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76000001 （株）沖縄プランニング

稲福 清孝

沖縄県那覇市泊３ー１３ー５

098-863-1811

76000002 （株）三矢エンジニアリング

安佐伊 弘義

沖縄県那覇市字上間２９３ー２

098-835-1221

76000003 （有）アカリ設計

仲村 義和

沖縄県宜野湾市字宇地泊５４７

098-897-6393

76000004 （株）沖縄建設技研

砂川 徹男

沖縄県浦添市宮城３ー７ー５ー１０３

098-876-4805

76000005 ユニオン土木設計 （株）

宮城 盛夫

沖縄県浦添市屋富祖３丁目７番３号 伊礼ビル

098-879-0273

76000006 （株）大洋土木コンサルタント

松田 悟

沖縄県浦添市字港川２７２ー１

098-879-4078

76000007 （有）パブリックコンサルタンツ

名嘉 安嗣

沖縄県宜野湾市赤道１ー４ー２１

098-893-4473

76000008 （株）大東エンジニヤリング

赤嶺 太郎

沖縄県浦添市勢理客４ー１６ー９

098-878-1381

76000009 （株）芝岩エンジニアリング

与那覇 強

沖縄県浦添市伊祖１ー９ー１３

098-879-4325

76000010 （株）協和建設コンサルタント

渡慶次 勲

沖縄県浦添市仲間１ー２２ー７

098-879-5016

76000011 （株）東陽エンジニヤリング

宮城 健

沖縄県豊見城市根差部４３２

098-856-5217

76000012 （有）北部測量設計

松堂 博

沖縄県名護市字為又１１９４ー６３

0980-53-6350

76000013 （株）田幸技建コンサルタント

湧川 哲雄

沖縄県浦添市仲間１ー５ー１ サントピアみやぎ１階

098-943-0200

76000014 （有） 玉城測量

玉城 賢榮

沖縄県糸満市西川町３３番１０号

098-994-0738

76000015 （有）ミリオンエンジニア

田港 勝美

沖縄県那覇市首里大名町１ー１５９

098-884-4893

76000016 （有）上原測量

上原 弘安

沖縄県糸満市西崎１ー２ー１５

098-994-3216

76000017 （有）あい技建

伊良波 勇

沖縄県那覇市三原２ー３ー５

098-833-4746

76000018 （株）大富建設コンサルタント

比嘉 一郎

沖縄県浦添市城間４ー１４ー６

098-877-8221

76000019 （有）琉興建技コンサルタント

西銘 稔

沖縄県那覇市首里久場川町２ー１４９

098-887-7181

76000020 日設プラン （株）

増永 清春

沖縄県浦添市牧港２丁目５４番２号

098-876-6271

76000021 （株）沖縄用地測量設計

島袋 精賢

沖縄県那覇市繁多川２ー１４ー７ー２０１

098-854-7776

76000022 （株）沖技

照屋 義明

沖縄県浦添市勢理客４ー１７ー１１

098-878-6575

76000023 （株）ニーズ・エンジニアリング

安里 悦二

沖縄県宜野湾市字宇地泊６２６

098-897-1450

76000024 （株）中建設計コンサルタント

城間 勝

沖縄県那覇市小禄１ー１９ー５

098-857-1766

76000025 （有）テルヤ設計事務所

照屋 照子

沖縄県那覇市曙２‐１３‐１

098-862-2903

76000026 （株）沖縄不動産総合鑑定所

島袋 寛盛

沖縄県那覇市古波蔵４ー７ー５

098-834-5401

76000027 那覇不動産鑑定（株）

仲程 通五郎

沖縄県那覇市樋川１‐１３‐１

098-832-1781

76000028 （株）沖橋エンジニアリング

比嘉 豊

沖縄県那覇市字仲井真３５６ー２

098-834-6685

76000029 （株）アジア技研

与那覇 紀

沖縄県浦添市字前田６０８ー１

098-877-5215

76000030 （有）名護総合測量設計

山城 豊隆

沖縄県名護市字為又１１９１ー４

0980-53-0193

76000031 （有）アイ企画開発

伊禮 真秀

沖縄県うるま市与那城４９３

098-978-1157

76000032 琉球建設コンサルタント（株）

中島 良秀

沖縄県浦添市伊祖１ー３２ー８

098-879-7147

76000033 （有）中田設備設計

中田 文雄

沖縄県那覇市字上間５２４

098-855-8177

76000034 （株）沖縄ランドコンサルタント

桃原 昌宏

沖縄県那覇市古波蔵４ー７ー２１

098-851-8845

76000035 仲村設計事務所

仲村 勝秀

沖縄県那覇市字仲井真３１９ー１

098-834-5409

76000036 （有）オリジナル設計事務所

鳩間 克吉

沖縄県北谷町字上勢頭６６６‐２

098-921-7334

76000037 大村設備設計室

大村 政興

沖縄県那覇市古島２ー２９ー２

098-886-9639

76000038 北斗設計（株）

糸数 一世

沖縄県那覇市宇栄原１ー１ー２

098-891-8777

76000039 （有）国正技研

新垣 正彦

沖縄県宜野湾市野嵩２‐２４‐１４

098-892-9351

76000040 （株）マキヤ設備設計

前森 康治

沖縄県那覇市若狭２ー１ー７

098-868-8223

76000041 （株）イーエーシー

大石 哲也

沖縄県浦添市屋富祖３ー３４ー１７

098-942-0085

76000042 （株）現代設計

仲元 典允

沖縄県那覇市松島２ー１ー８

098-979-9070

76000043 アート技研（株）

竹富 光秀

沖縄県那覇市小禄１ー１５ー２１

098-858-6101

76000044 仲間清宜一級建築士事務所

仲間 清宜

沖縄県那覇市字与儀２００

098-833-4963

76000045 （株）アクセスエンジニアリング

知花 武雄

沖縄県那覇市首里石嶺町４‐４０４‐１３

098-886-8186

76000046 （株）宮平設計

宮平 元嗣

沖縄県那覇市首里山川町３ー６１ー９

098-886-1238

76000047 （有） 東邦技研

長嶺 博文

沖縄県豊見城市字金良５５番地の４

098-856-5553

76000048 （株）南建エンジニアリング

上里 貞夫

沖縄県那覇市字松川３８７‐２

098-887-5116

76000049 （有）アース探査

瑞慶覧 哲己

沖縄県那覇市鏡原町２１ー９

098-858-2207

76000050 （有）流管工業

與儀 清徳

沖縄県那覇市金城２ー３ー５

098-859-3362

76000051 （株）大宝エンジニア

大城 喜昭

沖縄県宜野湾市宜野湾２－８－１６

098-897-5006

76000052 （有）明治技術開発

池村 静治

沖縄県那覇市泊３‐３‐４

098-867-9402

76000053 （一財）沖縄県環境科学センター

福村 圭介

沖縄県浦添市字経塚７２０

098-875-1941

76000054 （有）沖縄磁探総業

御手洗 英雄

沖縄県那覇市泉崎１ー９ー２２

098-863-6063

76000055 （有） 大和公共補償コンサルタント

山内 進

沖縄県那覇市繁多川２丁目１４番７号

098-836-1333

76000056 （株）三杉設計

與儀 清三

沖縄県那覇市首里寒川町１ー１０１ー１０

098-887-6772

76000057 （株） 創建土木エンジニヤリング

上原 弘

沖縄県浦添市城間４丁目１５番８号

098-878-1774

76000058 正宗建築設計事務所

仲里 政宗

沖縄県那覇市鏡原町１３‐６

098-857-2155

76000059 （株）武蔵測量設計

原 幸弘

沖縄県宜野湾市真志喜３－８－３

098-943-8814

76000060 （株）南土木設計

又吉 訓

沖縄県那覇市字真地２６５ー２

098-836-5579

76000061 （株）大栄コンサルタント

川満 榮

沖縄県浦添市字港川４１２ー４

098-876-3373

76000062 （有）晃永調査測量

佐渡山 安徳

沖縄県沖縄市字登川４６７ー１

098-937-8021

76000063 （株）朝日建設コンサルタント

比嘉 武光

沖縄県浦添市城間３ー９ー１

098-877-9110

76000064 （株）アート設計

前川 朝貞

沖縄県那覇市銘苅３ー２３ー１６ あーとびーる５階

098-863-2913

76000065 （株）フォーム建築研究所

平良 俊夫

沖縄県浦添市伊祖１ー３２ー６

098-877-2455

76000066 （資）南西測量設計

神谷 淳次

沖縄県豊見城市字高安３８５

098-850-8956

76000067 （名）協立測量社

宮崎 哲治

沖縄県那覇市字安里４５

098-867-2359

76000068 展設計

知念 隆治

沖縄県宜野湾市野嵩１ー２３ー１５

098-892-7885

76000069 （株）沖縄環境保全研究所

平良 辰二

沖縄県うるま市字州崎７ー１１

098-934-7020
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76000070 （有）色設計

田中 清貴

沖縄県那覇市字上間４３７ー１０

098-836-3791

76000071 （有）沖都計画

嘉数 盛次

沖縄県那覇市字古波蔵２０６

098-833-3888

76000072 （有）洲測量設計

當間 洋二

沖縄県那覇市字仲井真３１７ー５

098-854-8846

76000073 （株）かりゆし技研

金城 重信

沖縄県那覇市字銘苅２０３

098-862-4885

76000074 （有）ジテック

前堂 博毅

沖縄県沖縄市照屋２ー２５ー２３

098-934-1800

76000075 （株）沖縄土木設計コンサルタント

比嘉 敦

沖縄県浦添市牧港２ー５４ー２

098-877-4634

76000076 （有）沖縄ビイック

神田 治

沖縄県那覇市銘苅２１１ー１

098-869-5945

76000077 （株）オキローボ

森部 益史

沖縄県那覇市字田原６２番地

098-857-2968

76000078 （資）新藤土質調査

新藤 正幸

沖縄県宜野湾市真志喜１ー２２ー２８

098-897-4240

76000079 （有）津波測量

津波 敏久

沖縄県国頭村字与那３５８

0980-41-2851

76000080 （有）丸吉測量設計

又吉 康繁

沖縄県名護市大西４ー１１ー１

0980-53-5943

76000081 （有）アートシビル

新里 智

沖縄県名護市大北３ー１０ー１１

0980-52-6545

76000082 （株）龍陽コンサルタント

名嘉 太助

沖縄県浦添市大平２‐１‐１

098-878-7017

76000083 （有）桃原設計工房

桃原 正夫

沖縄県那覇市古島１ー２３ー１２

098-884-1590

76000084 （株）大協測量設計

新垣 秀男

沖縄県那覇市字真地２５２ー６

098-832-9838

76000085 （株）沖縄設計センター

松田 茂安

沖縄県那覇市首里末吉町３ー５７ー６

098-884-8888

76000086 （有）ユアビス測量設計

大城 学

沖縄県南風原町字与那覇５１２ー１

098-889-8989

76000087 （有）沖縄設備設計

中村 陽一

沖縄県那覇市繁多川２ー１４ー７

098-834-5222

76000088 （株）群計画

小橋川 朝政

沖縄県那覇市松山１ー１７ー５６

098-862-6500

76000089 （有）設計集団閃

松田 幸吉

沖縄県那覇市泊２ー１ー１０

098-863-5970

76000090 （株） 大城英信建築設計事務所

大城 英信

沖縄県那覇市泉崎１丁目１２‐１

098-861-2540

76000091 沖縄陸地測量 （株）

宮城 兼正

沖縄県宜野湾市嘉数三丁目４番６号

098-897-4934

76000092 日南建設コンサルタント （株）

前原 昭二

沖縄県那覇市字大道２７番地の１

098-886-0266

76000093 （株）沖成コンサルタント

仲地 一史

沖縄県那覇市古島１ー１４ー６

098-884-2601

76000094 （株）有建築事務所

玉那覇 浩

沖縄県那覇市首里大中町１ー４１ー３

098-887-7922

76000095 （株）バウ設計集団

内田 栄司

沖縄県浦添市宮城３ー９ー３

098-875-2620

76000096 （株）三笠建設コンサルタント

兼島 義昌

沖縄県宜野湾市新城２‐８‐１５

098-893-5865

76000097 （株）沖縄物理探査

平良 恒男

沖縄県那覇市楚辺３ー１ー１０

098-834-4547

76000098 （株）近代設計

屋田 直勝

沖縄県那覇市繁多川３ー４ー１８

098-855-8229

76000099 （株）久米土木設計

佐藤 他人也

沖縄県那覇市曙３‐７‐１

098-863-4671

76000100 （有）伊禮設計

伊禮 利美子

沖縄県沖縄市字高原１００４

098-933-1151

76000101 （株）都市建築設計

野原 勉

沖縄県那覇市鏡原町２１ー１

098-858-1002

76000102 （株）岩下建技コンサルタント

長堂 嘉光

沖縄県浦添市前田２ー１９ー１６

098-879-6489

76000103 （有）エン設計

渡慶次 伸

沖縄県沖縄市胡屋５ー２４ー６

098-933-8885

76000104 沖縄測量設計（有）

嘉手川 重要

沖縄県宜野湾市嘉数４‐２０‐１９

098-897-1266

76000105 （株）アジア測量設計

松川 竹丸

沖縄県浦添市牧港４丁目４番５号

098-877-6738

76000106 （株）アークスタッフ

久貝 菊次郎

沖縄県那覇市古島２ー８ー２４

098-988-1212

76000107 沖縄基礎（株）

金城 善美

沖縄県沖縄市美里２ー１１ー４

098-934-7788

76000108 （株）真南風

高良 倉行

沖縄県那覇市古島２ー１３ー５

098-885-5580

76000109 （株）東亜エンジニヤリング

伊藝 修

沖縄県那覇市東町１９‐１

098-861-5935

76000110 （株）東邦建設コンサルタント

平田 清昂

沖縄県那覇市首里崎山町４ー５３ー１０

098-886-8540

76000111 （株）与那嶺測量設計

新垣 裕子

沖縄県那覇市壺屋１ー２２ー１１

098-861-2151

76000112 三興コンサルタント（株）

山下 稔

沖縄県浦添市内間２ー６ー２２

098-875-6181

76000113 （株）中央建設コンサルタント

砂川 秀樹

沖縄県浦添市宮城５ー１２ー１１

098-877-4390

76000114 （株）国土鑑定センター

嘉川 肇

沖縄県那覇市松山２ー２５ー１７

098-866-3833

76000115 （株）隆盛コンサルタント

池村 弘

沖縄県浦添市前田２ー１６ー３

098-879-6177

76000116 （有） 仲本設備設計事務所

中村 陽一

沖縄県那覇市繁多川２丁目１４番７号

832-9004

76000117 （株）南伸

徳里 良男

沖縄県那覇市泊３ー１４ー１０

098-863-0858

76000118 （有）桜設計工房

松川 清伯

沖縄県那覇市港町２ー７ー７ みなと２７７ ４Ｆ

098-867-5987

76000119 （株）あすもり建設コンサルタント

宮良 時夫

沖縄県那覇市字識名１２５３ー１０

098-833-9655

76000120 （資）具志総合設計

國吉 眞正

沖縄県那覇市具志２‐２５‐３

098-857-2448

76000121 （株）沖縄計測

玉城 幸人

沖縄県沖縄市泡瀬１ー３９ー２６

098-937-6060

76000122 古堅設計事務所

古堅 一仁

沖縄県名護市大中一丁目１４番３号

0980-52-2572

76000123 （株）琉創開発

高良 忠徳

沖縄県浦添市伊祖１‐５‐８

098-876-8321

76000124 サンホーム１級建築士事務所

廣田 修

沖縄県浦添市内間１丁目２番１０号

098-875-2104

76000125 シグマ建築設備

伊波 一弘

沖縄県浦添市仲間１‐１‐５ 伊波ビル２０６

098-876-2985

76000126 （有） 司城

松川 博司

沖縄県那覇市安里３丁目２０番１１号

098-862-5555

76000127 （株）渡久山設計

運天 勲

沖縄県浦添市牧港２ー８ー４

098-876-1101

76000128 （資）徳田土木設計事務所

徳田 泰

沖縄県うるま市字喜屋武１９ー１

098-975-0152

76000129 （株）国吉設計

国吉 真春

沖縄県那覇市首里崎山町４ー２０６

098-885-8284

76000130 （有）ティアンドティ設計測量

渡久地 政市

沖縄県名護市字宮里９７３‐１

0980-52-1232

76000131 （有）吉永測量設計

吉永 安給

沖縄県豊見城市字高安１番地（１０５号）

098-850-8447

76000132 （株）盛設計

新城 安時

沖縄県那覇市泊２ー５ー４ー１００３

098-963-6620

76000133 （有）総合技術開発

神里 充敏

沖縄県名護市宮里７ー６ー４９

0980-53-2015

76000134 （株）沖縄チャンドラー

福田 利夫

沖縄県那覇市曙３ー１８ー２６

098-862-5871

76000135 （有）日建エンジニアリング

仲井間 憲康

沖縄県豊見城市字名嘉地１１１ー１

098-856-2169

76000136 （有）創建設計事務所

知名 定康

沖縄県沖縄市与儀３ー３ー１

098-933-0936

76000137 （有）イクセル建築設計事務所

亀島 英好

沖縄県沖縄市山内２ー４ー５

098-933-4707

76000138 （株） 沖縄ポンプ工業

前内原 正二

沖縄県那覇市上之屋１丁目１０番３１号

098-867-6331
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76000139 （株）ＫＳ設計室

佐久川 守仁

沖縄県名護市字宮里４４７ー１６

0980-53-3891

76000140 （株）松田・伸設計

新城 嘉高

沖縄県那覇市古波蔵４ー１２ー８

098-855-5422

76000141 （有）め～ばる設計工房

嘉数 芳則

沖縄県那覇市字国場３８５

098-834-1111

76000142 （有）松川設備設計

松川 清次

沖縄県那覇市上間４８４ー１

098-853-3344

76000143 （株）鑑定ソリュート沖縄

玉那覇 兼雄

沖縄県那覇市金城２ー１１ー４ エナジー２Ｆ

098-996-1368

76000144 （株）トロピカル・グリーン設計

大竹 岩男

沖縄県那覇市字真地３８８ー６

098-832-3169

76000145 （有）住吉土木設計

國吉 眞就

沖縄県沖縄市大里１ー２６ー１６

098-937-6472

76000146 （有） 大地技術開発

下地 孝男

沖縄県那覇市久米２丁目２３番２１号

098-868-3465

76000147 （株）三協土木設計

照屋 信一

沖縄県西原町字棚原７８１

098-946-4616

76000148 全島エンタープライズ（株）

瑞慶山 良祐

沖縄県宜野湾市真栄原二‐十二‐三

098-898-0670

76000149 （株）沖縄計画機構

阿部 斉

沖縄県那覇市泉崎１ー７ー１７

098-867-7471

76000150 （有）インプラン

上里 和踏

沖縄県宜野湾市字宇地泊８０ー１

098-988-4260

76000151 （株）かみもり設計

石川 健三

沖縄県浦添市宮城６ー６ー９

098-877-9144

76000152 永技研（株）

前里 幸三

沖縄県那覇市識名１ー１２ー１７

098-855-4811

76000153 （株）興洋エンジニアリング

入川 博明

沖縄県那覇市首里石嶺町２ー１６７ー１５

098-884-8528

76000154 （有）三和総合設計

新垣 昇盛

沖縄県那覇市久米１ー７ー２

098-863-7567

76000155 （有）浅海技術

又吉 勇夫

沖縄県那覇市首里末吉町４ー５ー２０ コーポ幸４０１

098-882-1648

76000156 广建築設計

比嘉 勲

沖縄県豊見城市字根差部７２７

098-856-1001

76000157 （有） ユニ技術設計

津波 正美

沖縄県浦添市字大平３０９

098-877-0128

76000158 （有）風水舎

崎山 正美

沖縄県糸満市字糸満９７３

098-994-8183

76000159 （株）ダイワエンジニヤリング

島袋 章雄

沖縄県那覇市繁多川２ー１４ー７

098-855-2214

76000160 （株）アールエスケイ

中松 竹吉

沖縄県那覇市首里赤平町１ー４６

098-882-1255

76000161 （有）てるや設計

比嘉 徳夫

沖縄県うるま市石川曙１ー６ー３５

098-964-2582

76000162 （株）若葉建設コンサルタント

洲鎌 国治

沖縄県那覇市長田２‐４‐３

098-853-6440

76000163 Ｒｙｕ設備設計

赤嶺 健範

沖縄県那覇市小禄８１５

098-858-7306

76000164 （株）高良さく井

高良 千恵子

沖縄県那覇市鏡原町１‐３１

098-857-0014

76000165 （株）沖土質コンサルタント

洲鎌 秀市

沖縄県浦添市勢理客４‐２１‐６

098-877-4583

76000166 （有）合同事務所碧

宮城 調福

沖縄県名護市字伊差川２４４番地

0980-52-4835

76000167 シロ建築設計事務所

山城 繁明

沖縄県恩納村字恩納３５４０

098-966-8226

76000168 （資）新都市開発計画事務所

宮里 多美子

沖縄県名護市字屋部１０２３

0980-53-8552

76000169 （株）日興建設コンサルタント

仲原 史明

沖縄県浦添市伊祖３ー４４ー３

098-877-1667

76000170 （株）大地エンジニアリング

島袋 一男

沖縄県那覇市字上間２３６

098-854-3818

76000171 （株）下地直樹建築設計事務所

下地 直樹

沖縄県那覇市港町２‐６‐１８

098-866-7655

76000172 （有）東洋設計

安田 基源

沖縄県うるま市字江洲４４‐１

098-979-0178

76000173 （有）名工企画設計

慶佐次 操

沖縄県那覇市泉崎１ー１２ー１２

098-868-9491

76000174 （株）泉設計

當間 卓

沖縄県那覇市楚辺３ー３ー１１

098-832-1302

76000175 （有）達一級建築士事務所

仲本 達

沖縄県那覇市三原３‐１６‐５

098-855-9885

76000176 おおひら測量設計（株）

大嶺 己継

沖縄県浦添市字牧港８７７番地の３

098-876-4491

76000177 （株）Ｎａｎｓｅｉ

砂川 哲男

沖縄県那覇市曙１‐１５‐３

098-867-1300

76000178 （有）協進技研

比嘉 一裕

沖縄県南城市大里字嶺井５１０－２０

098-835-1468

76000179 （有）開邦システム

小橋川 真夫

沖縄県那覇市首里赤田町３‐２６

098-854-5053

76000180 （有）かなえ設計

喜瀬 良幸

沖縄県那覇市字仲井真３５７ー５

098-854-1556

76000181 （株）具志堅建築設計事務所

具志堅 力

沖縄県那覇市楚辺２ー３１ー９

098-832-1161

76000182 ＵＮＥ建築設計室

宇根 良光

沖縄県本部町東１７３

0980-47-3170

76000183 （有）島測量設計

島袋 竜作

沖縄県うるま市具志川１４８１ー１

098-973-3837

76000184 （有）琉球探査

吉村 国男

沖縄県那覇市首里汀良町２‐２２‐４

098-887-1166

76000185 （有）朗設計

比嘉 行雄

沖縄県宜野湾市普天間２ー７ー９

098-892-3268

76000186 （有）當間建築設計事務所

當間 信雄

沖縄県宜野湾市普天間２‐１‐５

098-892-2343

76000187 （有）沖建築設計事務所

安里 則子

沖縄県沖縄市比屋根６ー３４ー１５

098-933-7766

76000188 （有）大信土木設計

当間 英弘

沖縄県那覇市字仲井真３１７ー５

098-834-8704

76000189 （株）シビルエンジニアリング

饒平名 知世孝

沖縄県那覇市首里儀保町４ー９３

098-885-8737

76000190 きた建築設計事務所

宜名真 正勝

沖縄県うるま市字豊原５５３ー１

098-973-6849

76000191 （有）マルゼン設計

神田 義康

沖縄県うるま市字大田２８０ー１

098-974-8428

76000192 中地設計

中地 典信

沖縄県うるま市字宮里２６２ー６

098-973-6376

76000193 （名）冠設計工房

上原 勝明

沖縄県うるま市みどり町５ー３ー１１

098-972-3605

76000194 （有）設計同人ガン

赤嶺 和雄

沖縄県那覇市泊２‐２８‐２

098-862-3258

76000195 ヤマシロ建築設計事務所

山城 功

沖縄県那覇市首里石嶺町３‐８５‐２

098-882-3130

76000196 新設計

新城 重光

沖縄県南風原町字兼城２６２

098-889-5029

76000197 （株）東設計工房

山城 東雄

沖縄県浦添市伊祖１ー４ー１２

098-877-1962

76000198 （有）三森測量設計

呉屋素直

沖縄県西原町中頭郡西原町字翁長５３０番地の３

098-944-1622

76000199 （株）浦崎設計事務所

比嘉 好勇

沖縄県那覇市泊１‐８‐２

098-861-4097

76000200 （株）ホープ設計

高嶺 哲夫

沖縄県那覇市寄宮３ー３ー５寄宮市街地施設１Ｆー１

098-836-7181

76000201 崎原土建（株）

豊里 成満

沖縄県北谷町字玉上２１８番地

098-936-3564

76000202 （株）興設計

具志堅 興計

沖縄県名護市大中１ー２０ー１１

0980-53-2571

76000203 （株）琉球サーベイ

大濱 正之

沖縄県那覇市久米１ー８ー８

098-866-1662

76000204 （有） ライフ・ワールド備瀬建築研究所

備瀬 桂子

沖縄県那覇市泉崎１‐２１‐８

098-863-1346

76000205 （株）沖縄環境分析センター

西銘 史則

沖縄県宜野湾市真栄原３ー７ー２４

098-897-0910

76000206 （株）沖縄総研

伊波 盛武

沖縄県那覇市泉崎１ー６ー１

098-868-2685

76000207 （有）光企測量設計

桃原 剛

沖縄県久米島町字謝名堂５１０ー７

098-896-8630
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76000208 （株）新測量設計

新城 武

沖縄県名護市字屋部１０２１

0980-51-8208

76000209 （株）向陽技研

下地 昇

沖縄県那覇市首里末吉町３ー１３ー１

098-886-9225

76000210 芝建築設計事務所

塩川 知内

沖縄県那覇市曙３ー１８ー２

098-862-9748

76000211 （有）コスタル・テクノ

菊池 昭男

沖縄県南風原町島尻郡南風原町字本部４８９‐２‐１０３

098-889-3936

76000212 （株）カイケンエンジニアリング

岡野 貢

沖縄県那覇市楚辺３ー１ー１０

098-834-4540

76000213 おおうら設計

大浦 將

沖縄県那覇市字真嘉比８７‐１‐２Ｆ

098-884-2633

76000214 （有）匠設計

洲鎌 朝夫

沖縄県浦添市仲間１‐１０‐６

098-877-7171

76000215 （有）南西技術

高橋 邦博

沖縄県那覇市字松川５１５

098-871-4363

76000216 （有）ヨシ企画設計

清水 晴善

沖縄県名護市大南２ー１ー３１

0980-53-5476

76000218 （株）エル設計

中島 鉄臣

沖縄県浦添市大平１ー２ー２０

098-878-0085

76000219 （有） サンコウ技研

山口 雄教

沖縄県那覇市宇栄原１‐９‐７ 長田マンション５４７

098-857-1850

76000220 （資）沖縄浄管センター

座間味 唯康

沖縄県沖縄市八重島２ー１３ー９

098-939-3915

76000221 （資） 森田建築設計事務所

森田 孟一

沖縄県那覇市大道１３０番地

098-886-8213

76000222 （有）剛建築設計研究室

安次富 剛

沖縄県那覇市前島３‐４‐７

098-862-7667

76000223 （有）シーランド開発

仲本慎一

沖縄県那覇市長長田１丁目１８番１７号

098-855-5149

76000224 （有）輪建築工房

根間 武正

沖縄県那覇市古島２ー２６ー１５

098-887-1813

76000225 （有） 久場設計室

久場 里章

沖縄県那覇市首里平良町２丁目２３番地

098-884-8852

76000226 （有） 全伸研技

大城 幸一

沖縄県那覇市首里石嶺町２丁目１４３番地２

098-887-5477

76000227 （株）沖縄計画研究所

野崎 ヒロコ

沖縄県那覇市前島２‐２２‐１６

098-867-6297

76000228 富村建築設計事務所

富村 盛一

沖縄県那覇市与儀３７８‐１４

098-832-2603

76000229 （株）丸島建設コンサルタント

島袋 精秀

沖縄県那覇市繁多川２ー１４ー７

098-854-4588

76000230 （株） 地域総合プランニング

仲田 秋一

沖縄県那覇市首里末吉町２丁目１４１番地の４１

098-885-1196

76000231 （有）金城土木設計

金城 正光

沖縄県那覇市字真地３７５ー１

098-855-5154

76000232 （有） 日水土技研

中村 幸男

沖縄県那覇市字松川４２２番地の８

098-886-7878

76000233 （株）南城技術開発

城間 敏夫

沖縄県那覇市識名１ー４ー１６

098-836-4847

76000234 （株）ティー・ユー・エンジニアリング

大城 賀津彦

沖縄県那覇市長田２ー３４ー１５

098-840-4787

76000235 沖鉄エンヂニヤリング （株）

山田 政宏

沖縄県那覇市泉崎１丁目６番１号

098-868-7992

76000236 （株）根路銘設計

根路銘 剛次

沖縄県那覇市松山２ー８ー１７

098-868-7477

76000237 （株）沖縄地所鑑定

秋田 稔

沖縄県那覇市牧志１ー９ー８

098-869-0688

76000238 （有） 沖縄データサービス

真栄城 裕松

沖縄県那覇市曙２丁目２３番９号

098-866-3107

76000239 （有）南西不動産鑑定所

多喜 和彦

沖縄県那覇市泊１ー２７ー１６

098-862-6728

76000240 （株）末吉栄三計画研究室

末吉 栄三

沖縄県那覇市具志１ー１７ー２４

098-856-5447

76000241 （有） エイワン企画

宮良 和男

沖縄県西原町字安室１９９番地３

098-946-7793

76000242 （有） 桑江設計

桑江 良昌

沖縄県沖縄市泡瀬一丁目１番６号

098-938-5124

76000243 （有）大成技研

仲地 孝栄

沖縄県沖縄市字登川２９２４

098-937-8016

76000244 （有）開成実業

池原 彦文

沖縄県沖縄市松本５ー１１ー２

098-939-2385

76000245 （有）とうま建築設計事務所

金城 時男

沖縄県北谷町北前１ー１３ー８

098-936-6148

76000246 コスモ・プラン（有）

原 文弘

沖縄県浦添市前田３ー５ー９

098-879-1635

76000247 中央設備設計事務所

饒辺 永勇

沖縄県宜野湾市大謝名４ー３ー１５ 沖商住宅４ーＣ

098-898-2817

76000248 （有）平成エンジニアリング

新里 能伸

沖縄県八重瀬町字後原４７５‐７

098-998-9250

76000249 （有）汎設計工房

宮城 吉信

沖縄県浦添市城間２ー６ー２

098-878-0743

76000250 ナカザト建築設計事務所

仲里 安次郎

沖縄県那覇市字安里４８蛮地

098-867-7151

76000251 （株）双葉測量設計

安里 盛光

沖縄県那覇市字真地３０１

098-854-4255

76000252 （株）邦エンジニアリング

富永 邦宏

沖縄県那覇市小禄１ー１１ー１

098-859-3921

76000253 造設計

渡口 和成

沖縄県西原町翁長９９番地

098-836-5675

76000254 （有）共栄総業

長濱 秀樹

沖縄県北谷町字桑江３８５番地

098-936-7524

76000255 （資）図南建設コンサルタント

兼村 忠儀

沖縄県うるま市みどり町２ー２２ー８ー１０２

098-974-3094

76000256 （有）国誠測量設計

比嘉 康

沖縄県名護市字宮里４５０ー７

0980-52-6072

76000257 （有）志慶真建築設計

志慶真 勉

沖縄県那覇市真地１７６‐１

098-888-2133

76000258 （株）匠エンジニアリング

島袋 愿

沖縄県宜野湾市普天間２ー４７ー９

098-896-0352

76000259 金城設備設計

金城 正祐

沖縄県那覇市鏡原町２ー２

098-858-9234

76000260 （株）海邦計画

知花 一夫

沖縄県浦添市安波茶１ー３１ー１

098-875-2511

76000261 （株）テクワ－ルド

萬福 寿

沖縄県那覇市久茂地２丁目１５番３号

098-861-2466

76000262 （有）テル設計

照屋 徳明

沖縄県浦添市港川１‐３２‐７‐２０７ クレセール港川

098-876-1740

76000263 （有）琉伸技術

宇江城 昌伸

沖縄県豊見城市字高安１１２６ー６

098-856-7220

76000264 （株）都市科学政策研究所

小柴 晃

沖縄県那覇市金城５ー１１ー２

098-859-7037

76000265 沖縄県建築設計監理（同）

屋田 直勝

沖縄県那覇市繁多川３ー４ー１８

098-832-8702

76000266 鑑設計

親川 操

沖縄県南城市大里字高平１３１‐２９

098-946-0722

76000267 （有）一心土木設計事務所

親川 禎祐

沖縄県うるま市字宮里２０３ー１

098-974-2327

76000268 （有）永田建築設計事務所

永田 盛重

沖縄県北谷町字吉原４５４ー３

098-926-1666

76000269 （資）泉エンジニアリング

波平 眞

沖縄県那覇市古島１ー１４ー６

098-885-3923

76000270 三杉設計室

島袋 正

沖縄県浦添市勢理客１ー３ー２

098-875-3338

76000271 （有）大栄測量設計

川満 長榮

沖縄県那覇市字安謝６２１番地

098-866-9929

76000272 南西工営（株）

東海林 征志

沖縄県宜野湾市大山２ー３１ー２９

098-897-3988

76000273 設計グループ空

鉢嶺 元一

沖縄県那覇市長田１‐１２‐３２ シャトレ８８ ２０１号

098-833-0013

76000274 （有）興エンジニアリング

具志堅 興金

沖縄県浦添市安波茶１‐４３‐１

098-875-1185

76000275 （株）沖縄構造設計

伊波 禮司

沖縄県うるま市字州崎１２ー５７

098-921-3345

76000276 山城開発 （株）

山城 政治

沖縄県那覇市字壺川２５番地

098-835-0977

76000277 （有）玉龍興産

比嘉 良正

沖縄県那覇市泊３‐３‐１

098-868-0928
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76000278 （有）すみよし

我那覇 生榮

沖縄県那覇市東町２５ー７

098-863-7571

76000279 （株）三一設備設計

金城 雅之

沖縄県宜野湾市伊佐２‐７‐１２

098-897-9380

76000280 （株）ライン設計

金城 榮一

沖縄県那覇市田原３‐１１‐８

098-857-6393

76000281 （株）沖縄共同技研

野崎 恒二

沖縄県北谷町字上勢頭５４６ー４

098-936-3618

76000282 （株）松島設計

松島 良治

沖縄県北谷町字桑江１２２番地ローズマンション１０１号室

098-936-0033

76000283 （有）基技研

渡名喜 勇

沖縄県沖縄市桃原１ー１９ー９

098-938-8771

76000284 （有）長嶺建築設計事務所

長嶺 敏雄

沖縄県那覇市識名２‐１‐２６

098-833-5053

76000285 アン建築設計室

花城 清方

沖縄県浦添市大平２ー２０ー１

098-876-7018

76000286 （有）空環計画研究所

岸田 洋臣

沖縄県沖縄市高原４‐１０‐１４高原ハイツＡ５０１

098-933-3981

76000287 （株）アムルデザイン

温井 匡仁

沖縄県うるま市字赤道９７１ー６６

098-973-1604

76000288 ＳＨＩＮ建築設計

前原 信政

沖縄県那覇市古島２ー１４ー１１

098-886-2047

76000289 （有）東浜建築事務所

東濱 義明

沖縄県那覇市高良２ー７ー６１

098-859-0354

76000290 （有）西里建築研究所

西里 健男

沖縄県那覇市上之屋１ー１０ー８

098-866-5462

76000291 （有）アカナ設備設計

根間 正太郎

沖縄県宜野湾市大山４ー２ー１

098-898-3801

76000292 沖電開発（株）

島崎 一二

沖縄県浦添市牧港４ー１１ー３

098-875-4446

76000293 （有）シー・シー・エンジニアリング

仲田 康彦

沖縄県浦添市字西原２４９３

098-875-5300

76000294 （株）万代コンサルタント

富永 剛文

沖縄県那覇市字仲井真３６０番地

098-853-1011

76000295 （有）大住設計

徳田 隆

沖縄県宜野湾市野嵩３ー２０ー９

098-892-6633

76000296 （株） 八代エンジニアリング

久高 朝輝

沖縄県沖縄市美里五丁目２４番１８号

098-937-8738

76000297 （有）精巧エンジニアリング

儀保 五十一

沖縄県沖縄市諸見里１丁目８番１６号

098-989-0536

76000298 （有）冠エンジニアリング

宮国 直樹

沖縄県豊見城市字高安３０‐３

098-850-7458

76000299 大月設計（株）

山里 馨

沖縄県北中城村島袋４１０

098-930-5690

76000300 （株） 司測量開発

仲村 弘

沖縄県那覇市高良３丁目１７番３６号

098-858-1155

76000301 （株）地域環境防災研究所

山田 剛司

沖縄県那覇市松尾１丁目９番５０号

098-863-7172

76000302 馬上設計事務所

馬上 弘助

沖縄県那覇市古波蔵４‐７‐５

098-832-9444

76000303 国際測業（有）

座間味 宗貞

沖縄県沖縄市知花４‐１１‐１６

098-934-9100

76000304 （有）朝光設計

糸洲 朝光

沖縄県那覇市古島２‐２９‐３

098-886-3606

76000305 沖縄環境調査（株）

中山 茂雄

沖縄県那覇市安謝２ー６ー１９

098-861-7373

76000306 （株）濱設計

濱川 満秀

沖縄県うるま市字川崎５１２ー３

098-989-5454

76000307 真境名設計事務所

真境名 正雄

沖縄県与那原町字与那原１１４５ー２

098-946-0332

76000308 （有）新エンジニアリング

仲松 保則

沖縄県宜野湾市愛知３－５－１６

098-896-2286

76000309 （有）上原測図

上原 悟

沖縄県那覇市長田２ー５ー２３

098-854-0888

76000310 （有）嘉陽測量設計

嘉陽 宗俊

沖縄県うるま市勝連南風原７０３ー４

098-978-8882

76000311 （有）三角エンジニアリング

金城 昇

沖縄県浦添市安波茶２ー７ー３

098-878-7534

76000312 （有）青琉測量設計

大城 吉和

沖縄県八重瀬町字東風平７９９ー１

098-998-1176

76000313 （有）喜屋武建築設計事務所

喜屋武 浩

沖縄県豊見城市字豊見城４３２‐２

098-850-2371

76000314 コア設計・企画

宜保 幸雄

沖縄県豊見城市字高安３０ー３ー１０１

098-856-1506

76000315 （有）リューク企画

安仁屋 扶

沖縄県那覇市首里石嶺町４‐３１４ サントピア首里石嶺９０２

098-887-6692

76000316 （有） 柞建築事務所

桃原 正和

沖縄県那覇市字天久９１８

098-866-6484

76000317 孝設計 （株）

仲里 孝

沖縄県那覇市字安里１１７番地

862-3250

76000318 築建築計画設計事務所

下地 秀喜

沖縄県浦添市屋富祖１ー５ー１０ー１０１

098-874-0372

76000319 （有）盛建

知念 正盛

沖縄県那覇市長田２ー７ー４ ３Ｆ

098-876-4607

76000320 （株）コミュニティ施設計画研究所

賀川 健二

沖縄県那覇市真地２７０‐６‐４０２

098-884-3743

76000321 （有）城間建築事務所

城間 盛文

沖縄県糸満市西崎町３ー４７

098-994-9492

76000322 （有）明和設計

大城 正三

沖縄県那覇市字国場１１７５ー４

098-855-0162

76000323 （有）ナカソネ設計

仲宗根 勲

沖縄県名護市宮里３ー４ー７ー１

0980-52-2797

76000324 （資） 玉元一級建築事務所

玉城 元勇

沖縄県南風原町字宮平２１５

098-889-2131

76000325 宮城竹市一級建築士事務所

宮城 竹市

沖縄県宜野湾市大謝名２‐６‐３３

098-897-5022

76000326 よなは設計

與那覇 忠男

沖縄県那覇市字大道１７２番地

098-887-7891

76000327 （有）道建

宮城 司

沖縄県名護市宮里３ー２７ー８

0980-54-2766

76000328 国際技建（有）

塩浜 康師

沖縄県名護市字為又２６５ー１

0980-53-7536

76000329 （株）シビルエンジニアリング

玉城 正信

沖縄県沖縄市字高原１２４３番地の２

098-930-1905

76000330 （有）浜川建築設計事務所

浜川 清

沖縄県沖縄市松本３丁目１番２号

098-937-7216

76000331 聖設計事務所

上原 堅雄

沖縄県那覇市若狭３ー１５ー１ ひじりビル３階

098-868-8851

76000332 （有） 坂設計

奥平 聡

沖縄県豊見城市字根差部２１１‐４

098-840-2366

76000333 （有） 日基エンジニアリング

崎浜 均

沖縄県那覇市首里汀良町３丁目６７番地

098-887-2665

76000334 （株）協和設計事務所

山城 新吾

沖縄県那覇市古島１ー２５ー４ 比嘉産業ビル２０１号

098-886-3330

76000335 （有）カイ設備

宮良 洋三

沖縄県浦添市屋冨祖１ー６ー２

098-875-4906

76000336 （有）興洋設計工房

入川 洋次

沖縄県沖縄市高原４ー２３ー１９

098-932-8811

76000337 上城技術情報（株）

宮城 富夫

沖縄県宜野湾市嘉数２ー１８ー２０

098-870-2227

76000338 （有）共同エンジニア

太田 清

沖縄県那覇市字識名１２７９‐１

098-832-5412

76000339 仲田一級建築事務所

仲田 幸夫

沖縄県宜野湾市宜野湾３‐１６‐９

098-892-8875

76000340 （株）ニライ設備設計

上原 武

沖縄県那覇市字識名１１９５ー１

098-855-4331

76000341 仲村設計工房

仲村 博幸

沖縄県那覇市壷屋１ー１８ー３８

098-863-4812

76000342 知念一級建築設計事務所

知念 俊明

沖縄県浦添市内間２丁目２０‐１０

876-2437

76000343 （有）ケイでざいん

金城 傑

沖縄県那覇市首里崎山町２ー１３

098-835-5518

76000344 （株）神里設計

神里 光好

沖縄県那覇市字識名１２４７ー７

098-833-1557

76000345 （有）ダイワ一級建築事務所

玉城 浩美

沖縄県南城市字稲嶺２０６５ー５

098-945-4060

76000346 （有）ロフト建築設計事務所

天願 菊枝

沖縄県那覇市具志３ー３４ー６

098-858-1134
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76000347 （有）巽建設コンサルタント

池間 満

沖縄県宜野湾市真栄原１‐２‐２４

098-898-6450

76000348 （有）スペースアド

當眞 嗣英

沖縄県宜野湾市真栄原３‐３６‐１８

098-897-1200

76000349 （株）渡南エンジニアリング

入稲福 尚

沖縄県豊見城市字座安２９３ー２

098-856-9388

76000350 知念綜合設計事務所

知念 信吉

沖縄県うるま市字赤道２番地の１２

098-973-8660

76000351 タイラ建築設計事務所

平良 晋

沖縄県うるま市石川白浜２ー１２ー２４

098-964-2491

76000352 （株） 沖縄開発計画

奥平 秀勝

沖縄県浦添市字勢理客５５６番地の４

098-878-6623

76000353 （株）山口設計

山口 栄春

沖縄県うるま市字高江洲９７７

098-973-5943

76000354 （有）環境エンジニア

我那覇 生芳

沖縄県那覇市字上間５８８ー４

098-854-7721

76000355 （株）グリーン設計

知念 盛安

沖縄県北谷町中頭郡北谷町字桃原９番地３

098-936-6052

76000356 （有）新開技研

伊豆味 明

沖縄県宜野湾市新城２ー１７ー７

098-893-9313

76000357 町田建築設計事務所

町田 宗睦

沖縄県那覇市繁多川１‐２０‐５

098-853-3356

76000358 （株）沖縄綜合開発コンサルタンツ

伊野波 盛尚

沖縄県浦添市港川１‐３‐１ 安元ビル２階

098-879-4136

76000359 屋比久建築設計室

屋比久 孟清

沖縄県南風原町字兼城６３１ー１

098-889-3021

76000360 （有） シグマ設計

嘉数 弘

沖縄県那覇市曙１‐１６‐３６

098-867-2714

76000361 （有）愛建設計

上地 和人

沖縄県沖縄市美里１２８３

098-929-4200

76000362 （有）ジオイド

安里 靖

沖縄県宜野湾市野嵩１‐３８‐２

098-892-1429

76000363 （有）大興技研

金城 隆一

沖縄県那覇市東町２５ー１２ー１０３

098-861-6765

76000364 （有）地下計測

外間 寿

沖縄県那覇市松山１ー１７ー４４ 八重洲第三ビル４０６

098-880-0589

76000365 （有）Ｏｓｈｉｒｏ設計

大城 美佐惠

沖縄県北中城村字仲順２２７番地

098-935-3027

76000366 史一級建築士事務所

松田 英史

沖縄県うるま市字赤道３６１

098-973-2721

76000367 （株）ＡＭＳ設計

石川

沖縄県名護市字宮里４５３ー７

0980-52-5183

76000368 （有）環設計

與儀 清吉

沖縄県那覇市古島２‐３‐３

098-885-5959

76000369 （株）沖縄中央エンジニアリング

豊田 益市

沖縄県宜野湾市野嵩１ー６ー２３

098-893-6666

76000370 （株）ビーズ

島袋 茂

沖縄県宜野湾市野嵩１丁目６番２３号

098-893-6865

76000371 （株）大尚設計

大城 尚

沖縄県名護市宇茂佐の森１ー１５ー１２

0980-52-0423

76000372 （有）安谷屋設備設計

安谷屋 幸助

沖縄県那覇市山下町１８ー２６ーＢ２０３

098-857-4317

76000373 （株）佐久田設計

佐久田 朝太

沖縄県うるま市勝連平安名１８４３ー１

098-978-6915

76000374 （株）新開土木設計

田中 忠満

沖縄県那覇市三原２ー２０ー１０

098-855-2711

76000375 （株）日新建築

宮國 育男

沖縄県浦添市仲西１‐３‐２５ ６０１号

098-878-9873

76000376 （株）沖縄探査開発

瑞慶覧 朝哲

沖縄県宜野湾市伊佐３ー２９ー２

098-897-7074

76000377 （有）ワールド設計

岸本 久好

沖縄県名護市屋部３０５番地１０

0980-53-5625

76000378 ティアイ建設コンサルタント（株）

徳山 辰美

沖縄県うるま市字前原５４７ー１

098-975-0207

76000379 （有）いとまん建築センター

上原 幸仁

沖縄県糸満市字糸満２４３２ー８ メルヴェーユみなみ（１０２号）

098-992-5334

76000380 （株）ワールド設計

小林 文男

沖縄県浦添市安波茶１ー３２ー１３ー３０１

098-878-2215

76000381 （株）タップ

小濱 定和

沖縄県那覇市曙３ー１１ー２６

098-867-8838

76000382 Ｔ・武岡建築設計室

武岡 光明

沖縄県北中城村字島袋１３５５カントリーハイツ１４

098-933-2968

76000383 （有）仲本設計

與儀 達也

沖縄県那覇市字国場１１６１ー３

098-854-2535

76000384 （株）総合設計玉城

川平 恵正

沖縄県那覇市字上間２１２ー１

098-836-0683

76000385 （有）琉天設計

天願 賢助

沖縄県那覇市字仲井真９４‐２

098-854-1349

76000386 （有）伊波設備設計

伊波 盛康

沖縄県宜野湾市大山２丁目１番７号

098-897-9589

76000387 （株）国建

比嘉 盛朋

沖縄県那覇市久茂地１ー２ー２０

098-862-1106

76000388 南建築事務所

大見謝 恒博

沖縄県那覇市小禄３ー９ー３

098-858-1204

76000389 （株）沖縄エンジニア

島袋 憲一

沖縄県沖縄市比屋根６ー３４ー１０イシケンマンション２０３号

098-933-3282

76000390 設計工房玄

安座名 幸一

沖縄県八重瀬町字与座４３番地

098-998-6138

76000391 （株）仲里一級建築士事務所

仲里 司

沖縄県那覇市古島１丁目２３番５比嘉ビル３階

098-885-5765

76000392 海洋プランニング（株）

玉置 照夫

沖縄県浦添市前田３ー２ー１

098-876-7889

76000393 （株）設備研究所

仲本 誠一

沖縄県那覇市若狭１ー３ー２

098-868-7704

76000394 松田建築設計事務所

松田 祐輔

沖縄県宜野湾市我如古１‐２１‐７

098-898-3323

76000395 （有）アゴラエンジニアリング

安里 和敏

沖縄県那覇市銘苅１ー１４ー１６ 大盛産業ビルＢ棟２０２号室

098-866-3339

76000396 （株）エー・アール・ジー

国吉 真正

沖縄県浦添市大平２ー１９ー１１

098-877-5556

76000397 （資）東和建築設計事務所

桃原 孝雄

沖縄県那覇市字国場４００

098-832-7566

76000399 （有） 日建コンサルタント

上門 一男

沖縄県沖縄市越来３丁目１４番３５号

098-938-6402

76000400 峰エンジニアリング（有）

嶺井 政也

沖縄県那覇市三原２ー１１ー１６

098-855-7248

76000401 キシモト建築設計室

岸本 一郎

沖縄県北谷町字桃原１ー２

098-936-2508

76000402 （合） ライフ設計事務所

新垣 賀一

沖縄県那覇市泉崎２丁目１２番地１５

098-832-8682

76000403 （株）西筋総合設計

西筋 光則

沖縄県那覇市小禄１ー１５ー２０

098-859-2051

76000404 （株）建造設計

山盛 善貴

沖縄県那覇市真嘉比２ー１２ー１１

098-882-3221

76000405 富浜建築設計事務所

富浜 幹夫

沖縄県沖縄市照屋５‐１６‐１１

098-937-8866

76000406 （有）沖縄環境技術センター

西平 良博

沖縄県宜野湾市大山１ー８ー５

098-897-6651

76000407 （株） 究建築研究所

宇栄原 謙

沖縄県那覇市字古波蔵１６８番地の６コ‐ポ古波蔵４０６号室

098-835-2677

76000408 津嘉山建築設計事務所

津嘉山 寛

沖縄県北谷町字桃原１５ー１

098-936-7151

76000409 （株）イケハラエンジニア

池原 京子

沖縄県北谷町字宮城１ー４３５

098-936-1615

76000410 （資）我那覇設計事務所

我那覇 昇

沖縄県那覇市泉崎２‐２‐１

098-832-3694

76000411 ＡＤ設計工房

平田 順市

沖縄県那覇市前島１ー１３ー１０ＬＭマンション中之橋３０２

098-862-7372

76000412 （有） 翔設備設計

小浜 泰民

沖縄県浦添市字西原９３６番地

098-875-6134

76000413 （株）翔エンジニアリング

小濱 良和

沖縄県豊見城市字豊見城１３１ー２

098-856-9662

76000414 ＯＤＯ環境計画設計

小渡 雅己

沖縄県那覇市小禄６９９

098-858-6462

76000415 （有）アトリエ・ノア

本庄 正之

沖縄県那覇市字安里４１８

098-884-2404

76000416 宇地原建築設計事務所

宇地原 明孝

沖縄県うるま市字平良川３３４

098-973-2388

幸延
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76000417 （株）ステップ設計

前原 恒男

沖縄県那覇市赤嶺２‐１‐７

098-858-8586

76000418 （有）麻建築設備設計

渡嘉敷 栄敏

沖縄県那覇市若狭３ー３０ー８

098-863-7561

76000419 （株）ウイング総合設計

宮城 良博

沖縄県那覇市字銘苅１８０ー７ 朝忠第二ビル４Ｆ

098-869-6700

76000420 （有）玉建築設計アート

玉城 正実

沖縄県糸満市字糸満１０９９‐２０１

098-994-4837

76000421 沖縄都市建設 （株）

大嶺 敏夫

沖縄県那覇市字松川４２２番地の９

098-887-2282

76000422 山設計事務所

山内 博己

沖縄県南城市佐敷字仲伊保３９９

098-947-2642

76000423 設計ＧＲＯＵＰ群

上原 清正

沖縄県那覇市具志３‐１６‐２６

098-859-4630

76000424 建築設計企画室Ｋ

長濱 和明

沖縄県うるま市字田場１８３７‐１ ＲＳＫハイツ

098-973-7150

76000425 （有）みき建築設計

大城 直樹

沖縄県沖縄市美里５ー２３ー１０

098-938-2208

76000426 中部測量事務所

比嘉 正博

沖縄県沖縄市住吉１ー７ー４７

098-937-4100

76000427 末吉設計

末吉 英徳

沖縄県豊見城市字真玉橋１８０‐１４

098-850-7331

76000428 大城測量

大城 清義

沖縄県豊見城市字高安４１１番地

850-9356

76000429 （株） 清光研究所

吉沢 光三

沖縄県宜野湾市嘉数２‐１８‐２０

098-870-2334

76000430 （有） 旺建築設計事務所

糸洲 正男

沖縄県那覇市具志３‐２３‐７‐１

098-859-4683

76000431 （株）ＡＲＫ

新垣 克久

沖縄県沖縄市海邦２ー１９ー３０

098-934-5551

76000432 （有）真玉橋設計事務所

真玉橋 朝雄

沖縄県沖縄市美里６ー４ー１６

098-937-2777

76000433 アラク設計工房

宮城 幸安

沖縄県宜野湾市字佐真下６５ー６

098-890-6666

76000434 原建築設計事務所

上原 信男

沖縄県那覇市田原１‐４‐１ サンヒルズ田原２階

098-857-7575

76000435 （株）越智アトリエ

越智 史郎

沖縄県那覇市首里崎山町３ー３４

098-886-9298

76000436 ＧＡ企画設計

親川 讓次

沖縄県沖縄市知花１ー２６ー５

098-937-7455

76000437 内間建築設計事務所

内間 慶一郎

沖縄県伊江村字川平５７

0980-49-2237

76000438 （有）アトム設計

玉城 剛

沖縄県沖縄市高原５ー９ー５

098-937-4328

76000439 （有）アイ・エイチ・エー設計

伊波 米次

沖縄県宜野湾市伊佐２ー６ー１０

098-890-1325

76000440 （有）アトリエ更囲

山田 正永

沖縄県那覇市識名３ー８ー１６

098-831-7193

76000441 （資）新垣建築設計事務所

新垣 秀雄

沖縄県沖縄市山里２‐１５‐１５（メゾンＳ＆Ｋやまざと２０

098-933-4355

76000442 （株）秀建設計

仲田 秀啓

沖縄県浦添市港川２ー３１ー６

098-875-1322

76000443 （有） 海事開発

宮良 一

沖縄県浦添市牧港２‐５０‐１１

098-878-5220

76000444 （有）アクト建築計画室

横目 八

沖縄県宜野湾市大山５－１９－１９

098-890-5048

76000445 パセオ建築設計室

荷川取 勝彦

沖縄県うるま市字喜屋武３１１ー４

098-974-1445

76000446 （有） 創和土木設計

池間 正次

沖縄県南風原町字宮平３０７番地の８

098-889-7858

76000447 （有） コラム設計事務所

下地 税

沖縄県那覇市高良６８番地

098-858-0666

76000448 （有）ウイング建築設計事務所

具志堅 達

沖縄県沖縄市山内４ー２０ー１

098-933-8488

76000449 （有）山川設計

山川 良秀

沖縄県名護市大南２ー１ー３８号

0980-53-1562

76000450 拓未設計室

吉浜 朝喜

沖縄県那覇市寄宮２‐３５‐４５

098-832-8377

76000451 安里建築設計事務所

安里 昇

沖縄県宜野湾市野嵩２丁目３２‐２

098-892-3388

76000452 （株）総合設備企画

比屋根 正

沖縄県那覇市首里大名町２ー９ー１１

098-833-4878

76000453 （有）フジ探査エンジニアリング

金城 慧

沖縄県那覇市久米１‐５‐１

098-800-7019

76000454 大田建築設計事務所

大田 守朝

沖縄県那覇市古島１‐２４‐３

098-886-8609

76000455 （有） ミネ総合設計事務所

赤嶺 健一

沖縄県那覇市泊２丁目１３番地の６‐１０１号

098-863-5206

76000456 造建築設計室

長嶺 孝一

沖縄県与那原町字板良敷４１１番地

098-946-2345

76000457 （有）梯梧設備設計

高良 利雄

沖縄県那覇市字小禄４２１‐３１（４０１号）

098-858-9109

76000458 （有） アーバン設計

仲栄真 盛信

沖縄県沖縄市字知花１７５１番地

098-939-5431

76000459 奥浜設計事務所

奥浜 真一

沖縄県宜野湾市字宇地泊５９０

098-897-2053

76000460 呉屋建築設計事務所

呉屋 盛一

沖縄県西原町字呉屋７８‐３

098-945-5220

76000461 （有）巽測量設計

新垣 賢二

沖縄県うるま市石川白浜２ー５ー１４

098-965-6062

76000462 新建設計事務所

大城 喜美男

沖縄県那覇市松尾１‐２０‐１８

098-867-3224

76000463 （有）桑江建築設計事務所

上江洲 安秀

沖縄県嘉手納町字水釜１５０ー１

098-956-3487

76000464 （株）アサギ総合コンサルタント

川満 義也

沖縄県那覇市壺屋１ー３２ー９

098-861-1288

76000465 （有） 浦添測量設計

宮城 徳光

沖縄県浦添市字仲間９６３番地

098-876-0304

76000466 （有）造家設計研究室

友利 赳

沖縄県うるま市石川東山１丁目７番地の１２

098-965-4164

76000467 （株）三洋建築設計事務所

城間 功正

沖縄県那覇市字識名１２４６‐１

098-853-9180

76000468 （有）梓都市建築設計

石川 真

沖縄県うるま市石川白浜２‐３‐５

098-965-0841

76000469 （有） 琉栄土木設計

安藤 義之

沖縄県浦添市伊祖１丁目３２番８号

098-879-6646

76000470 アイオニクスシステムリサーチ （株）

國吉 眞榮

沖縄県浦添市西洲２‐２‐３

098-876-3108

76000471 （株）新崎設計

新崎 勝己

沖縄県名護市大西４ー１ー２２

0980-52-1564

76000472 川上設計

川上 淳吉

沖縄県沖縄市美原４‐９‐２３

098-937-4144

76000473 橋本パース設計事務所

橋本 弘徳

沖縄県豊見城市字真玉橋１８６‐９ ホワイトキャッスルＭ２

856-2539

76000474 島建築設計事務所

島 武三

沖縄県うるま市石川２‐６‐１

098-965-7810

76000475 （株）二基設計

温井 明二

沖縄県沖縄市池原４一１一３０

098-939-1110

76000476 しき建築設計事務所

伊敷 良賢

沖縄県糸満市西崎２丁目３‐２１

098-992-1551

76000477 新城設計

新城 安輝

沖縄県糸満市西崎町３丁目１０番地

098-994-6332

76000478 比屋根設計

比屋根 方幸

沖縄県八重瀬町字東風平７９９ー３

098-998-4022

76000479 三ツ矢設計

宮里 勝

沖縄県南城市玉城字愛地４２７ー４

098-948-7411

76000480 屋プランニング

屋比久 孟春

沖縄県八重瀬町字長毛１０ー２

098-995-2917

76000481 （有）大照設計

奥平 芳照

沖縄県浦添市内間４‐２３‐３３

098-874-3644

76000482 ＯＴＫ設計工務

上村 哲生

沖縄県沖縄市山内４‐１１‐７

098-932-7253

76000483 嘉数建築設計事務所

嘉数 英彦

沖縄県那覇市識名３‐３‐２８（三島アパート２０１号）

098-834-7195

76000484 （有）与勝建築設計事務所

松尾 泰雄

沖縄県うるま市字喜屋武２３２‐１

098-973-1030

76000485 （有）めかる設計

銘苅 正康

沖縄県浦添市２ー２０ー１

098-876-4355
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76000486 （株）創設計

伊波 克之

沖縄県うるま市石川白浜２ー５ー１４

098-964-5509

76000487 ノザキ建築事務所

野原 博

沖縄県南風原町字宮平３４２ー５

098-889-7446

76000488 （有）三慶技研

渡真利 健

沖縄県那覇市松川３ー１５ー１５

098-835-5236

76000489 （有）沖縄基礎開発

狩俣 馨

沖縄県那覇市曙２丁目４番地６

098-943-6628

76000490 アトリエＺＥＮ

安田 哲也

沖縄県那覇市古島１ー２３ー２

098-884-1208

76000491 キナ設計

喜納 正治

沖縄県豊見城市字豊見城４９２ー２

098-856-5007

76000492 （株）沖縄ノムラ

仲北 正明

沖縄県那覇市泊２‐１５‐９

098-866-8181

76000493 照屋建築環境設計

照屋 正治

沖縄県宜野湾市野嵩３ー１３ー１５

098-896-0275

76000494 （有）外間建築設計事務所

外間 勉

沖縄県那覇市樋川２ー１４ー１６

098-855-7572

76000495 （株）まつけん設計

松川 秀樹

沖縄県浦添市西原１ー４ー１６

098-878-8955

76000496 高良計画工房

高良 信次

沖縄県那覇市鏡原町３１ー３

098-857-2093

76000497 （有）比嘉測量設計

比嘉 修

沖縄県うるま市天願２０１３

098-975-6425

76000498 碧〈ＡＯＩ〉建築設計事務所

新城 隆

沖縄県うるま市石川伊波９２２ー５

098-965-4406

76000499 環境設備設計

岸本 隆

沖縄県那覇市首里平良町１ー６３ 屋良アパート４０３

098-886-5143

76000500 オリジナル建築設計室

謝名堂 昌光

沖縄県宜野湾市野嵩２ー３５ー１７

098-892-3584

76000501 アサト建築設計事務所

安里 義孝

沖縄県宜野湾市上原２ー６ー２２

098-893-5057

76000502 嘉手納建築設計事務所

嘉手納 知信

沖縄県那覇市楚辺２丁目３５番６号

098-855-7230

76000503 （有）大成プラン

大城 学

沖縄県浦添市伊祖２ー１ー２

098-879-7408

76000504 ＩＳ設計

村吉 惇

沖縄県那覇市宇栄原２ー１３ー８

098-859-8208

76000505 （有）国豊

比嘉 豊

沖縄県那覇市宇栄原３ー２２ー１２

098-859-0007

76000506 クバガワ建築事務所

久場川 勇

沖縄県名護市大西１‐１６‐５

0980-52-2722

76000507 （有）沖縄地域工学研究所

奥平 吉弘

沖縄県那覇市泉崎１‐１７‐１９ クリーン泉崎ビル２階

098-863-2120

76000508 友建エンジニアリング

友利 正義

沖縄県浦添市内間１ー１０ー１６

098-875-1736

76000509 仲島設計事務所

仲島 雅信

沖縄県那覇市泉崎２ー４ー６

098-855-7158

76000510 アトリエ・ＵＮＡ一級建築士事務所

潮平 朝彦

沖縄県那覇市首里赤平町１ー４ー１

098-887-6061

76000511 （有）山三企画開発

山城 修

沖縄県久米島町字真我里７８

098-985-7134

76000512 （有）湛エンジニア

保井 明博

沖縄県那覇市字銘苅

098-869-8881

76000513 （合）新里建築設計事務所

新里 均

沖縄県宜野湾市普天間２ー４７ー１６

098-893-0267

76000514 （資） 小浜一級建築設計事務所

小浜 英俊

沖縄県名護市字宮里１３２８‐２

0980-52-3593

76000515 米須建築設計事務所

米須 清仁

沖縄県中城村字登又２６９ー１

098-895-3472

76000516 （資） ふくたけ設計事務所

福村 武三

沖縄県那覇市泉崎２丁目１‐４

098-853-0510

76000517 （株）総合計画設計

松田 優

沖縄県那覇市辻２ー４ー２３

098-866-3666

76000518 （株）翁長設計

翁長 武行

沖縄県浦添市勢理客３ー２ー２４ー２０１

098-877-5609

76000519 （有）吉豊調査設計

宇良 宗明

沖縄県那覇市識名３‐１６‐２１

098-835-3921

76000520 平良力建築設計

平良 力

沖縄県豊見城市字平良９９‐３平良ビル３Ｆ

098-850-0790

76000521 （有）沖縄地盤調査

仲嶺 茂

沖縄県北谷町字桑江４７８ー５

098-936-9955

76000522 （資） アスカ建築設計事務所

福地 友正

沖縄県沖縄市久保田１丁目９番３０号

098-932-1505

76000523 知念建築設計事務所

知念 良信

沖縄県名護市字為又４９３ー９

0980-53-2183

76000524 山口武志建築事務所

山口 武志

沖縄県那覇市松川１丁目１０番１号

098-853-7339

76000525 （有） 未来開発技術

渡嘉敷 健

沖縄県沖縄市字古謝８８１番地

098-939-8418

76000526 ライズ設計

比嘉 学

沖縄県北中城村字島袋１４７７

098-930-2606

76000527 崎浜建築設計事務所

崎浜 和信

沖縄県浦添市伊祖３‐２‐１

098-874-2265

76000528 （有）設計集団ファイブ

中村 博史

沖縄県嘉手納町字嘉手納５５０ー２

098-956-2692

76000529 （有）大友設計

大城 保広

沖縄県浦添市内間２ー６ー１６

098-878-5256

76000530 設計工房Ｏ．Ｄ．Ａ

飯田 昭弘

沖縄県宜野湾市嘉数４‐８‐８

098-898-4386

76000531 （有）芝設計

大城 文雄

沖縄県うるま市字江洲３５５

098-973-2737

76000532 （株） 沖縄総合研究所

池田 光男

沖縄県那覇市久茂地３丁目１７番５号 美栄橋ビル２Ｆ

098-868-8439

76000533 （有） 沖潜研

比屋根 康一

沖縄県沖縄市城前町４‐１５

098-933-9269

76000534 南州設計

名嘉真 知昭

沖縄県那覇市安謝６３３

869-1115

76000535 真和建築設計事務所

目取真 繁

沖縄県北谷町字桃原７ー４

098-936-9888

76000536 平田設計

平田 努

沖縄県宜野座村字惣慶１８２９ー２

098-968-2462

76000537 （株）城南設計コンサルタント

大城 克彦

沖縄県那覇市松島１ー１９ー３

098-836-1110

76000538 （資） 合同設計むつみ

上原 健一

沖縄県那覇市曙３丁目１７番地１３

098-861-4191

76000539 上原設計

上原 光裕

76000540 （有） 大善設計

大嶺 善信

沖縄県豊見城市字高安３８５番地
２０５号
沖縄県那覇市松山１丁目１５番２０号
（ライオンズマンション大文閣 098-850-0588
２
098-868-4185

76000541 ＡＯＩ設計室

新崎 盛忠

沖縄県沖縄市美里１ー２７ー１０

098-937-6025

76000542 （株）野原建築設計室

野原 康弘

沖縄県豊見城市豊見城５２１ー１

098-850-4770

76000543 （株）設備計画

友寄 多鶴子

沖縄県那覇市楚辺２ー４１ー２５

098-834-5568

76000544 イーゼル建築企画設計

知名 政春

沖縄県宜野湾市神山１ー１６ー４９

098-896-1824

76000545 宮城測量調査事務所

宮城 清

沖縄県那覇市楚辺２ー１２ー１７

098-832-6036

76000546 具志堅一級建築士事務所

具志堅 吉雄

沖縄県那覇市真嘉比２５２‐４６‐２０２

098-885-8673

76000547 （有） ティ・ツープランニング

平良 久

沖縄県那覇市壷川３２５番地 アルファビル１０１

098-836-8593

76000548 （有） エムシーイーコーポレーション

宮城 利行

沖縄県宜野湾市字大謝名７‐５

098-877-1560

76000549 前田建築設計事務所

前田 耕永

沖縄県那覇市字安謝６２１番地

098-867-4370

76000550 東洋測量 （合）

吉田 勉

沖縄県那覇市泉崎２丁目３番地１９

098-832-0390

76000551 （有）創和計画

末吉 敏三

沖縄県宜野湾市真志喜２ー２４ー１

098-899-2178

76000552 渡慶次建築設計事務所

渡慶次 一光

沖縄県宜野湾市宜野湾３ー１８ー１０

098-893-2811

76000553 （有） 光設備研究所

比嘉 和雄

沖縄県宜野湾市字宜野湾２０９番地２

098-892-5307

76000554 （有） ふたば建築設計事務所

島袋 宗篤

沖縄県うるま市字喜屋武１８５

098-973-6251

タバビル３ーＢ

入札参加資格者名簿
【コンサル】

沖縄県

受付番号

商号名称

代表者氏名

本島

所在地

電話番号

76000555 （株）環境技建ウエーブ

長田 紀晃

沖縄県那覇市寄宮３ー１２ー１３

098-836-6755

76000556 ＢＥＮ建築研究室

宮城 勉

沖縄県那覇市首里末吉町４ー２ー１ 新明産業ビル３０５号

098-887-1236

76000557 （有）宮森設計

宮城 守

沖縄県北谷町字宮城１ー３１３

098-936-1908

76000558 （有）建人設計

豊里 誠美

沖縄県沖縄市照屋４‐２‐１４

098-937-7094

76000559 （資）伊波建築設計事務所

伊波 寛也

沖縄県名護市大西２‐２‐３‐１

0980-52-2417

76000560 建築研究室 ＡＲＫＵＳ

新垣 修

沖縄県宜野湾市大山２‐２３‐１１

098-898-5944

76000561 Ｓ＆Ｇ設計工房

瀬嵩 政宏

沖縄県うるま市字江洲３５５ 芝ビル内３‐Ａ

098-973-2549

76000562 とうけん

當間 文博

沖縄県沖縄市海邦１ー１７ー２８

098-939-8146

76000563 未来建築設計事務所

名嘉真 朝夫

沖縄県うるま市石川東山本町１ー４ー１２

098-964-5296

76000564 開設計

漢那 憲一

沖縄県那覇市楚辺２‐３５‐６

098-855-8776

76000565 （有）長嶺総合設計

長嶺 安一

沖縄県宜野湾市大謝名１７２

098-898-4335

76000566 （株）匡設計事務所

宮城 正行

沖縄県那覇市西２ー６ー１１

098-864-1298

76000567 （無効）（資）金城安信建築設計事務所

金城 安信

沖縄県与那原町字与那原２９９８ー２

098-945-2522

76000568 窓設計

松原 盛光

沖縄県那覇市繁多川３‐２‐８

098-834-3446

76000569 建築アトリエＰＡＯ

小橋川 茂

沖縄県那覇市繁多川５丁目１６‐１１

098-836-7266

76000570 南創エンジニアリング

神谷 秀明

沖縄県八重瀬町字小城３２７ー１

098-998-8707

76000571 （有）結設計

又吉 光男

沖縄県名護市大北５ー１ー２３

0980-52-0700

76000572 蔵建築設計事務所

長嶺 顕蔵

沖縄県那覇市田原３‐３‐２

098-857-7827

76000573 西田設計

西田 初吉

沖縄県名護市字為又２９８ー３

0980-53-6682

76000574 名幸建築設計事務所

名幸 葆效

沖縄県宜野湾市宜野湾３‐１８‐１０

098-896-1625

76000575 （有）トラスト

大朝 將嗣

沖縄県那覇市金城５‐８‐１

098-852-1331

76000576 （株） エス・テック

仲間 好人

沖縄県那覇市樋川２丁目１６番２０号

098-831-8121

76000577 コザ設備設計事務所

伊集 光男

沖縄県沖縄市安慶田１‐２８‐３２

098-937-2079

76000578 （有）しぐなる設計工房

上原 勝

沖縄県豊見城市字名嘉地６８

098-850-7134

76000579 粟国廣建築設計室

粟国 廣

沖縄県那覇市首里末吉町２‐２２６‐１０新明産業ビル３０５

098-886-7352

76000580 （有）回設計事務所

宮城 晃

沖縄県豊見城市字根差部４２１‐３

098-850-9032

76000581 守礼開発

片山 武士

沖縄県糸満市字糸満２０８５

098-994-8189

76000582 （株）沖縄環境科学研究所

高柳 清明

沖縄県宜野湾市新城１ー２４ー１３

098-893-8444

76000583 西王建設コンサルタント

伊野波 盛應

沖縄県宜野湾市我如古４丁目９番１１号 池間ビル３‐Ａ

030-19-31782

76000584 （有）マルゼン設計

神田 義康

沖縄県うるま市字大田２８０‐１

098-974-8428

76000585 ヘリエアー沖縄 （株）

下地 幹郎

沖縄県那覇市字鏡水１７４番地

857-7563

76000586 （有） 三興技研

古謝 剛

沖縄県沖縄市美里五丁目２４番１８号

098-937-7822

76000587 （有）スタッフオズ

大仲 英彦

沖縄県浦添市牧港４ー１ー１７

098-876-8990

76000588 ＡＫＩ設計工房

高江洲 晶子

沖縄県那覇市泉崎１‐１４‐２

098-884-6985

76000589 （有）ブッタン

町田 義隆

沖縄県浦添市大平３ー１３ー８

098-878-8388

76000590 （有）トップ建築設計室

伊波 優

沖縄県うるま市石川３７８ー１

098-964-3777

76000591 （有）瀬名波建築設計事務所

瀬名波 和則

沖縄県宜野湾市１ー１５ー９

098-988-4637

76000592 （有）エスジーエンジニアリング

我那覇 生嚴

沖縄県宜野湾市志真志１ー６ー５

098-892-1326

76000593 Ｓｈｏ設備設計

照屋 盛福

沖縄県浦添市城間３ー１７ー１４ー２０１

098-875-2541

76000594 仲地設計事務所

仲地 照雄

沖縄県名護市大東２ー９ー１０

0980-52-1999

76000595 陽建築デザイン

金城 正明

沖縄県南風原町字喜屋武３ー６

098-888-3235

76000596 （資）宮里建築設計事務所

瑞慶村 實

沖縄県那覇市泊１ー２２ー１

098-862-6338

76000597 泉川一級建築設計室

泉川 寛正

沖縄県那覇市字真地２５５ー８

098-855-1784

76000598 島設計室

島袋 正則

沖縄県沖縄市池原３ー３ー２６

098-939-2033

76000599 赤嶺企画設計室

赤嶺 義明

沖縄県那覇市長田２ー４ー１９

098-833-0433

76000600 比嘉一級建築設計事務所

比嘉 喜仁

沖縄県名護市大北４ー２７ー８５

0980-54-0888

76000601 （株） 建築計画研究所スタディオインデイ

遠藤 守

沖縄県那覇市久米２丁目４番１４号 ＪＢ ＮＡＨＡ

098-861-2688

76000602 常設計

諸見里 真常

沖縄県那覇市字上間４３７‐１０

098-833-2878

76000603 （株） 構造計画

大浜 文雄

沖縄県那覇市壷川３２４‐２ ＯＨビル４Ｆ

098-855-5027

76000604 （有）長谷部建築研究所

長谷部 廣

沖縄県沖縄市比屋根２ー１１ー５

098-930-0874

76000605 沖コンサルタント （株）

又吉 弘和

沖縄県那覇市字銘苅３００番地の１ 盛ビル２０１

869-6430

76000606 （有）大幸設計事務所

大城 寿生

沖縄県糸満市西崎１‐３０‐３

098-994-3938

76000607 大東建築設計事務所

久高 友嗣

沖縄県那覇市首里石嶺町２丁目８３番地１‐２

884-8819

76000608 堀川建築研究所

堀川 恭廣

沖縄県浦添市沢岻４８８‐２ ４Ｆ

098-877-1953

76000609 （有） 帆足デザイン研究所

帆足 英二

沖縄県那覇市泊２‐１‐６ ライオンズマンション泊第

098-867-9874

76000610 （有）天建築設計

阿嘉 清治

沖縄県読谷村中頭郡読谷村字喜名２８５‐１ マンション喜名３０５

098-958-1491

76000611 （有） デンテック

當眞 一彦

沖縄県浦添市牧港１丁目２２番１８号

098-877-8272

76000612 景観建築設計舎ＮＩＳＨＩＭＥ

西銘 潔

沖縄県南城市字吉富５４番地

098-948-1236

76000613 （有） 設計同人ライト

知念 優

沖縄県浦添市前田１４２７番地

098-874-3807

76000614 団設計工房

永山 盛孝

沖縄県那覇市久茂地１ー８ー１９

098-863-2355

76000615 （有） アズ企画

阿嘉 宗信

沖縄県南風原町字宮平６４１番地

098-888-2578

76000616 光建築設計事務所

狩俣 光是

沖縄県那覇市松山１‐２９‐２１

098-863-7521

76000617 橋建築設計事務所

眞玉橋 朝明

沖縄県南風原町字兼城６２６

098-889-1698

76000618 設計工房エイム

久高 明

沖縄県那覇市寄宮１丁目１０番１号

098-855-8292

76000620 知花建築設計事務所

知花 修

沖縄県読谷村字波平３６２番地

098-958-1033

76000621 元設計

大城 元盛

沖縄県那覇市字安謝６５番地

098-863-6965

76000622 （有） 金一基礎工事

金城 弘志

沖縄県那覇市首里石嶺町４‐２７１

098-886-0109

76000623 アルファー設備設計室

塩川 博記

沖縄県那覇市古島２‐５‐２４

098-884-9077

76000624 建築設計工房柾

前原 政明

沖縄県北中城村字喜舎場３６７‐１１番地

098-935-5360
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76000625 末吉設計室

末吉 正一

沖縄県那覇市楚辺２ー４０ー１３

098-835-4739

76000626 （有）共同磁気測量

長間 敏

沖縄県豊見城市字宜保３６３番地の１

098-850-1514

76000631 （株） 元希企画設計

上間 保彦

沖縄県那覇市古島１丁目４番地の１１ コーポ光２０５号室

098-884-0029

76000632 （有）ソクタン開発

仲宗根 良次

沖縄県沖縄市園田３‐５‐１４

098-930-4828

76000633 （有）福山エンジニアリング

屋我 強

沖縄県宜野座村国頭郡宜野座村字惣慶１９８８‐２３３

098-968-5876

76000634 （株）翔土木設計

米藏 敏博

沖縄県豊見城市字真玉橋５２１ー２

098-850-1846

76000635 （有）アース・プランニング

平良 達也

沖縄県那覇市古波蔵３‐３‐１７

098-836-8454

76000636 （株）寛計画

謝花 寛営

沖縄県那覇市久米１ー７ー１シトラスビル５階

098-861-2936

76000637 （有）座波地質エンジニア

座波 吉実

沖縄県南城市字百名７５８

098-948-4501

76000638 （有）栄光建設

大城 えみ子

沖縄県糸満市字賀数２２５番地１

098-995-0579

76000639 沖縄コンサルテイション （株）

比嘉 盛一

沖縄県那覇市曙２丁目２６番１号

098-862-9872

76000640 大隆設計

新垣 善則

沖縄県与那原町字上与那原１５１‐１ コーポ伊敷２０２

098-946-7186

76000641 （株）金星技術

我那覇 浩美

沖縄県那覇市真嘉比３ー２０ー７

098-886-0588

76000642 （有）コーヨウ企画

千葉 信一

沖縄県宜野湾市神山１ー１ー５

098-893-8575

76000643 （株）福治不動産鑑定所

福治 友次

沖縄県那覇市字大道１３０

098-887-2211

76000644 （株）技興

平良 博二

沖縄県浦添市勢理客２ー１０ー１３

098-875-7980

76000645 （有）Ｕ設計

上江洲 安伸

沖縄県那覇市泉崎１ー３ー７泉崎レジデンス３０２

098-866-1537

76000646 （有）沖縄探査工業

島田 吉明

沖縄県那覇市首里石嶺町２ー１９３ー２

098-943-0571

76000647 （有）清和測量設計

仲間 輝夫

沖縄県沖縄市諸見里１‐１６‐２３

098-933-7940

76000648 （有）野国建築設計事務所

野國 昌徳

沖縄県沖縄市南桃原２‐１６‐５

098-933-1073

76000649 金城不動産鑑定事務所

金城忠雄

沖縄県那覇市松山１‐３２‐１

098-861-1387

76000650 （有）恒設備設計

大見 隆恒

沖縄県那覇市寄宮２ー２８ー１４ ２Ｆ

098-831-7997

76000651 沖縄県農業（同）

砂川 博紀

沖縄県那覇市楚辺２ー３３ー１８

098-864-5502

76000652 新成設計

新垣 成恒

沖縄県南風原町字津嘉山６６８ー２

098-889-4899

76000653 （有）アセング

玉那覇 正

沖縄県浦添市仲西１‐２‐２

098-942-1848

76000654 ＪＡＭ建築研究室

富村 一仁

沖縄県那覇市曙３‐５‐２３ 長田アパート３０１号

098-861-0461

76000655 （株）ＰＡＮ環境創造

大城 榮正

沖縄県那覇市前島１‐１４‐８

098-863-8291

76000656 （有） 葵ビジネス

新垣 尚司

沖縄県豊見城市字豊見城４３７番地の１ ワンワンビル２‐Ａ

098-856-7044

76000657 （有）アジア測建

石川 勇

沖縄県沖縄市仲宗根町３７ー６

098-939-7991

76000658 玉城博正建築設計事務所

玉城 博正

沖縄県沖縄市字諸見里１３１２

098-933-5693

76000659 嶋設計事務所

輪嶋 重也

沖縄県那覇市識名１‐２０‐８

098-835-3400

76000660 （有） アンタック

新垣 正清

沖縄県南風原町字与那覇１２０番地の３

098-888-3100

76000661 （株） アーバン球州

赤嶺 正勝

沖縄県那覇市金城３‐８‐９ 一粒不動産ビル２０２号

098-857-2352

76000662 新成開発 （株）

新城 吉明

沖縄県那覇市具志１丁目１５番１２号

098-859-4416

76000663 （有）セーフティ探査

翁長 隆

沖縄県那覇市泊２ー９ー２

098-862-5282

76000665 （株）チームアルファ

与那覇 政人

沖縄県宜野湾市真志喜２ー１６ー６ー１０２

098-890-6000

76000666 廣建築設計

砂川 嘉広

沖縄県那覇市前島３‐１９‐８ 前里ビル２Ｆ

098-861-5562

76000667 （株）建築設計同人匠才庵

仲村渠 常広

沖縄県沖縄市山内３ー２３ー１５

098-933-3317

76000668 Ｓｙｏ建築設計

仲里 正樹

沖縄県那覇市寄宮３‐３‐３５

098-834-0109

76000669 （有）プラニクス都市建築研究所

大城 栄信

沖縄県糸満市西崎町３ー４４６

098-995-1600

76000670 こうか建築設計室

比嘉 浩

沖縄県那覇市久茂地３‐１１‐２０

098-868-8175

76000671 時空建

外間 朝欣

沖縄県那覇市識名１丁目３番３１号

098-833-4843

76000672 狩俣建築設計事務所

狩俣 昭秀

沖縄県宜野湾市嘉数３‐１‐７

098-897-1615

76000681 （有）アーバンエンジニアリング

山本 英之

沖縄県那覇市泊２ー１９ー５

098-868-2670

76000682 （株）エヌ・ティ・ティ・ドゥ

仲本 栄章

沖縄県浦添市城間４‐３５‐１

098-891-1170

76000683 （株） イースト

岸 博美

沖縄県那覇市泊１丁目６番地５

098-861-5258

76000684 トロピカルプランニング （株）

佐々木 和子

沖縄県那覇市前島２‐１８‐１

098-862-1524

76000685 （有）新居開発

大濱 設力

沖縄県那覇市楚辺２ー３ー１

098-853-9200

76000686 （有）沖縄クリーン工業

前田 勝也

沖縄県那覇市首里石嶺町４ー１９９ー３

098-835-5511

76000687 （株）エース建設コンサルタント

外間 徹

沖縄県宜野湾市上原１丁目８番２号

098-893-0613

76000688 （有）ムトウ測量設計

武藤 政功

沖縄県北谷町字港１１ー１８

098-926-2757

76000689 アゲナ建築設計事務所

安慶名 達宏

沖縄県北中城村字渡口４９６

098-935-3575

76000690 リアル設計

末吉 正和

沖縄県宜野湾市大謝名２ー２３ー２７

098-890-2501

76000691 （株）ランドアート

小波津 進

沖縄県那覇市首里末吉町４ー５ー１９

098-885-3984

76000692 （有）タップ

國吉 忠篤

沖縄県宜野湾市大山１ー１４ー２６

098-897-2662

76000693 池根設計

池根 孝

沖縄県うるま市与那城１２２ー１

098-978-2774

76000694 （協） 沖縄県まちづくり研究会

大浜 信春

沖縄県那覇市久米１丁目１５番３号

098-868-7358

76000695 （有）間設計

外間 政弘

沖縄県宜野湾市我如古２ー３６ー１４

098-897-5091

76000696 てぃーだあとりえ

喜友名 朝隆

沖縄県うるま市字江洲５４１ー３

098-975-2222

76000697 （有）快理設計

天願 清政

沖縄県沖縄市東２ー１－１０

098-934-9179

76000698 源設計

天願 敏弘

沖縄県うるま市字兼箇段１０８６番地（メゾン・ロイヤル）

098-974-7385

76000699 （株） 呉屋組

呉屋 泰明

沖縄県糸満市西崎町５丁目１０番地の１２

098-992-2722

76000700 上原不動産鑑定事務所

上原 勝雄

沖縄県那覇市宇栄原３‐３４‐１０

098-858-9250

76000701 （株）アドプロ

德永 修一

沖縄県那覇市久茂地２ー１０ー１６

098-867-5903

76000702 アトリエ国

国吉 真福

沖縄県浦添市大平２‐４‐１５

098-879-9646

76000703 宮城一級建築士事務所

宮城 良雄

沖縄県南城市知念字海野２１

098-947-1118

76000704 伊佐設計工房

伊佐 盛男

沖縄県うるま市字赤道１７３ー２

098-973-9808

76000705 （株） 琉球総合鑑定

嘉陽 宗清

沖縄県那覇市久茂地３丁目２１番１号

098-867-1917

76000706 富士工務店一級建築士事務所

神谷 誠徳

沖縄県那覇市字上間５７０‐１０

098-853-2616

入札参加資格者名簿
【コンサル】

沖縄県

受付番号

商号名称

代表者氏名

本島

所在地

電話番号

76000707 山津設計研究所

金城 治男

沖縄県南風原町字津嘉山１６２４‐４

098-889-5000

76000708 ＭＡＧ設計

與那覇 達則

沖縄県那覇市字真地２９３

854-3305

76000709 光設計

金城 清健

沖縄県豊見城市字高安８６８‐１ 丸正マンション１０２号

098-856-8955

76000710 （有） 作真建築設計事務所

比嘉 憲信

沖縄県那覇市字古島１６１ 佐辺ビル４‐Ｃ

887-7580

76000711 下地建築設計事務所

下地 明實

沖縄県宜野湾市大謝名１‐１６‐３

098-897-8526

76000712 アキラ設備設計

瑞慶覧 長明

沖縄県那覇市壺川２ー１３ー１

098-853-3620

76000713 粟国文雄建築工房

粟国 文雄

沖縄県浦添市伊祖２‐６‐１

876-8626

76000714 ファイブディメンジョン

大嶺 亮

沖縄県浦添市前田１ー９ー１７大牧開発ビル２階

098-874-3220

76000715 （株） 丸吉エンジニアリング

末吉 繁

沖縄県宜野湾市我如古１丁目１４番５号

098-898-4049

76000716 空間設計・エントピア

照屋 守邦

沖縄県宜野湾市真志喜２‐３‐３

098-897-2040

76000717 興南施設管理（株）

我喜屋 功

沖縄県浦添市安波茶１‐６‐５

098-877-7269

76000718 （株）沖縄エネテック

島袋 薫

沖縄県浦添市牧港５ー２ー１

098-879-9031

76000719 （株） アートマン・アーキテクツ

泉川 勝也

沖縄県那覇市牧志３‐１３‐２０ ダイショウビル４Ｆ

098-865-5960

76000720 （株）海邦技研

工藤 時雄

沖縄県那覇市古島１ー１５ー５

098-835-5500

76000721 あざま企画

安座間 喜彦

沖縄県西原町中頭郡西原町字守川１１６番地の１

098-946-5589

76000722 （有） ジーエーツー設計

新垣 健一

沖縄県那覇市宇栄原２‐２４‐６

098-857-2826

76000723 金城設計事務所

金城 聡

沖縄県糸満市字糸満２０３８

098-994-0323

76000724 （有） 武田建築コンサルタント

真栄田 武

沖縄県沖縄市園田１丁目２番６号

932-3055

76000725 めーみや設計

神里 清正

沖縄県南風原町字山川２８６‐９

098-889-5929

76000726 （有）進建

寄川 みつじ

沖縄県沖縄市泡瀬４ー３３ー１１

098-938-3348

76000727 池原建築工芸所

池原 孝

沖縄県那覇市宇栄原２‐２５‐６ 丸幸アパート２０１

098-857-5854

76000728 （同）沖縄共同計画

比嘉 豊次

沖縄県那覇市泉崎２‐３‐３

098-836-9986

76000729 テツセイ建築計画

山城 哲也

沖縄県大宜味村字田嘉里４

0980-44-3888

76000730 （有） 知念産業

知念 正勝

沖縄県那覇市字上間１２４番地の２

098-855-9466

76000731 沖縄経営経理事務所

池原 武一

沖縄県那覇市首里大名町２丁目２３番地の８

098-884-4501

76000732 沖縄県生コンクリート工業組合

津波古 勝三

沖縄県那覇市港町１ー１４ー１

098-868-2662

76000733 シマシ環境造形 （有）

普天間 朝義

沖縄県宜野湾市字志真志３６８番地の６ 住マイルハイツ１０１号

098-893-5270

76000734 建築工房亥

伊佐 強

沖縄県宜野湾市上原２ー１４ー１

098-896-0390

76000735 （有）ティ・エムエンジニア

松堂 貴司

沖縄県宜野湾市字宇地泊６１６

098-870-9102

76000736 （有） 構造計画

大浜 文雄

沖縄県那覇市壺川３２４‐２ ＯＨビル４Ｆ

098-855-5027

76000737 （有）大琉測量設計

比嘉 定善

沖縄県沖縄市１丁目１６番２０号

098-939-4717

76000738 （有）エースプラン

金城 邦明

沖縄県那覇市楚辺１ー１５ー１４

098-835-9043

76000739 エアーテック設計

砂川 秀雄

沖縄県豊見城市字高安４６０

098-850-6047

76000740 （有）赤土機構

照屋 正己

沖縄県那覇市西１丁目２０番１９号

098-941-2220

76000741 （有） 環境美術研究所

福里 権

沖縄県那覇市首里崎山町４‐１７６

098-886-5705

76000742 （株） 沖縄ビルディングコンサルタント

永山 盛也

沖縄県宜野湾市字長田１３７番地１

098-892-4926

76000743 （有）ユタカ技建

安富祖 豊弘

沖縄県沖縄市胡屋６‐１‐１

098-932-2898

76000744 （株）南西環境研究所

田中 順一

沖縄県西原町字東崎４ー４

098-835-8411

76000745 （有）ユー設計

上江洲 安伸

沖縄県那覇市泉崎１‐３‐７ 泉崎レジデンス３０２

098-866-1537

76000746 （有）Ｓ＆Ｔプランニング

立津 秀樹

沖縄県西原町字棚原２９９‐３ １階

098-944-1030

76000747 玉寄設計室

玉寄 兼次

沖縄県与那原町字板良敷１３９２番地の２

098-944-2786

76000748 ＡＫＩ企画設計室

當山 章

沖縄県沖縄市泡瀬６ー４ー５

098-937-8394

76000749 （株）環境設計国建

宮城 正和

沖縄県那覇市久茂地１ー２ー２０

098-862-0707

76000750 ＦＦ設計

宮城 清一

沖縄県大宜味村字塩屋９０３番地

0980-44-2996

76000751 マツダ設計

松田 光市

沖縄県読谷村字大湾４６８‐５番地

098-956-5743

76000752 （株）大月設備設計

大城 英一

沖縄県那覇市字上間５５９‐１ サンフェアリー毎日マンション２０１号 098-836-5344

76000753 仲程不動産鑑定（株）

仲程 通良

沖縄県那覇市久米２‐５‐７

098-866-7860

76000754 （有）海邦プラン

喜納 兼稚

沖縄県糸満市字糸満１９４３‐３２

098-994-9974

76000755 環境計画研究所

嘉屋 法人

沖縄県那覇市古波蔵３４０‐６０

098-832-5672

76000756 （合）アトリエＡＸＩＳ

仲地 昭

沖縄県那覇市久米１ー１ー８

098-861-3553

76000757 安照建築設計事務所

安里 照夫

沖縄県北中城村字安谷屋１３５０‐１

098-935-4012

76000758 トライ企画設計

知念 博文

沖縄県糸満市西崎町３‐１０

098-994-5618

76000759 （有）琉球テクノス

今田 己喜男

沖縄県那覇市泊３‐１３‐２

098-866-1779

76000760 エーワイ設計工房

与那覇 明則

沖縄県那覇市真嘉比１０２‐７ 池間アパート３０５

098-885-1486

76000761 （有）海邦コンサルタント

長嶺 義史

沖縄県宜野湾市喜友名１‐１１‐１３‐２０７

098-892-8970

76000762 Ｔ．Ｍ建築設計室

仲村 健

沖縄県那覇市樋川１‐５‐３６ なかやすマンション（２‐Ｂ）

098-831-6339

76000763 （一財）沖縄県公衆衛生協会

小渡 有明

沖縄県南城市大里字大里２０１３

098-945-2686

76000764 （有）アイワ設計

内ヶ崎 陽一

沖縄県北谷町字上勢頭５５０番地の１０

098-936-4566

76000765 伊集建築設計事務所

伊集 朝則

沖縄県宜野湾市野嵩１‐３３‐１２

098-892-7217

76000766 國建設

國吉 真勝

沖縄県読谷村字高志保１８６‐２ ２階

098-958-5325

76000767 光通信工業 （株）

島袋 利和

沖縄県浦添市牧港５丁目４番１０号

098-878-5111

76000768 金城設計事務所

金城 清和

沖縄県那覇市字賀数４７３ー１ 南城マンション２０１号

098-992-4807

76000769 （有）大貴設計事務所

大城 全貴

沖縄県那覇市松山１‐３５‐２先嶋建設ビル３０１

098-869-0170

76000770 日亜設計ｓｔｕｄｉｏ

奥浜 眞佐三

沖縄県沖縄市安慶田３ー１１ー３３ 中頭商事ビル２０３

098-934-4331

76000771 具志川市管工事業（同）

新垣 壮大

沖縄県うるま市字具志川２１０４番地の１

098-973-6866

76000772 （有）本石エンジニアリング

石川 康伸

沖縄県浦添市前田４ー５ー９

098-874-8370

76000773 結建築工房

玉那覇 貢

沖縄県宜野湾市喜友名１‐６‐１８

098-893-2203

76000774 （有）琉邦技研

志良堂 清昭

沖縄県うるま市字上江洲４４ー１

098-974-7288

76000775 ナカヨシ設計事務所

仲松 義秀

沖縄県中城村字北浜２８３番地

098-895-2426
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76000776 （有）アトリエ・門口

門口 安則

沖縄県うるま市字江洲５９８ー１７

098-974-3554

76000777 アトリエ・ＫＡＡＲＡ

照屋 さとし

沖縄県宜野湾市普天間１‐２４‐２３

098-893-1753

76000778 （株） 結設計

具志堅 弘子

沖縄県那覇市港町２‐２‐９ （カサデラブリー２０５号）

098-869-6832

76000779 （株）データ・プロ

藤田 勉

沖縄県那覇市前島３‐１‐２０

098-867-8811

76000780 （有） グローアップ

志垣 光昭

沖縄県宜野湾市真志喜３‐１７‐１２

098-897-8005

76000781 パシフィックエンジニアリング（株）

奥浜 通

沖縄県那覇市繁多川３‐３‐６

098-831-8540

76000782 徳和設計室

稲福 徳和

沖縄県浦添市仲間１ー２７ー３

098-879-5550

76000783 デザインキューブ建築設計室

下地 義雄

沖縄県浦添市内間２‐１‐２ 国仲ビル４Ｆ‐Ａ

098-875-8104

76000784 （有）エムエー設計事務所

真栄田 義晃

沖縄県那覇市字真地５５ー３

098-836-5361

76000785 建築アトリエＢＯＸ

平良 成利

沖縄県宜野湾市宇地泊４７６ （パークサイドマンション１０６）

098-870-2368

76000786 ＪＡＭ建築研究室

富村 一仁

沖縄県那覇市字松川４３８‐１ シュリハイム３１７号

098-885-3752

76000787 （有）大邦

島袋 弘

沖縄県うるま市みどり町１‐６‐７

098-973-6070

76000788 （有）沖縄不動産研究所

仲宗根 正

沖縄県那覇市牧志３丁目２０番６号グランドハイム牧志１階

098-866-8833

76000789 ゆう設計工房

伊佐 善裕

沖縄県浦添市港川２ー１３ー８

098-875-1557

76000790 一級建築士事務所みやぎ設計

宮城 純

沖縄県那覇市長田２‐２０‐１ 玉城アパート３０１

098-835-0308

76000791 （有）琉測コンサルタント

横田 永人

沖縄県宜野湾市野嵩２ー７ー１ー２０１号

098-892-2477

76000792 （有）吉田建築設計

吉田 博志

沖縄県那覇市字天久７９４番地４

098-868-6371

76000793 知花建築設計事務所

知花 修

沖縄県読谷村字波平３６２番地

098-958-1033

76000794 宮良不動産鑑定事務所

宮良 高秀

沖縄県那覇市久茂地１丁目２番３号

098-869-2637

76000795 和設備設計

島 信和

沖縄県浦添市港川２８１ー３０

098-878-4367

76000796 （有）クライムテック

中島 良秀

沖縄県読谷村字瀬名波９３６‐１

098-958-0094

76000797 ＲＩＲＡ企画

仲田 源清

沖縄県本部町字瀬底４８４４

0980-47-4633

76000798 （有） 饒波建設工業

饒波 正憲

沖縄県本部町字東４８６番地の２

0980-47-2845

76000799 沖縄新エネ開発（株）

與儀 勉

沖縄県浦添市牧港４ー１１ー３

098-875-1771

76000800 （株） ランドスキーム

辻脇 久雄

沖縄県宜野湾市真志喜２‐１３‐１３ コーポ徳本１０２号

098-898-9222

76000801 宜野湾建設コンサルタント協同組合

伊波

沖縄県宜野湾市野嵩一丁目２番１３号

098-896-2615

76000802 大城としのり建築設計事務所

大城 敏則

沖縄県本部町字浜元３３５ー１

0980-48-2300

76000803 アトリエ西本

西本 義夫

沖縄県沖縄市字与儀９８６‐６

098-933-7650

76000804 ICS（株）

知念 良正

沖縄県北谷町美浜１ー６ー１

098-936-9467

76000805 （株）東光コンサルタント

東江 重男

沖縄県那覇市天久２ー１２ー１５

098-867-7072

76000806 パシコン沖縄（株）

安次嶺 清

沖縄県那覇市前島２ー２１‐１３ ふそうビル１０Ｆ

098-867-6488

76000807 （有）沖縄技術

松田 強

沖縄県那覇市前島１‐１６‐１０

098-869-5211

76000808 （有）協栄エンジニア

辺土名 駿

沖縄県南風原町字照屋９‐３

098-888-2268

76000809 （有）暁設計

當銘 由賢

沖縄県糸満市西崎１‐９‐６ サンハイツ嗣１‐１

098-995-2700

76000810 盛建築設計

平安名 盛正

沖縄県那覇市首里赤平町２ー１３ー２ 赤平市街地分譲住宅２０１

098-887-6133

76000811 淳工房

川上 淳治

沖縄県沖縄市松本９１５番地

098-934-6515

76000812 （有）コスモコンサルタント

與那原 守夫

沖縄県豊見城市字真玉橋２７４ー３

76000813 プリメールデザイン

平田 松枝

沖縄県宜野湾市普天間２丁目４５番８号

098-892-1767

76000814 （資）環境設計無限

勝連 朝春

沖縄県沖縄市諸見里３ー１７ー５

098-933-5800

76000815 （有）グリーン企画

多和田 正吉

沖縄県宜野湾市新城２‐３９‐２８‐３０１

098-892-9113

76000816 （株）沖縄エンジニアリング

斎藤 壽仁

沖縄県浦添市牧港２‐５４‐２

098-875-3281

76000817 （株）エヌ・ティ・ティ・ドゥ

我喜屋 稔

沖縄県浦添市城間４丁目３５番１号

098-871-2703

76000818 （有）環境空間

仲松 隆司

沖縄県名護市宮里７ー２ー３

0980-54-5033

76000819 （有）プロフ

大城 靖

沖縄県那覇市曙２‐２５‐３８大景ビル６階

098-860-4408

76000820 （有）門一級建築士事務所

金城 豊

沖縄県南風原町字津嘉山７５０ー１

098-888-2401

76000821 （株）あい総合研究所

竹内 優志

沖縄県沖縄市山内３ー１２ー２ ヒルサイドテラス２０１号室

098-932-2817

76000822 （有）ニライ・カナイ研究所

照屋 学

沖縄県浦添市前田１‐９‐１７

098-870-7880

76000823 （有）三ツ矢磁気測量

金城 朝福

沖縄県那覇市小禄１ー７ー２６ 大城アパート１０２

098-859-7123

76000824 （有）ディバイス計画

阿嘉 唯範

沖縄県宜野湾市野嵩３‐１６‐２５

098-896-2037

76000825 建築技術研究室・間

城間 勇吉

沖縄県那覇市首里久場川町１‐３３‐１

098-884-0874

76000826 建築設計 ＡＰ

盛小根 正

沖縄県宜野湾市普天間１‐１０‐１４

098-894-1867

76000827 （株）ジョイント

比嘉 忠男

沖縄県宜野湾市真志喜３‐１７‐１２

098-897-8001

76000828 粟国文雄建築工房

粟国 文雄

沖縄県浦添市伊祖２丁目６番１号

098-876-8626

76000829 ヤスキ産業（有）

安座間 好

沖縄県西原町字幸地４２１

098-882-8455

76000830 （株）司測量開発

仲村 弘

沖縄県那覇市楚辺１ー５ー１７

098-834-9090

76000831 城設計

大城 盛豊

沖縄県那覇市首里鳥堀町４‐７１‐２

098-885-5991

76000832 （株）エコパル舎

上門 太

沖縄県うるま市勝連南風原４０２４ー４

098-978-7570

76000833 （有）コンサルタント・ヤマカワ

山川 靜人

沖縄県那覇市首里大名町２‐２３‐８

098-887-7400

76000834 （株）謝花組

謝花 一

沖縄県浦添市城間３ー１４ー３

098-877-9216

76000835 （有）ミナミ測量設計

金城 善栄

沖縄県糸満市字糸満１５０７‐９

098-995-1686

76000836 （有）玉城測量

玉城 賢栄

沖縄県糸満市西川町３３‐１０

098-994-0738

76000837 （有）地域開発

山本 弘

沖縄県沖縄市古謝２８２ー５

098-937-7127

76000838 （株）琉球テクノ

勝連 徹

沖縄県那覇市字国場１７４番地１

098-855-0039

76000839 （有）あかつき衛生

新垣 正和

沖縄県那覇市字仲井真２０５ー３

098-853-5004

76000840 西設計

西里幸二

沖縄県豊見城市豊見城字４３７‐１（１１ビル２Ｆ）

098-852-2888

76000841 （有）アカイ建築設計事務所

山城 康夫

沖縄県大宜味村字喜如嘉１８７０

0980-44-3638

76000842 沖縄県建造物耐震耐久性調査（同）

今野 両一

沖縄県那覇市前島３‐２‐４

098-866-8845

76000843 昌設計室

糸数 昌

沖縄県那覇市小禄１ー２０ー１１ ３Ｆ

098-859-5853

76000844 （株）オゼック

中村 哲二

沖縄県那覇市安謝２ー２８ー１６

098-860-0288

司

赤嶺ビル２０１号

098-840-6961

入札参加資格者名簿
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沖縄県
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76000845 礎企画

金城 治雄

沖縄県浦添市宮城４ー５ー５

76000846 拓建築構造設計

石垣 健造

沖縄県那覇市前島３ー２ー４

Ｓマンション５階

098-878-6564
098-867-4456

76000847 （有）義空間設計工房

伊良波 朝義

沖縄県那覇市字真地１６９ー１

098-888-5303

76000848 國建設

國吉 真勝

沖縄県読谷村中頭郡読谷村字高志保１８６‐２‐２

098-958-5325

76000849 廣建築設計

砂川 嘉広

沖縄県浦添市大平１‐２‐７

098-876-7709

76000850 フテンマ設計

普天間 義明

沖縄県与那原町字板良敷１３２２ コーポ新垣１０１

098-945-4999

76000851 扇設計

玉城 清

沖縄県南城市大里字大城１７９７ー１

098-835-8073

76000852 上原地所鑑定

上原 弘吉

沖縄県那覇市久茂地２‐２０‐１２

098-866-6630

76000853 ＡＲＡ・モード設計

新垣 明

沖縄県宜野湾市長田１‐２７‐２

098-892-0946

76000854 （有）平良不動産鑑定事務所

平良 修

沖縄県那覇市泊１ー２ー５

098-861-0255

76000855 アシスト

与儀 淳

沖縄県中城村字北上原７５７‐１

098-895-5900

76000856 沖電グローバルシステムズ（株）

照屋 武伸

沖縄県那覇市古島１ー１５ー１０

098-885-9709

76000857 （有）琉球風景

山城 岩夫

沖縄県那覇市首里赤田町１‐６‐２０１号

098-887-6401

76000858 銘苅アトリエ

銘苅 靖

098-874-2670

76000859 （資）イル設計事務所

古波蔵 義光

沖縄県那覇市前島２‐２２‐１８
沖縄県嘉手納町中頭郡嘉手納町字嘉手納２５８番地２‐４０９
豊和
代３ビ

76000860 原設計

棚原 宏

沖縄県浦添市西原３‐１０‐１４

098-878-4664

76000861 アトリエネロ

根路銘 安史

沖縄県南風原町兼城６４４ー１０

098-889-0103

76000862 （有）田村総合鑑定事務所

田村 就史

沖縄県那覇市樋川１‐１３‐３６ ３Ｆ

098-833-8001

76000863 （有）沖縄地下技術

比嘉 長彦

沖縄県那覇市字国場１１８６‐５

098-831-9358

76000864 甲斐設計工房

新垣 盛誓

沖縄県沖縄市沖縄市胡屋２‐９‐２３

930-1590

76000865 ＫＡＩ建築設計室

宮城 一良

沖縄県浦添市字西原９３０‐５

098-875-5257

76000866 （有）大城コンサルタント

大城 宜起

沖縄県糸満市西崎２‐１４‐３

098-995-0316

76000867 セイコウ測量興業

玉城 博光

沖縄県糸満市字兼城５９３

098-992-2004

76000868 （有）チーム・ドリーム

福村 俊治

沖縄県那覇市曙２ー１４ー１２ 名建ビル４階

098-866-5038

76000869 （有）三海技研

与那覇寿

沖縄県豊見城村豊見城村字豊見城７８

098-852-2878

76000870 アアキ前田（株）

前田 慎

沖縄県浦添市前田１ー３３ー１４

098-963-8865

76000871 （株）コモネット

野原 晴剛

沖縄県名護市字真喜屋６４８ー２

0980-51-3272

76000872 （有）綜合設計コンサルタント

宮城 透

沖縄県名護市大東２ー９ー１０

0980-54-1130

76000873 （有）松田測量設計

松田 強

沖縄県うるま市石川白浜２ー３ー５

098-964-4878

76000874 （株）琉球総合鑑定

仲程 正和

沖縄県那覇市東町１５ー９ イーストロイヤル２０５

098-867-1917

76000875 （有）グロリア

大城 良俊

沖縄県糸満市字賀数４９６ー１

098-995-3711

76000876 （有）みどり調査設計

玉那覇 有次

沖縄県うるま市みどり町２ー１２ー１９

098-974-7997

76000877 （有）マエダ企画

前田 秀男

沖縄県本部町字渡久地７９９‐１

0980-51-6060

76000878 拓邦測量設計（名）

比嘉 充

沖縄県名護市字宮里４４６ー３

0980-54-1500

76000879 （株）沖縄コンクリート診断センター

安部 俊彦

沖縄県那覇市長田１‐４‐２

098-840-0615

76000880 （有）桂建設コンサルタント

久高 進

沖縄県嘉手納町中頭郡嘉手納町字屋良６７８‐１

098-982-8238

76000881 （有）産創研

玉城 昇

沖縄県浦添市仲間１‐２‐６

098-870-6000

76000882 （有）拓

砂川 徳

沖縄県那覇市樋川１‐２６‐２４

098-853-3993

76000883 （有）構研テクノス

嘉手苅 勝章

沖縄県那覇市宇栄原一丁目２１番１０号

098-857-8048

76000884 （有）興神技研

神村 康二

沖縄県うるま市みどり町４ー１４ー５

098-982-6207

76000885 橋本パース設計事務所

橋本 弘徳

沖縄県豊見城市字真玉橋４３３‐５

098-856-2539

76000886 （株）沖縄環境経済研究所

上原 辰夫

沖縄県うるま市字州崎１２ー５７

098-934-4231

76000887 （同）沖縄産業計画

小橋川 哲

沖縄県那覇市上之屋３１４ー２ サンメディアビル

098-861-7007

76000888 オリオン

渡久地 政幸

沖縄県那覇市首里石嶺町４‐４４４‐９

098-884-9579

76000889 Ｃａｎ設計

喜屋武 潤

沖縄県沖縄市海邦２ー１５ー１１

098-937-5522

76000890 （有）富士コンサルタント

小幡 光俊

沖縄県北谷町字桑江４９１‐１０

098-921-7070

76000891 （株）名桜土質測量設計

玉城 幸博

沖縄県名護市字宮里８７３ー８

0980-54-2810

76000892 （有）システムアイ

イマイ ヒトシ

沖縄県宜野湾市真志喜２丁目１７番３号

098-897-6284

76000893 アトリエ櫂

具志堅 興清

沖縄県名護市字為又２５５ー１

0980-54-4756

76000894 （有）太陽コンサルタント

前西原 透

沖縄県浦添市宮城１‐２１‐１ メゾンひかり１０１号

098-879-7881

76000895 新環境（株）

知念 信正

沖縄県うるま市みどり町１ー１ー６

098-982-6788

76000900 （有）峯花測量事務所

佐々木 昌彦

沖縄県読谷村字楚辺１９７３‐１

098-957-0426

76000901 （有）国測量設計

国吉 司

沖縄県名護市宮里７ー５ー３５

0980-53-2451

76000902 あすなろ設計舎

金城 重光

沖縄県那覇市宇栄原４ー１２ー１１

090-858-8830

76000903 原建築デザイン事務所

西原 富雄

沖縄県西原町字棚原８１０‐３

76000904 アーキプロジェクト

兼次光明

沖縄県北谷町中頭郡北谷町美浜３‐１‐９

76000905 （有）プラネット

立津 秀樹

沖縄県西原町字棚原２９９ー３ ２階

098-979-6698

76000906 アトリエ 空創

山入端 一志

沖縄県那覇市宇栄原２‐１８‐２５あすか荘Ａ‐１０３

098-857-1150

76000907 島計画設計

島袋 芳明

沖縄県糸満市字糸満１１‐３

098-992-1611

76000908 （有）測ネット

仲間 栄幸

沖縄県那覇市字国場１１６８ー２２ 和高建設工業ビル３階

098-836-2151

76000909 （株）レキオコンサルタント

渡久山 盛幸

沖縄県那覇市曙１ー１３ー１７

098-860-6223

76000910 ＮＨＯ

仲宗根 均

沖縄県名護市大北４ー２７ー２８

0980-52-4035

76000911 久友設計（株）

久田 友一

沖縄県うるま市赤道３５９ー１

098-974-4327

76000912 翔建築設計事務所

松尾 武彦

沖縄県うるま市勝連平敷屋３６５０ー１

098-978-7769

76000913 （株）全琉不動産鑑定

前門 毅

沖縄県那覇市久茂地３‐２１‐１ 國場ビル９階

098-951-0803

76000914 （有）地域建設技研

北川 隆

沖縄県名護市大南１‐１１‐１２

0980-51-0990

76000915 エイト

上原麻寿男

沖縄県南風原町宮城２０７

098-889-5340

76000916 （有）アクアテックコンサルタンツ

赤嶺 博保

沖縄県那覇市前島３‐２‐４

098-868-1424

76000917 アトリエＡＳＴ

崎原重男

沖縄県沖縄市南桃原４‐４１‐２６

098-930-3510

098-956-4186

098-945-4955
エポカルビル２‐Ａ

098-936-7892
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76000918 沖縄ケーブルネットワーク（株）

國場 幸一

沖縄県那覇市久茂地１‐２‐２０

098-863-1115

76000919 久志工房

久志勝則

沖縄県那覇市泊１‐１７‐８山里アパート１０１号

098-869-3315

76000920 建築設計事務所アトリエ大地

大庭勝浩

沖縄県うるま市宮里１５５番地比屋根アパート１０６号

098-974-781

76000921 （株）ｍｙｕ設計

與那嶺 徳

沖縄県南風原町宮城２０９ー２

098-888-1216

76000922 （有）アトラス建築設計事務所

平良 修

沖縄県那覇市長田２‐２４‐６５

098-855-0964

76000923 アトリエ・エムズ

川平 幸市

沖縄県那覇市字仲井真１９９‐２ メゾン新垣Ｂ棟１０５号

098-831-6179

76000924 （有）八州エンジニア

西里 直樹

沖縄県那覇市古波蔵３‐１７‐８

098-831-7703

76000925 街設計

南風原 英世

沖縄県那覇市古島２丁目２６‐１５ 津嘉山ビル３０３号

098-882-4011

76000926 （有）當真組

當真 嗣徳

沖縄県宜野座村国頭郡宜野座村字松田２２７０‐２

098-868-8450

76000927 （株）ＮＯＣＯ

末吉 則子

沖縄県那覇市三原３ー７ー１９

098-855-4433

76000930 （有）オオシロインターナショナル

大城 將二

沖縄県金武町字金武６２９３

098-968-2424

76000932 アトリエ海風

比嘉 弘二

沖縄県沖縄市泡瀬２ー５２ー２５ アネックスＨＡＮＡＥ４０２

098-995-9185

76000933 （一社）沖縄しまたて協会

貞包 秀浩

沖縄県浦添市勢理客４ー１８ー１

098-879-2097

76000934 （株）技豊舎

田場 薫

沖縄県豊見城市字真玉橋１３１ー８

098-856-8368

76000936 城島測量設計

名渡山 寛

沖縄県伊江村字東江前５６７

0980-49-5937

76000937 大空企画（有）

糸数 聡

沖縄県うるま市字昆布９４２ー１

098-972-6466

76000938 （有）新技術開発

諸見里 清

沖縄県うるま市江洲２０７當銘開発ビル１０５

098-974-6881

76000939 （株）自立型オキナワ経済発展機構

呉屋 守將

沖縄県名護市字宮里４５３‐７ 大宮総合開発ビル５階

0980-51-0686

76000940 タマキコーポレーション

玉木 吉雄

沖縄県沖縄市泡瀬４‐２８‐７

098-939-9292

76000941 沖縄県北部設計監理（同）

石川 幸延

沖縄県名護市城１‐５‐１３

0980-54-4955

76000942 金城技術士事務所

金城 浩

沖縄県宜野湾市野嵩３‐２７‐１

098-893-1402

76000943 （株）フェイス

上間 信幸

沖縄県那覇市前島１‐１２‐１

098-941-2955

76000944 ４４１０建築設計室

石嶺 好人

沖縄県那覇市長田２‐３２‐２６サンヒルズ長田２０８

098-835-4240

76000945 （有）アルファ不動産鑑定

武富 明夫

沖縄県那覇市牧志２ー１２ー９

098-860-0056

76000946 （有）青雲測量設計

本村 栄

沖縄県うるま市喜仲１ー３ー２２

098-974-8151

76000947 （有）礎コンサルタント

久保田 忠浩

沖縄県うるま市字宮里４７

098-982-6345

76000948 （有）環境リサーチ

伊波 朝敦

沖縄県うるま市字州崎１２ー５７

098-921-4235

76000949 （有）大望エンジニアリング

久高 秀樹

沖縄県名護市字呉我５９５ー７

0980-58-2272

76000950 海邦環境プランニング（株）

内野 淳

沖縄県那覇市泊１ー６ー６ ２０１

098-916-7155

76000951 Ｋｅｎ設備設計

真境名 健英

沖縄県浦添市前田１ー８ー２ 宮義荘３０２

098-942-4685

76000952 （一財）沖縄電気保安協会

津波 正治

沖縄県那覇市西３ー８ー２１

098-866-4946

76000953 （有）大地測量設計

大城 勝広

沖縄県那覇市字上間２３６

098-854-3818

76000954 クンペル設計

儀保 栄一

沖縄県那覇市仲井真２３３ー１ー１０９号

098-853-9180

76000958 （有）カイトコーポレーション

富山 嘉晴

沖縄県那覇市首里寒川１‐２４コーポくにがみ１０２

098-854-5991

76000959 （有）ソッケン

渡具知 康和

沖縄県沖縄市美里５ー２１ー１７

098-934-1185

76000960 （有）光設計

具志堅 弘

沖縄県那覇市字仲井真２０５‐３ 新垣ハイツＡ棟１０３

098-855-9177

76000961 （有）プロジェクトサポート

松田 正樹

沖縄県北谷町字砂辺３０５ー１１

098-926-2126

76000962 （有）エジマ技研

江洲 良作

沖縄県浦添市字経塚６１２

098-870-7513

76000963 Ｋ・Ｎ設計

金城 功

沖縄県那覇市若狭２ー１０ー２

098-867-6531

76000965 （有）読探技研

芳賀 勝

沖縄県読谷村字伊良皆２９１ー３

098-956-9595

76000966 （有）ジオ沖縄

比屋根 康一

沖縄県沖縄市字古謝２９６ー１

098-934-3725

76000967 タクト設計

羽地 敏博

沖縄県那覇市銘苅３ー１９ー１

098-860-1227

76000968 （株）ＩＭＩ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ

大城 直志

沖縄県那覇市おもろまち２ー２ー１９

098-867-1149

76000969 （株）ジオテクノ国建

宜寿次 均

沖縄県宜野湾市真志喜１ー１１ー１１

098-890-6648

76000970 長濱建築都市設計

長濱 斉

沖縄県浦添市宮城３‐２‐２ コーポ松本１０２

098-870-6633

76000971 （株）新都鑑定

照屋 有功

沖縄県浦添市伊祖４‐６‐７コーポテルヤ３０１

098-942-4437

76000972 （株）トーマ電子サービス

當間 榮信

沖縄県宜野湾市真志喜２ー５ー１２

098-897-9041

76000973 （有）ハンス

上原 隆

沖縄県那覇市田原３‐８‐１２

098-852-1744

76000974 （有）メンテック

宇良 宗範

沖縄県那覇市真地３４１‐１

098-884-3026

76000975 （有）日章技研

天久 肇

沖縄県豊見城市字翁長７２２ー１

098-856-0382

76000976 パス建築研究室

新川 清則

沖縄県宜野湾市嘉数４‐２２‐１８ 嘉数ハイツＲ１０‐Ｄ

098-890-6808

76000977 （株）うるま設備設計

久高 將英

沖縄県うるま市字江洲３５５ 芝ビル３ーＡ

098-973-4825

76000978 （有）スタプランニング

赤嶺 剛

沖縄県那覇市与儀２‐７‐３

098-855-0655

76000979 （株）碧コンサルタンツ

藤田 智康

沖縄県南城市大里字仲間５９２ー１

098-944-6740

76000980 （有）沖縄環境地域コンサルタント

庄島 興一

沖縄県浦添市伊祖１－２２－３ ２Ｆ

098-871-1135

76000981 （有）オ・エス・ケイ設計

坂本 高光

沖縄県北中城村字渡口４８１‐１番地

098-935-5972

76000983 （有）中央環境サービス公社

糸数 明仁

沖縄県那覇市曙２ー２０ー１１

098-850-2930

76000985 コンサル玉城

玉城 庸次

沖縄県糸満市字糸満１１１７番地

098-994-3220

76000986 石上構造設計事務所

石上 裕史

沖縄県宜野湾市我如古１ー４８ー１３ー１０２

098-897-7318

76000987 建築アトリエあんとひる

瀬長 修

沖縄県豊見城市字名嘉地２２９ー５

098-856-8167

76000988 永工務（有）

富永 剛文

沖縄県那覇市国場１１７０‐４

098-833-6936

76000989 有馬一級建築事務所

有馬 和也

沖縄県宜野座村松田２８２６ー１ ヴィラージュ向日葵１０５

098-983-2660

76000990 彩香建築設計

香月 泉有

沖縄県北谷町字吉原７２０‐６

098-930-7362

76000991 （一社）沖縄県消防設備協会

金城 稔

沖縄県那覇市泊３ー１ー２６

098-943-5574

76000992 ＤＡＮ建築デザイン

山内 直

沖縄県浦添市宮城４‐４‐３ 久ハウジング３０５

098-874-3438

76000999 ビーテック（株）

島袋 茂

沖縄県名護市字辺野古９１７

0980-55-3300

76001000 ケイ・ツー設計

小波津 和也

沖縄県那覇市長田２ー２２ー１ ミヤシン２２ １０３号

098-836-2862

76001001 （有）光技

小濱 章

沖縄県名護市宮里１ー２ー８

0980-51-0801

76001002 （株）総合環境研究機構

森山 憲彦

沖縄県那覇市首里平良町１ー２６ー３

098-874-2040
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76001003 （株）協進設計

前城 勲

沖縄県沖縄市与儀３ー８ー１

098-933-6372

76001004 （株）ニュート

沖縄県那覇市字真地１８３－７ １Ｆ

098-832-0150

76001005 （有）ＭＵＩ景画

平田 寛勝
センカウィッツ
ス
ティーブン アレン

沖縄県沖縄市与儀１ー３４ー３２

098-933-2414

76001006 （有）丸玉メンテナンス

玉城 守

沖縄県那覇市天久２ー２１ー１６（３０１号）

098-943-8920

76001007 楓設計工舎

平良 平一

沖縄県うるま市赤道６ー３

098-974-9300

76001008 ちいきコンサルタント

上原 幸浩

沖縄県那覇市おもろまち４‐１０‐１１ （コーポ丸喜４Ｃ）

098-863-8024

76001009 （株）ゼナエンジニア

伊是名 仁

沖縄県浦添市屋富祖３‐２９‐１

098-877-4700

76001010 アトリエＢｒｅａｔｈ．

比嘉 政秀

沖縄県那覇市国場１１８３ー６ひかりアパート１０１

098-996-3956

76001011 （有）ウォータープラン

下地 章博

沖縄県浦添市牧港２ー８ー３ タテルマンビル２０３号

098-874-0349

76001012 ミネヰ設計

嶺井 清政

沖縄県南城市玉城字奥武３５

098-948-1425

76001013 （有）曙技研

濱川 博昭

沖縄県うるま市字川崎５１２ー３（３ーＢ）

098-923-1142

76001014 （有）環境建設コンサル

佐渡山 安徳

沖縄県うるま市高江洲４４１ー４

098-973-2707

76001015 大城設計

大城 清

沖縄県豊見城市字宜保２７０ プランタンＡ２０２

098-850-1238

76001017 （有）ティガネー

照屋 吉光

沖縄県南風原町字津嘉山１６５７ー１

098-889-0707

76001018 （有）アセスメントエンジニア

上地 安弘

沖縄県那覇市首里久場川町２ー２４ー３

098-894-9179

76001019 （有）ジオプラン

島袋 直

沖縄県うるま市字西原５４ー１

098-972-7950

76001021 （株）ケイ・プランニング

松本 武寿

沖縄県那覇市字真嘉比２３７ー３

098-988-4744

76001022 ＴＯＭ企画建築設計

新垣 孝友

沖縄県糸満市字小波蔵９２

098-997-2942

76001023 シロ設備設計

宇江城 安紀

沖縄県宜野湾市真志喜６００ Ｇ‐１４

098-942-8260

76001024 沖縄県土地改良事業団体連合会

古謝 景春

沖縄県南風原町字本部４５３ー３

098-888-4511

76001025 （有）総検エンジニア

越来 勝範

沖縄県沖縄市美原２ー１５ー１

098-929-0727

76001027 Ｔ－ＢＯＸ

平良 哲郎

沖縄県浦添市伊祖１‐１１‐１７‐２Ｆ

098-874-2425

76001028 レキオス・ウォーター（株）

稲福 真悟

沖縄県那覇市銘苅２ー６ー２７

098-951-2092

76001029 日研システム（株）

赤嶺 博保

沖縄県うるま市字州崎７‐５

098-921-2711

76001030 （株）海邦総研

棚原 憲清

沖縄県那覇市久茂地３ー２９ー６２

098-869-8700

76001031 （有）沖変電設備

與那嶺 芳恵

沖縄県沖縄市安慶田５ー２ー３６

098-932-7702

76001032 （有）開成建設コンサルタント

島袋 学

沖縄県那覇市牧志１‐１９‐５３

098-863-0724

76001033 （有）スキルエンジニアリング

兼次 健雄

沖縄県那覇市古島１ー２６ー４

098-884-6883

76001034 （有）開積算プラス

野崎 良友

沖縄県那覇市首里石嶺町２‐５７‐４

098-887-3017

76001035 （株）はまもと不動産鑑定

濱元 毅

沖縄県那覇市字国場１１７０ー４

098-851-8674

76001036 美音ＳｐａｃｅＤｅｓｉｇｎ（株）

比嘉 伝英

沖縄県名護市城１ー７ー１１ 山葉商会ビル３０２号

0980-54-4500

76001037 （株）沖縄ダイケン

金城 秀雄

沖縄県那覇市おもろまち１ー１ー１２

098-876-5910

76001038 （特活）しまづくりネット

中村 司

沖縄県那覇市前島１ー１ー５

098-862-1852

76001039 （株）ＴｓｕｄｏｉＣｏｍｐａｎｙ

前泊 集

沖縄県浦添市城間２‐２０‐５

098-879-1280

76001040 （株）沖縄ＴＬＯ

金城 清

沖縄県西原町字千原１ 琉球大学地域共同研究センター内

098-895-1701

76001041 （有）濱コーポレーション

長濱 秀樹

沖縄県うるま市字川田２７１

098-979-5732

76001042 （有）イスト

大城 満昭

沖縄県南風原町字津嘉山３２９ ２０２号室

098-888-5883

76001043 （有）金城技研

金城 末枝

沖縄県糸満市新垣１０３

098-994-7102

76001044 建築設計ＧーＢＩＬＤ

西村 松太郎

沖縄県南風原町喜屋武１０７

098-963-4002

76001045 （有）ティディエスアンツ

小渡 かい

沖縄県那覇市久米１ー４ー１７

098-860-0321

76001046 ピーエスコンサルタンツ（株）

知念 秀和

沖縄県南城市字糸数１３３

098-948-2282

76001047 （社）沖縄県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

島袋 徹志

沖縄県那覇市泉崎２ー１ー４

098-854-1532

76001048 （株）クロトン

下地 鉄郎

沖縄県浦添市安波茶１ー５３ー１３

098-877-9610

76001049 （有）輝エンジニアリング

粟國 輝男

沖縄県糸満市西崎町３ー２８３

098-994-6773

76001050 （株）りゅうせき建設

森 敬

沖縄県浦添市勢理客４ー２０ー１

098-878-3388

76001051 （株）嘉陽設計

嘉陽 司

沖縄県南風原町字兼城２９５

098-888-5820

76001052 （有）建築構造研究所

金城 敦

沖縄県那覇市壺川１ー１ー１３ ＯＨビル４階

098-855-5027

76001053 （株）リック

池内 浩見

沖縄県浦添市勢理客１ー１ー６善林堂３階

098-988-0157

76001055 （有）大和エンジニア

有見 二郎

沖縄県宜野湾市真志喜２ー８ー１０

098-897-6600

76001056 （同）沖縄県システム評価センター

玉那覇 兼雄

沖縄県那覇市泊３ー１４ー５ アーマンズハウス２０１号

098-863-1539

76001057 沖縄オクダテクノ（株）

奥田 苗実

沖縄県那覇市久茂地２ー５ー９

098-861-4146

76001058 てぃーだ建築設計室

大城 通

沖縄県糸満市西崎１ー１４ー８

098-992-3191

76001059 （有）内田設計

内田 敦

沖縄県沖縄市沖縄市仲宗根町３０ー１０

098-937-0852

76001060 （有）三友

崎濱 秀範

沖縄県那覇市繁多川４ー１５ー２０

098-832-5534

76001061 ヨナハ建築設計事務所

與那覇 晃

沖縄県北谷町字北前２７９

098-936-7709

76001062 （株）地盤開発

東風平 朝司

沖縄県那覇市古島１ー１ー１５

098-835-5330

76001063 （株）沖縄マッピングシステム

有我 徹

沖縄県那覇市高良３ー６ー５ リッチモンドビル３ーＡ

098-859-7351

76001065 琉球国際航業（株）

高江洲 昌和

沖縄県那覇市小禄１８３１ー１

098-852-0881

76001066 大平総業（株）

松原 敬周

沖縄県那覇市曙２ー１７ー６

098-951-0702

76001067 （株）オネスト２１

大崎 貞男

沖縄県沖縄市比屋根２ー１２ー５

098-930-0730

76001068 山城設計

山城 徳和

沖縄県宜野湾市神山１－１３－３９

098-892-2720

76001069 （有）スタプランニング

赤嶺 剛

沖縄県那覇市与儀２ー７ー３

098-855-0655

76001070 （株）バード不動産鑑定所

山内 博人

沖縄県那覇市古波蔵２ー４ー１９ メゾン古蔵２０１

098-894-9720

76001072 建築アトリエ ＰＩＡＮＯ

平安山 英進

沖縄県那覇市首里金城町４‐２６‐１１

098-887-5658

76001073 一級建築士事務所エフエーディ

古堅 健一

沖縄県那覇市三原１ー２２ー３３ー１Ｆ

098-874-8066

76001074 （株）友知設計

友知 善路

沖縄県那覇市首里汀良町２ー３０ー２ １Ｆ

098-871-4378

76001075 ＬＳＤｄｅｓｉｇｎ（株）

平良 玄峰

沖縄県宜野湾市宜野湾３ー１ー２ １Ｆ（左）

098-894-4282

76001076 （有）力開発

伊敷 明夫

沖縄県糸満市字真栄里２５３

098-995-1397

76001077 （株）デザインネットワーク

島田 潤

沖縄県那覇市山下町１－２４サンビル３Ｆ

098-858-2008
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76001078 （株）クリア調査

金城 正幸

沖縄県那覇市楚辺２ー２０ー１２

098-853-6617

76001079 （有）Ｎ’ｓ

仲嶺 朝広

沖縄県沖縄市照屋１ー１６ー１

098-929-0192

76001080 ティンアーキテクツ

伊東 まこと

沖縄県浦添市城間１ー１７ー１１ー１Ｆ

098-988-0506

76001081 （合）アン一級建築士事務所

安富祖 理絵

沖縄県浦添市前田４ー７ー２

098-894-2798

76001082 （株）沖縄高崎コンサルタント

川野 哲郎

沖縄県浦添市安波茶１ー２７ー８大翔ビル２０２号

098-988-8511

76001083 （一社）沖縄県文化財調査協会

松田 茂安

沖縄県那覇市松島１－２３－１１

098-859-0558

76001084 （株）城建

入稲福 了

沖縄県那覇市識名３ー１４ー１

098-831-9202

76001085 野原設計

野原 猛

沖縄県八重瀬町字富盛２５３

098-998-8625

76001087 （株）トラストエンジニア

比嘉 司

沖縄県沖縄市泡瀬４丁目２６番２６号

098-880-3542

76001088 （株）上進工業

上里 進

沖縄県那覇市古島１ー２３６

098-884-2839

76001089 オーク設計

長堂 邦雄

沖縄県うるま市勝連南風原５０７７ー９ メゾン南風１０１

098-978-1778

76001090 キンジョウケンチクスタジオ

金城 雅仁

沖縄県北谷町砂辺３４２

098-963-5118

76001091 （株）祖慶電設工業

祖慶 良昌

沖縄県那覇市小禄３ー１０ー３

098-857-5724

76001092 ｓｔｕｄｉｏｊａｇ１級建築士事務所

久志 直輝

沖縄県浦添市宮城３ー７ー５ー１０１

098-874-2055

76001093 （有）世名城

宮平 永市

沖縄県嘉手納町屋良１ー３ー１３

098-956-2072

76001095 宜野座測量設計

宜野座 豊

沖縄県金武町字金武２６９ー２

098-968-4682

76001096 （有）共栄建設

花城 清隆

沖縄県金武町字金武１０４５４

098-968-3025

76001097 ｏｆｆｉｃｅＰＨＯＥＮＩＸ

吉田 靖

沖縄県名護市大西４ー１８ー２２

0980-54-5772

76001098 （株）アース・グラフィックス

澤岻 直彦

沖縄県那覇市字国場１１６８‐２２ 和高建設工業ビル２階

098-987-4469

76001100 （株）テクノサーチ

福島 亜弥

沖縄県宜野湾市上原２ー１０ー２

098-988-1824

76001101 （株）ハルス建築環境設計

大城 立

沖縄県那覇市銘苅１ー１１ー１４ショーリセＭ那覇新都心２０１号室

098-943-8757

76001102 （株）あおい不動産研究所

宇久 信正

沖縄県那覇市字天久９１８ー６ＴＹビル２０３号

098-988-9255

76001103 ニライカナイ・アセッツ・コンサルティング（株）

高平 光一

沖縄県那覇市久米１ー１ー７ サマリア久米４０２

098-988-8620

76001104 （株）okicom

小渡 かい

沖縄県宜野湾市大山１ー１７ー１

098-898-5335

76001105 （株）ビガロ

宜保 剛

沖縄県那覇市港町２ー１６ー７

098-867-1932

76001106 （株）南テクノ

嘉数 昌也

沖縄県宜野湾市真栄原１ー２０ー９

098-870-9331

76001108 （有）エフエフ建築研究室

宮城 清一

沖縄県大宜味村字謝名城２１番地

0980-44-3400

76001109 （株）国際ビル産業

上地 宏和

沖縄県浦添市勢理客３ー９ー１１

098-876-8111

76001110 （株）東洋探査

前富里 嘉克

沖縄県西原町字上原１９３ー８５

098-944-7711

76001111 （株）海邦技術

富村 盛一

沖縄県北谷町字浜川１６２番地１

098-936-9455

76001112 （合）北琉設計コンサルタント

渡慶次 賀秀

沖縄県名護市宮里１ー３ー５

0980-53-7003

76001113 （株）シェルズデザイン

吉田 雅樹

沖縄県沖縄市登川３－９－６

098-989-5396

76001114 （株）まるい鑑定所

大嶺 克成

沖縄県那覇市字識名１１９５番地１ 大城産業ビル２０３号

098-851-7800

76001115 沖縄ガスリビング（株）

岡田 邦宏

沖縄県那覇市西３ー１３ー２

098-866-3490

76001116 （株）海邦総研

山城 輝雄

沖縄県那覇市久茂地３ー２９ー６２ー３階

098-869-8700

76001117 （一財）地球共生ゆいまーる

橋本 晃和

沖縄県沖縄市登川１５８４ー１

098-938-9696

76001118 ライフ・ストレージ・マネジメント

志村 岳人

沖縄県那覇市赤嶺２ー１ー７ーＦ

098-851-3391

76001119 （名）与那嶺エンジニア

新垣 宏昌

沖縄県那覇市泉崎２ー１７ー１２

098-834-2711

76001120 エヌプラスデザイン（株）

仲吉 良暢

沖縄県那覇市前島２ー７ー１１

098-963-9701

76001121 （株）サンケイエンジニアリング

上地 清信

沖縄県浦添市大平３ー１６ー９

098-943-2985

76001122 （株）碧

山城 正弘

沖縄県南風原町兼城３９９ １Ｆ

098-851-9231

76001123 （株）アースプラン

屋嘉 良英

沖縄県名護市字為又２６５ー３ 屋嘉アパート１０３

0980-43-7655

76001125 アウル設計工房

新垣 義哲

沖縄県那覇市壺川１ー１ー１５ アルファビル１０３

098-832-6280

76001126 （有）球美測建

嘉手苅 景宏

沖縄県久米島町字仲泊４８３

098-985-3833

76001127 （株）アドプロ

徳永 修一

沖縄県那覇市久茂地２ー１０ー１６

098-867-5903

76001129 （株）沖縄文化環境研究所

杉尾 邦江

沖縄県那覇市２ー３ー３

098-833-8544

76001130 （株）海邦磁探

當眞 嗣吉

沖縄県南城市佐敷字冨祖崎５４

098-947-3789

76001131 （有）グリーンフォーラム沖縄

西島本 賢

沖縄県宜野湾市大山１ー１０ー２７

098-897-9646

76001132 プラソ建築設計事務所

小林 志弘

沖縄県読谷村字大木９４

098-989-0222

76001133 （株）沖縄トラスコン

奥間 政一郎

沖縄県沖縄市知花６ー８ー１７ セイワビル１０２

098-938-1580

76001134 （株）ニシハラ

仲間 貞子

沖縄県那覇市国場３０６ー３サントピア国場３０８

098-882-1626

76001135 エス・エヌ・ジーデザイン

末松 信吾

沖縄県名護市大西１ー１５ー５

0980-51-0322

76001136 （株）名星測量設計

玉城 孝幸

沖縄県名護市字数久田９３ ２Ｆ

0980-43-0841

76001137 （有）真南風沖縄

新崎 孟

沖縄県沖縄市久保田１ー１ー２０

098-933-7288

76001138 （株）アスティークプランニング

渡久地 政友

沖縄県名護市宇茂佐の森１ー１２ー７

0980-53-0840

76001139 （株）仲本不動産鑑定研究所

仲本 兼徹

沖縄県那覇市久茂地１ー４ー１５

098-861-0242

76001140 山開発

山城 邦広

沖縄県沖縄市知花４ー１３ー１

098-938-3394

76001141 大城不動産鑑定事務所

大城 直哉

沖縄県那覇市長田２ー２０ー１６

098-836-9691

76001142 （株）友’和

吉田 裕樹

沖縄県うるま市兼箇段１０５５番地１コーポシン３０２

098-973-3563

76001143 （有）作真建築設計事務所

比嘉 憲信

沖縄県那覇市古島２ー２８ー２ 佐辺ビル４ーＣ

098-887-7580

76001144 ＳｕｎーＤｏ企画設計

照屋 正幸

沖縄県南城市大里字古堅６７４ー１

098-945-8288

76001145 （株）雅

當山 学

沖縄県うるま市字具志川２２１８ー５

098-975-1080

76001146 （株）オモト建設コンサルタント

成底 勲

沖縄県那覇市首里石嶺町３ー３４７ー１０１

098-917-0341

76001147 （株）協和テクノロジー

喜納 政紀

沖縄県北中城村字島袋７０１ー８

098-933-1877

76001148 沖縄ＮＴＣ（株）

與那原 邦夫

沖縄県那覇市鏡原町７ー１ サンパーク 一松 ２Ａ

098-852-1390

76001149 （株）要建設コンサルタント

伊芸 卓省

沖縄県金武町字金武２１７

098-983-2460

76001150 （有）たましろ建設

玉城 弘一

沖縄県糸満市西崎町５ー６ー３

098-992-3728

76001151 （株）オーシャン

謝花 博一

沖縄県浦添市勢理客１ー１４ー５

098-943-8205

76001152 （株）沖縄エンジニアリング

島袋 弘

沖縄県那覇市繁多川２ー１４ー７

098-832-7551
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76001153 （特非）沖縄県建築設計サポートセンター

中本 清

沖縄県浦添市安波茶１ー３２ー１３

098-879-1020

76001154 （合）リュウタン

黒島 正文

沖縄県中城村字北上原１３０

098-988-8516

76001155 （株）ショウナン

花城 智

沖縄県那覇市字小禄１４９０ー３ 泉マンション２０２

098-891-8233

76001156 （株）国央

座間味 宗勝

沖縄県沖縄市知花４ー１１ー１６

098-989-0533

76001158 （株）名護探査測量設計

上地 清勝

沖縄県名護市字屋部３０５ー９

0980-54-8501

76400479 三ツ矢設計

宮里 勝

沖縄県八重瀬町島尻郡八重瀬町字東風平１９２‐８‐１０２

098-998-9618

76001159 (株)ライズワーク

長山 和秀

沖縄県沖縄市知花６ー２３ー１１

098-934-1400

76001160 （一財）沖縄県建設技術センター

金城 淳

沖縄県那覇市寄宮１－７－１３

098-832-8442

76001161 ＢＡＮ鑑定所

伴 清敬

沖縄県那覇市樋川１－１３－３５コーポさくら１０１

098-833-9288

76001162 （合）ワカバ技巧

花城 和安

沖縄県那覇市国場１７４－１ サンマリン国場２Ｆ

098-987-0552

76001163 大嶺建築設計

大嶺 正志

沖縄県名護市為又５０６－６

0980-54-3430

76001164 （株）比嘉調査事務所

比嘉 尚輝

沖縄県那覇市銘苅２－６－１０ ベルフォーレＩＥＫＯＳ Ａ－１０２

098-911-1384

76001165 (株)ナチュラエンジニアリング

横田 真尚

沖縄県沖縄市比屋根７－２４－２３

098-982-2360

76001166 (有)フォーム設計計画

高良 慎栄

沖縄県那覇市具志１－２２－１７

098-857-3550

76001167 （株）山陽開発

嘉陽 宗俊

沖縄県沖縄市宮里１－１７－９

098-937-9937

76001168 黒岩構造設計事ム所

黒岩 浩子

沖縄県那覇市久米１－１０－６

090-8294-8401

76001169 （株）ＮＤアーキテクトン

大城 貢

沖縄県中頭郡読谷村字高志保２－１

098-958-3522

76001170 沖縄サンライズカンパニー

喜屋武 進

沖縄県浦添市当山１－２－５

098-911-8467

76001171 アジア海洋沖縄（株）

平良 滿男

沖縄県那覇市泊３－１－６

098-868-5914

76001172 （株）ジオシス

具志堅 興人

沖縄県名護市大西５－１－３－３０２号つぃーる

0980-43-6433

76001173 （株）ゴールコン

大城 保一

沖縄県宜野湾市喜友名１－３０－３１

098-892-9059

76001174 沖縄県森林組合連合会

稲嶺 進

沖縄県島尻郡南風原町字大名９５－１

098-888-0676

76001175 （株）インタープラン沖縄

佐藤 努

沖縄県宜野湾市嘉数３－２６－１４

098-894-7150

76001176 キャッスルハウジング（株）

山内 幸徳

沖縄県中頭郡北中城村字島袋６０１－４ オキエースビル１階

098-930-2565

76001177 株式会社 PASCO SPACE MAPPING TECHNOLOGY

内川 勉

沖縄県糸満市西崎町４－２１－１

098-852-3012

76001178 （株）玉一土建

玉城 ヨシ

沖縄県糸満市字真栄里３７６－１

098-992-4871

76001179 （株）西興

金城 敦子

沖縄県那覇市字大道８８

098-882-3150

76001180 花実設計

島袋 司

沖縄県沖縄市池原３－３－２６ ２Ｆ

098-938-4755

76001181 城間建築設計室

城間 聡

沖縄県浦添市伊祖５－１１－８－５０７

098-875-6462

76001182 （株）ｅｓデザイン

根間 俊之

沖縄県那覇市字安謝２４０－３

098-861-1679

76001183 （株）饒平名エコステーション

饒平名 知也

沖縄県名護市字宮里８７５－２３

0980-53-0101

76001184 （株）おきなわ浄環技建

座間味 唯康

沖縄県那覇市字銘苅３２２－５ マエシロビル２０１号

098-868-9914

76001185 （株）結計画

諸見里 恵美子

沖縄県沖縄市字美里１５３１－１ コミュニティ美里２０２号

098-989-9330

76001186 日本総合整美（株）

古川 喜美男

沖縄県那覇市久茂地２－８－７

098-864-0111

76001187 一級建築士事務所ｍｉｎｏ ａｒｃｈｉ－ ｌａｂ

美濃 祐央

沖縄県宜野湾市大謝名５－７－５ コーポＧヴェルテ２０１

098-890-2870

76001188 （株）エース大洋

長堂 昌徳

沖縄県沖縄市高原４－２３－３５

098-933-1370

76001189 沖縄県住まいと街づくり（同）

越智 史郎

沖縄県那覇市首里赤田町３－２６

098-886-9298

76001190 新里大輔建築設計事務所

新里 大輔

沖縄県宜野湾市真栄原２－１４－１３

098-917-1079

76001191 （株）おきぎん経済研究所

出村 郁雄

沖縄県那覇市牧志１－３－４５ 牧志ビル３階

098-869-8711

76001192 (有)フォーム設計計画

高良 慎栄

沖縄県那覇市具志１－２２－１７

098-857-3550

76001193 (有)翔土質エンジニア

比嘉 順昌

沖縄県沖縄市泡瀬２－５２－５

098-934-2534

76001194 （同）シエル

浦崎 直哉

沖縄県那覇市三原３－１２－２０ ウィンズ三原３０４

098-855-6826

76001195 アーキデザインワークス一級建築士事務所

佐久原 好光

沖縄県宜野湾市真栄原２－６－４０ CasaBIANCA 1F

098-890-1288

76001196 琉球環境リサーチ（株）

松村 若子

沖縄県沖縄市知花５－１６－２３

098-989-5785

76001197 （株）ＧＡＢ

濱元 宏

沖縄県豊見城市字高嶺８６番地２ モダンハウス１０１

098-987-7331

76001198 （株）エーアンドシーワークショップ

新垣 朝憲

沖縄県那覇市楚辺２－４１－２５

098-851-7797

76001199 （有）システム・エッグ

古我知 篤

沖縄県南風原町字与那覇１１５番地の１

098-888-3090

76001200 向現設計設備

前里 英寿

沖縄県那覇市古島２丁目５番２４号

098-9４3-7916

76001201 並里義明建築研究所

並里 義明

沖縄県沖縄市南桃原２－２１－３

098-932-6415

76001202 (株)国亜技研

比嘉 寬

沖縄県浦添市宮城１－４－１７

098-876-7433

76001203 建築工房空間舎

玉城 越也

沖縄県那覇市真地３４１－１ 上間アパート１０４

098-855-7710

76001204 （株）ＤＩＧＬＯＯＰ

屋宜 宣久

沖縄県宜野湾市嘉数１－１１－９ １０３

098-870-2077

76001205 （一財）沖縄美ら島財団

花城 良廣

沖縄県国頭郡本部町字石川８８８番地

76001206 （株）嘉例設計

国吉 博悦

沖縄県名護市字為又２５５ー１

0980-48-3645
0980-54-9244

76001207 琉球文化財（株）

相良 茂

沖縄県宜野湾市真志喜３－２６－３－２０６ ライオンズマンション真志喜第３ 098-942-2237

76001208 (株)大琉商事

大城 保一

沖縄県宜野湾市喜友名１－３０－３１

098-892-3707

76001209 （合）アペックス

奥原 修二

沖縄県名護市大南１－６－４ 宮城アパート２０１

0980-53-1156

76001210 （株）NEXT

嘉陽 宗隆

沖縄県名護市大南２－１－３２ メゾンM２０２

0980-54-5202

76001211 プラスワン（合）

翁長 信也

沖縄県名護市宮里３－３－１０ アネックス３０５

0980-43-6116

76001212 （株）Rei

伊禮 真秀

沖縄県沖縄市古謝３丁目２２番３号 平良アパート２－B号室

098-989-0632

76001213 （株）サステナ・アプローチ

多和田 匡

沖縄県宜野湾市我如古３ー２２－１ Cー１

098-890-2340

76001214 シン設備設計

新里 秀一

沖縄県豊見城市高嶺３０番地２

090－3793－7233

76001215 村山不動産鑑定事務所

村山 哲志

沖縄県那覇市牧志３－２３－２９ ６０１

098-988-0412

76001216 株式会社 クレールアーキラボ

畠山 武史

沖縄県うるま市石川東恩納４８８－１

098-955-1823

76001217 (株)ｍ３那覇建築事務所

川本 雅史

沖縄県那覇市銘苅３－１３－５ １０１

098-863-5781

76001218 SD建築設計

内間 美乃里

沖縄県沖縄市高原４－２３－１９

098-927-7125

76001219 国土技術合同会社

宮城 栄

沖縄県名護市大北５丁目１番６号

0980-54-5332

76001220 （株）沖縄水道管理センター

米田 善治

沖縄県那覇市おもろまち４－１０－１８ ２０３

098-865-2121

76001221 建築アトリエ原

上原 茂樹

沖縄県糸満市字阿波根１４０６-１３２

098-995-1883

入札参加資格者名簿
【コンサル】

沖縄県

受付番号
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代表者氏名

本島

所在地
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76001222 沖縄シビル開発（株）

仲宗根 勉

沖縄県沖縄市照屋１－３７－８ A－１

098-989-6023

76001223 （株）北盛建設

北谷 清盛

沖縄県那覇市宇栄原４－６－２２

098-858-4022

76001224 合同会社テクノ磁気探査

新里 隆

沖縄県西原町字翁長５００－１

098-917-2789

76001225 羽地仁建築研究所

羽地 仁

沖縄県那覇市銘苅３－１－２０

098-894-5092

76001226 有限会社不動技研

塩川 祐市

沖縄県浦添市牧港１丁目７番１０号

098-942-0312

76001227 （特活）蒸暑地域住まいの研究会

松田 まり子

沖縄県浦添市安波茶１－３１－１２ 大平インタービル２階

098-871-3122

76001228 株式会社クリエイト

屋嘉 良英

沖縄県名護市字為又２６５－３ 屋嘉アパート102

0980-53-6161

76001229 （株）丸憲

末吉 繁政

沖縄県那覇市泉崎１－１６－５

098-863-3632

76001230 アンダーテイクジャパン（株）

赤嶺 博保

沖縄県沖縄市美原１－１１－８

098-923-2168

76001231 (有)琉球サンマリン開発

上原 翔

沖縄県那覇市国場１７４－１

098-855-0039

76001232 （有）築エンジニアリング

久場 兼弘

沖縄県沖縄市泡瀬４－４９－１１

098-929-1177

76001233 くうかん設計

花城 肇

沖縄県沖縄市海邦２ー７ー２７

098-934-9708

76001234 （有）インテック沖縄

狩俣 安志

沖縄県沖縄市仲宗根町１５－９

098-937-8801

76001235 株式会社恵測量設計

宮城 勇人

名護市字数久田９３番地２F

0980-43-0817

76001236 株式会社 沖縄アースウェイ

池田 英樹

沖縄県那覇市松島１－２３－１１

76001237 一級建築士事務所 構造企画呉屋

呉屋 秀義

沖縄県西原町字我謝２３７－２

098-943-1931
098-945-4381

76001238 ｃｕｂｅ box

山下 寛

沖縄市池原4-1-30 1F

098-975-6050

76001239 玉那覇仁建築設計事務所

玉那覇 仁

那覇市辻１－４－３

098-894-3397

