
沖縄県 入札参加資格者名簿
【コンサル】

八重山

受付番号 商号名称 代表者氏名 所在地 電話番号

75000001 （株）沖設計 山田　義一 沖縄県石垣市字新川８６ー１ 0980-82-2713

75000002 玉城建築設計事務所 玉城　義章 沖縄県石垣市新栄町１６ー２ 0980-82-2438

75000003 （有）大洋開発コンサルタント 長浜　勝洋 沖縄県石垣市浜崎町２ー３ー２ 0980-83-0684

75000004 匠設計室 大浜　英和 沖縄県石垣市大川２８７ー５ 0980-82-3550

75000005 （株）アイエスシー 松川　勝哉 沖縄県石垣市字新川２３７１ー９ 0980-83-3728

75000006 （有）八重山測量 前大　勉 沖縄県石垣市字大川５７１ー２ 0980-82-6990

75000007 （資）山一土木コンサルタント 山城　貞一 沖縄県石垣市字石垣２０１０‐１ 0980-82-4514

75000008 （株）環境プラン 友利　猛二郎 沖縄県石垣市字平得１２８ー３ 0980-83-9681

75000009 （有）南西土木設計 池城　安廣 沖縄県石垣市新栄町２５ー９ 0980-82-5635

75000010 （有）西里測量設計 西里　長眞 沖縄県石垣市平得８６６ー６ 0980-82-6322

75000011 （有）　第一測研 下里　洋正 沖縄県石垣市字大川１４２番地 09808-3-3613

75000012 （株）大知企画コンサルタント 知念　照二 沖縄県石垣市登野城１７９８ー３ 0980-82-1105

75000013 ウエカメ建築設計事務所 上亀　洋一 沖縄県石垣市字登野城３１９‐７ 09808-2-6712

75000014 山里建築設計事務所 山里　守也 沖縄県石垣市石垣２６ 0980-82-2778

75000015 石堂設計室 石堂　洋 沖縄県石垣市字大川４６ー１ 0980-83-8006

75000016 （有）八島企画 高橋　幸嘉 沖縄県石垣市字石垣４１６番地の１９ 0980-82-2443

75000017 盛徳設計建築研究所 松川　盛徳 沖縄県石垣市字新川２４８０‐５ 09808-8-5858

75000018 野原建築設計事務所 野原　正栄 沖縄県石垣市美崎町８ー５ 0980-82-1686

75000019 サキヤマ建築設計事務所 豊川　敏彦 沖縄県石垣市字登野城２４０番地 0980-82-3896

75000020 （有）松木測量設計事務所 松木　一 沖縄県石垣市字石垣６０ 0980-82-1493

75000021 平成設備設計事務所 棚原　幸善 沖縄県石垣市字大浜４５３‐１２ 0980-83-6065

75000022 （有）朝吹設計事務所 朝吹　一郎 沖縄県石垣市浜崎町２丁目３番地の３２ 0980-82-7624

75000023 チバナ設計事務所 知花　淳治 沖縄県石垣市新栄町　７０ー１１ 0980-82-8751

75000024 片桐設計・宅建事務所 片桐　政則 沖縄県石垣市字登野城６７１ー１１ 0980-82-6833

75000025 司建築設計事務所 成底　秀光 沖縄県石垣市新栄町５２‐１４ 09808-3-2201

75000026 （有）大祐土木設計 比屋根　祐 沖縄県石垣市新川４３７ー１ 0980-82-5725

75000027 （株）央設計 下地　勝明 沖縄県石垣市登野城６２３ー１１ 0980-83-3383

75000028 基　設計室 狩俣　泰彦 沖縄県石垣市字新川３７２‐５ 0980-82-2638

75000029 （有）ヤオキ測量設計 比嘉　一雄 沖縄県石垣市新川４６ 0980-82-8386

75000030 大嵩建築設計事務所 大嵩　一二三 沖縄県石垣市登野城１２４９‐８ 09808-2-8147

75000031 （有）　池城設計 池城　安芳 沖縄県石垣市字新川９番地の２ 09808-2-4386

75000032 真喜屋建築設計室 真喜屋　克実 沖縄県石垣市字登野城２０番地 0980-83-9705

75000033 登野原設計室 登野原　薫 沖縄県石垣市石垣１９７番地 0980-83-3071

75000034 石垣設計事務所 石垣　雅春 沖縄県石垣市字新川４０７ー３ 0980-83-4786

75000035 （株）日誠プランニング 座波　教夫 沖縄県石垣市新川２２７８ー１０ 0980-83-6225

75000036 新幾設備設計室 新川　洋知 沖縄県石垣市登野城８１６ー６ 0980-82-1364

75000037 信設計事務所 富永　政信 沖縄県石垣市登野城７８１‐１６ 09808-2-8390

75000038 浩設計室 石垣　永次郎 沖縄県石垣市字石垣２５１番地の３ 0980-83-2065

75000039 金城建築設計事務所 金城　稔 沖縄県石垣市字新川１８ー３ 0980-83-0205

75000040 （有）石垣設計室 石垣　三夫 沖縄県石垣市字石垣１２０ー４ 0980-82-3210

75000041 大濱設備設計 大濱　孫典 沖縄県石垣市真栄里２４３ー２ 0980-82-1651

75000042 洲鎌設計室（株） 洲鎌　裕治 沖縄県石垣市字登野城５９５ー８ 0980-83-2684

75000043 平良住建企画 平良　登 沖縄県石垣市字大川１５７ 09808-2-1753

75000044 （有）大島設計事務所 大島　敏朗 沖縄県石垣市字石垣４３０ー１１ 0980-83-1070

75000045 津田建築設計事務所 津田　＊ 沖縄県石垣市字大川５３０‐９ 09808-2-9541

75000046 （株）守下設計 守下　直克 沖縄県石垣市字石垣４２守下ビル３階 0980-82-3489

75000051 （有）　タモト工業 田本　義光 沖縄県石垣市浜崎町２丁目６番地の２８ 09808-2-9218

75000052 アトリエ２ 石川　勉 沖縄県石垣市字新川９８番地の２ 09808-3-0696

75000053 （有）伊佐設計研究所 伊佐　森昇 沖縄県石垣市字石垣１６１‐１ 0980-82-4130

75000061 大山設計室 大山　侑宏 沖縄県石垣市字大川３９３‐２ 09808-3-8590

75000062 建築設計工房 伊豆味　清邦 沖縄県石垣市字新川２４６２ー６　ＳＴＲーＡ 0980-88-5622

75000063 宇江城設計室 宇江城　徹 沖縄県石垣市字大川２３ 0980-83-6264

75000064 （有）　沖伸土木設計 知念　正行 沖縄県石垣市新栄町１８番地の７コ‐ポ丸長２０３号 09808-7-2083

75000065 チネン建築設計事務所 知念　克 沖縄県石垣市字大浜３８５‐１ 09808-2-5099

75000066 （有）総合計画 田本　進 沖縄県石垣市浜崎町２‐６‐１１ 0980-84-1136

75000067 （有）海游 吉田　稔 沖縄県石垣市新栄町５１ー２８ 0980-83-9083

75000070 ＹＯＵ設計室 守下　直之 沖縄県石垣市大川２９８ 0980-84-3366

75000071 八重山興業（株） 宮良　安則 沖縄県石垣市字大川５４７ 0980-82-2150

75000072 （株）データ・プロ 知念　哲也 沖縄県石垣市字新川２９ー１ 0980-83-6214

75000073 （有）サーベイオフィス宮良 宮良　顕次 沖縄県石垣市字石垣１４２ー１ 0980-83-2317

75000074 （有）甚企画 知念　克敏 沖縄県石垣市石垣７４９ー２ 0980-82-8950

75000075 （有）屋宜水道管理 屋宜　隆之 沖縄県石垣市大浜５００ー１ 0980-82-5961

75000076 （株）沖縄土木 当山　喜一郎 沖縄県石垣市石垣１８４５ー３６ 0980-82-0252

75000077 上原土質調査（株） 上原　守晃 沖縄県石垣市字平得４６２ー９ 0980-82-1188

75000078 井上デザイン設計 井上　光幸 沖縄県竹富町上原１０ー１８６ 0980-84-8098

75000079 武元建築設計室 武元　勇 沖縄県石垣市大浜１３４９ー２７ 0980-83-3878

75000311 （有）池城設計 池城　安芳 沖縄県石垣市新川９ー２ 0980-82-4386

75000312 uechiarchitects（合） 上地　辰晃 沖縄県石垣市字真栄里５６３－１コーポ宮良A２F D号室 0980-87-0605
75000313 拓土探査エンジニア(株) 銘苅　千佳子 沖縄県石垣市字新川２２９３番地　カンセイホーム東２３３号 0980-82-9655
75000314 （株）黒潮コンサルタント 黒島　光男 沖縄県石垣市宮良３４１－２ 0980-84-3355
75000315 建築設計事務所tomori 友利　吉伸 沖縄県石垣市字平得５４５－１４ 0980-87-0921


