
うるま市指定給水装置工事事業者（市内）

事業者名 代表者名 所　在　地 電話番号 ＦＡＸ番号

（有）　山商 山下　富一 うるま市字豊原556番地１ 973-7740 974-5100

(有)　ダイゼン空調設備 大城　倫享 うるま市字赤道608番地6 974-1050 974-1420

（有）　沖水 西里　剛 うるま市字赤道60番地の1 974-5766 974-5057

（有）　喜名興業 喜名　健 うるま市字安慶名三丁目36番52号 972-4449 972-4459

（有）　玉栄冷機住設 玉栄　秀光 うるま市字江洲1番地の5 973-9890 974-1822

南海設備 金城　清繁 うるま市字江洲80-1番地 979-5630 979-5620

（有）　翔設備 我喜屋  武 うるま市字江洲293番地 974-3317 973-9596

（有）　新垣設備 新垣　壮大 うるま市字大田632番地の1 973-5318 973-8447

バンセイ設備 金城　善教 うるま市字兼箇段1072番地の1 974-0990

兼堅設備工業 兼堅　隆 うるま市字兼箇段1399-1 973-2819 973-2819

（有）　大嶺設備 大嶺　昌明 うるま市字高江洲577番地4 974-5200 974-3200

（有）　心和工業 上原　博和 うるま市字栄野比426番地7 894-7412 894-7413

（有） システム設備 新里　 等 うるま市字喜屋武19番地の１ 979-0422 979-0423

門口設備 門口　清孝 うるま市字喜屋武252番地真喜志ｱﾊﾟｰﾄ1-1 090-2510-7820 974-9082

大野鉄工製作所 大野  紘詩 うるま市字具志川2983番地 973-7113 982-6030

大空企画　（有） 糸数　聡 うるま市石川東恩納1648番地 ９７５－６６５６ 965-0863

（有）　トクマサ工業 德里　政好 うるま市字塩屋307番地の5 974-0967 974-0917

（有）　雅建設工業 吉里　 笑子 うるま市字高江洲677番地1 974-3666 974-3049

（有）　協進 天願　勝行 うるま市字田場1219番地 973-5292 973-4443

（有）　大伸設備工業 新里　朝廣 うるま市字田場140番地の1 974-7773 974-9525

（有）　アールエスケイ 安慶名  清 うるま市字田場1837番地の1 974-2323 974-2324

（有）　新興設備 上江洲　啓子 うるま市字田場1887番地の4 974-4879 973-9327

（有）　匠設備工業 大城　弘 うるま市字田場1837番地の1 973-3360 974-1946

幹設備 島袋　幹也 うるま市字田場121-1ｺｰﾎﾟｱｹﾞﾅ102 989-5247 989-5247

沖正設備 仲松　彌正 うるま市字田場1358番地10 974-8210 975-0622

日栄設備 安座間　栄一 うるま市字仲嶺276番地 973-7567 973-7567

具志堅設備（株） 具志堅　 清 うるま市字仲嶺520番地 974-8620 974-8621

第一設備 新垣　真一 うるま市字仲嶺686番地1 973-7266 973-7266

エスケイ電気 喜久山　勝盛 うるま市字前原163番地2 974-3150 974-3161

寿設備工業（株） 德嶺　朝昌 うるま市字宮里361番地の4 894-7701 894-7702

（有）　桑江工業 桑江　忠 うるま市みどり町2丁目5番27号 973-0587 973-4471

（株）　丸善組 新垣　勲 うるま市石川赤崎1丁目９番３号 964-2608 964-2590

ダイユウ工業 小橋川　啓 うるま市石川赤崎2丁目10番3号 965-3431 965-3431

金城水道工事社 金城　敏男 うるま市石川東山2丁目22番の4 964-2345

秀基設備 砂川  秀雄 うるま市石川東山2丁目26番6号 965-6957 965-6957

（有)　タイラ工業 平良　苗代子 うるま市石川東山本町2丁目4番10号 965-5576 965-5132
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名渡山設備 名渡山　隆 うるま市石川曙2丁目6番14号 965-5472 965-5472

（株）　大川工業 大宜見  正 うるま市石川曙3丁目1番33号 964-2169 964-2746

（有）　大山設備 大山　ハヤミ うるま市石川曙3丁目10番1号 964-3525 964-5328

（株）　明正電設 伊波　明正 うるま市石川2丁目36番15号 965-1270 965-1434

（有）　崎浜電気水道工事 崎濱　千春 うるま市石川2428番地の1 964-2064 964-2064

新勇設備 伊波　敏美 うるま市石川伊波176番地 965-0666 965-0666

(株)クハラプラミング 久原　貴志 うるま市石川伊波272-1 090-1595-8221

モリ設備工業 伊波　 盛夫 うるま市石川嘉手苅224番地 965-2782

（株）平電水設備 平良　彰啓 うるま市石川東恩納647番地 964-2944 964-4180

川平設備 川平　鉄雄 うるま市石川東恩納965番地の1 965-0154 965-0154

サン・エイト設備 山城　繁治 うるま市石川山城28番地 965-5474

（有）未来建設 岡　義昭 うるま市石川伊波1553番30 964-5623 964-5625

イトス設備工業 糸洌　学 うるま市石川東山本町2-9-8 090-1365-5832

上原水道工事社 上原　盛安 うるま市勝連津堅299番地 978-4008 978-4008

信電気水道工事社 稲嶺　信吉 うるま市勝連南風原4473番地の1 978-2636

ヨナハ総合サービス 與那覇　実 うるま市勝連南風原4079-4 978-4522 978-4522

松設備 赤嶺　松貴 うるま市勝連南風原97番地 978-9080 978-9080

（有）　ライフ電子 徳山　盛英 うるま市勝連平安名1800番地 978-4855 983-0016

与勝設備 田本　廣実 うるま市勝連平安名964番地 978-4823 978-4823

仲村水道工事社 仲村　淳一 うるま市勝連平安名1590番地の1 978-3792 978-3871

丸徳電水設備 徳原　良輝 うるま市勝連平安名1803番地 978-8123 978-8123

ホカト電化サービス 外當　勝博 うるま市勝連平安名2913番地の3 978-4812

榮門水道工事社 榮門　清一 うるま市勝連平安名658番地 978-5091 978-1400

(有)　あおば建設 大石根　正晃 うるま市与那城163番地 978-8940 978-9111

喜原設備 喜原　広樹 うるま市与那城174番地１ 978-3140 978-5609

榮門興業 榮門　政則 うるま市与那城440番地の2 978-8636 978-8636

うるま電気　 宮城　永藏 うるま市与那城平安座8131番地の7 977-8155 977-8155

ミヤギ設備 宮城　則男 うるま市与那城平安座8129番地の16 977-8686 977-8686

上地電気水道 上地　安詠 うるま市与那城屋慶名485番地の2 978-2420 978-2420

(有）　前田水道 徳平　知慧子 うるま市与那城屋慶名874番地 978-5981 978-6310

匠美設備 中村  勇 うるま市与那城屋慶名139番地1 978-3171 978-7507

（有）　伊禮 伊禮  充 うるま市与那城西原736番地の1 978-1013 978-8999

上門設備 上門  義秀 うるま市与那城西原282番地の3 978-5104 978-7335

アイ建設株式会社 奥間　正信 うるま市具志川93番地の1 975-8288 979-5788
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