市 久米2丁目16番25号
大成設備工業㈱ 狩俣吉信 ８７１－４０３１ 那覇市 首里石嶺町4丁目444番地6
㈲日向工業 宜野座清徳 ９４５－１００６ 那覇市 首里大名町1丁目346番地
三栄工業㈱ 中村達 ８６８－０１９１ 那覇市 港町3丁目2番8号
南西空調設備㈱ 久高将泰 ８６４－１１２５ 那覇市 銘苅1丁目10番12号
㈱永山組 阪井邦雄 ８６７－３３８７ 那覇市 港町2丁目14番7号
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石橋工業㈱ 長浜隆夫 ８８６－１２９５ 那覇市 古島1丁目30番地の8
㈱栄建 宮城栄吉 ８３５－３２９６ 那覇市 字仲井真243番地の4
泉水設備㈱ 新城雅人 ８５４－９２８２ 那覇市 識名3丁目22番12号
(資)第一設備 武村健 ８３２－９６１７ 那覇市 与儀2丁目12番25号
新栄設備工業 栗山勝好 ８３６－１２２１ 那覇市 上間566番地1
㈱オカノ 與儀盛輝 ８６８－４１５２ 那覇市 安謝1丁目23番8号
㈱新共電気工業 新垣勇誠 ８５５－５５８９ 那覇市 字国場1183番地8
㈲琉設 山川和男 ８５５－１７０４ 那覇市 字国場410番地の1
沖縄水質改良㈱ 天願智一 ８６１－６３２１ 那覇市 曙3丁目20番12号
㈲三工興業設備 立津誠 ８３４－４２１４ 那覇市 長田１丁目４番８号
技研工業㈱ 國仲昌典 ８６１－２５５４ 那覇市 曙3丁目4番6号
桐和空調設備㈱ 新垣光博 ８６１－１７５１ 那覇市 曙1丁目8番1号
㈱和高建設工業 喜屋武護 ８５２－１７３３ 那覇市 田原4丁目5番2号
㈲久工設 知花賢久 ８８７－２１８４ 那覇市 首里平良町2丁目110番地
㈲環設備工業 久保田光明 ９４１－７７７１ 那覇市 安謝1丁目18番5号
㈱東洋設備 玉城信六 ８６８－６８３１ 那覇市 字天久1122番地
南光開発㈱ 玉城功佳 ８５５－７８１９ 那覇市 字国場1185番地6
㈱東邦 照喜名智 ８６３－１４１１ 那覇市 港町2丁目16番7号
㈲スイケン 眞座孝浩 ８３６－９１３２ 那覇市 字国場1166番地4-201号
清水管工 清水公明 090-9479-8204 那覇市 首里大名町1-305
エンジニアNATSU 比嘉秀国 098-955-8143 那覇市 銘苅1丁目2番1号　ﾊﾋﾞﾃｰｼｮﾝﾏﾙｶ705

㈱北電設 與那覇　寛榮 098-987-5633 那覇市 国場1000番地3　カンセイホーム国場2-B号室

㈱久場商会 久場瑛 098-861-4023 那覇市 久茂地2丁目12番13号
㈱沖縄トータル工業 山入端学 098-851-7119 那覇市 宮城1丁目17番17－1106号

北谷町 ㈲真栄工業 真栄城兼宜 ９３６－１９１１ 北谷町 字吉原271番地1
㈲當山設備興業 當山孝明 ９２６－１９００ 北谷町 字玉上225番地2
㈲万代設備 石嶺晃 ９３６－７４８８ 北谷町 字桑江632番地1
日新設備工業 饒辺修 ９３６－４１７１ 北谷町 字浜川232番地
興和設備 伊波毅 ９３６－８５８４ 北谷町 字吉原31番地
㈱向上 奥田武 ９３６－０３５１ 北谷町 字吉原735番地3
徳進設備工業㈱ 徳里恒雄　 ９３６－１３８５ 北谷町 字吉原1201番地の2
㈲島設備 島袋恭太 ９２６－０４０２ 北谷町 字上勢頭527番地1
㈱海邦 玉城考剛 ９３６－４１２８ 北谷町 字桃原15番地10

北中城村 ㈱喜納一工業 喜納剛 ９３５－２０４２ 北中城村 字熱田2060番地の1
㈲クボタ設備工業 久保田昇 ９３２－２３８１ 北中城村 字島袋1526番地1
林設備 林秀昭 ９３３－０２９３ 北中城村 字島袋445番地
金秀工業 金城秀信 ９３５－４１７３ 北中城村 字和仁屋261番地の9

中城村 ㈲共和設備 山城紹信 ９１１－６６００ 中城村 字津覇92番地
㈲石原設備 石原昌保 ８９５－３７３９ 中城村 字南上原1105番地
呉工業 呉屋秀次 ８９５－４３２７ 中城村 字津覇571番地2
㈲住設 大城健 ９４２－３３７７ 中城村 字津覇216番地
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嘉手納町 ㈱世名城 宮平永市 ９５６－２０７２ 嘉手納町 屋良1丁目3番地13
㈱創設備 當山みゆき ９２１－５５０８ 嘉手納町 字嘉手納312番地11
㈲東洋電水 照屋寛明 ９３２－６２４３ 嘉手納町 字屋良825番地5
㈲アサヒエンジニア 比嘉初枝 ９２１－５３５４ 嘉手納町 屋良1丁目11番地8
㈲嘉手納住宅 浦崎直太 ９５６－２５３０ 嘉手納町 字水釜204番地
日進設備 比嘉進 098-956-9856 嘉手納町 屋良一丁目6番地7

読谷村 ㈲良政産業 比嘉良昭 ９５６－２０８３ 読谷村 字大木470番地
㈲名設 知名定敏 ９５６－２１６７ 読谷村 字古堅697番地の2
㈲大優工業 阿波根庸優 ９５６－１４９５ 読谷村 字大湾702番地
㈲エコ電水 伊波治 ９８２－８６０７ 読谷村 字座喜味3179番地
㈲読谷電気水道工事社 國吉真和 ９５６－２１２３ 読谷村 字伊良皆373番地の3
山城設備 山城幸順 ９５６－５１６３ 読谷村 字大湾726番地の4
高良電水工事社 高良宏昭 ９８９－５４１７ 読谷村 字喜名2264番地6
裕芯設備 豊見山常裕 ９８９－７６２０ 読谷村 字伊良皆344番地14

南城市 ㈲海西工業 西平重則 ９４７－３７８１ 南城市 佐敷字津波古356番地
㈲共同工業 新垣真治 ９４６－８６２６ 南城市 大里字稲嶺792番地の2
㈱城田設備 城田盛政 ９４９－１６５５ 南城市 大里字古堅690番地
沖縄風設 津波仁 098-947-3910 南城市 佐敷字津波古345番地

豊見城市 ㈲大皓設備 大城浩一 ８５０－４８２８ 豊見城市 字高嶺363番地1
㈲与儀工業 与儀偉玄 ８５６－７３１３ 豊見城市 字饒波107番地2
㈱パイプマン 菊地伴和 ８５１－８７３７ 豊見城市 字与根212番地17

糸満市 ㈲正設備興業 大城範真 ９９５－１１４３ 糸満市 字座662番地
㈱沖縄プラスチック産業 玉城裕一 ９９４－２２２０ 糸満市 西崎町5丁目5番地の5
連進工業 知花進 098-992-8133 糸満市 字糸満734番地の1

恩納村 ㈲丸政設備 伊波ひろみ ９６５－２７６２ 恩納村 字仲泊880番地
金武町 ㈱丸政工務店 上原惠子 ９６８－２６３１ 金武町 字伊芸2000番地2

秀基設備 砂川秀雄 ９６５－６９５７ 金武町 字屋嘉2780-2
㈲國場電工 國場盛光 ９６８－３８２４ 金武町 字金武4035番地の1
ワタル設備 宮里渡 ９６５－６００３ 金武町 字屋嘉2611番地の1
㈲栄建設工業 伊藝康 ９６５－０６２６ 金武町 字屋嘉2626番地

西原町 ㈲サンユウ設備 大城秀三 ９４５－０９８５ 西原町 字小那覇131番地
システム企画㈲ 宮良高嗣 ９４４－１５７６ 西原町 字小波津625番地18
仲宗根設備 仲宗根誠 ９４５－４６３２ 西原町 字幸地２２４番地
㈱ツハ設備 津波靖師 098-944-6510 西原町 字小那覇324番地7
㈱呉屋設備 呉屋美香 098-944-2398 西原町 字翁長866番1号
㈱美光設備 美里忠信 098-945-9908 西原町 字徳佐田117番地1

南風原町 ㈱みらい設備工業 下地重信 ９６０－４１２３ 南風原町 字兼城306番地15
㈲技研管理 宇地原弘光 ８８９－５２３９ 南風原町 字宮平348番地
㈱日動水道 古堅和則 ９８７－４３１１ 南風原町 字照屋305番地1（1-C）
㈱秀建工業 崎濱秀昭 ８８８－０１５０ 南風原町 字宮平342番地の4
金仲設備 仲里文栄 ８８８－０２６５ 南風原町 字宮城419番地1
妙ライフコンサルト 金城妙子 ９９６－１９９５ 南風原町 字新川202番地8ｼｬﾛｰﾑ新川305

那覇衛星設備 仲里和晃 098-889-8485 南風原町 字兼城194-2
㈱与那嶺設備 与那嶺勇 098-888-1595 南風原町 字宮城424番地3

八重瀬町 ㈲新光組 新垣光男 ９９８－４４３０ 八重瀬町 字玻名城97番地の2
フタバ設備工業㈱ 仲里章吾 ８５１－９５６５ 八重瀬町 字高良16番地

与那原町 ㈲田端設備工業 田端智 ９４６－３６９１ 与那原町 字上与那原408番地の2
㈲日進設備工業 儀間敏也 ９４５－９１５７ 与那原町 字与那原2728番地
㈲ケイエイ工設 幸喜正寿 ９４６－６７５３ 与那原町 字与那原3639番地

今帰仁村 ㈱丸和産業 當間重和 0980-56-3969 今帰仁村 字玉城623番地
名護市 島電水 島勝正 0980-52-0527 名護市 字伊差川1094番地

㈲きみ山工業 喜屋武清 0980-51-0888 名護市 字宇茂佐914番地の6
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