
2020/8/3

指定工事店名 所在地 代表者名 電話番号

1 具志堅設備　株式会社 うるま市字赤道109番地の1 具志堅　清 974-8620

2 有限会社　沖水 うるま市字赤道60番地の1 西里　剛 974-5766

3 有限会社　喜名興業 うるま市字安慶名三丁目36番52号 喜名　健 972-4449

4 住宅設備の専門工事 forest うるま市字宇堅1198番地 湧田　森智 974-9511

5 有限会社　翔設備 うるま市字江洲293番地 我喜屋　武 974-3317

6 有限会社　玉栄冷機住設 うるま市字江洲1番地の5 玉栄　秀光 973-9890

7 南海設備 うるま市字江洲80番地の1 金城　清繁 979-5630

8 有限会社　心和工業 うるま市栄野比426番地の1 1F 上原　博和 894-7412

9 有限会社　新垣設備 うるま市字大田632番地の1 新垣　壮大 973-5318

10 兼堅設備工業 うるま市兼箇段１３９９番地の１ 兼堅　隆 973－2819

11 有限会社　システム設備 うるま市字喜屋武19番地の1 新里　等 979-0422

12 門口設備 うるま市喜屋武252番　地眞喜志ｱﾊﾟｰﾄ1ｰ1 門口　清孝 090-2510-7820

13 比嘉水道設備 うるま市字具志川316番地の305 比嘉　真也 090-9781-1516

14 有限会社　トクマサ工業 うるま市字塩屋307番地の5 徳里　政好 974-0967

15 有限会社　雅建設工業 うるま市字高江洲677番地の1 吉里　笑子 974-3666

16 有限会社　大嶺設備 うるま市字高江洲577番地の4 大嶺　昌明 974-5200

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

18 有限会社　協進 うるま市字田場1219番地 天願　勝行 973-5292

19 株式会社　沖正設備 うるま市字田場1358番地10 仲松　彌正 974-8210

20 有限会社　匠設備工業 うるま市字田場1837番地の1 大城　弘 973-3360

21 有限会社　新興設備 うるま市字田場1887番地の4 上江洲　啓子 974-4879

22 有限会社　山商 うるま市字豊原556番地の1 山下　富一 973-7740

23 第一設備 うるま市字仲嶺686番地の1 新垣　真一 989-0304

24 ZEN設備 うるま市字前原127番地9 宮里　幸人 988-3934

25 有限会社　桑江工業 うるま市みどり町二丁目5番27号 桑江　忠 973-0587

26 株式会社　丸石建設 うるま市みどり町四丁目1番10号 大石根　史 973-3828

27 有限会社　崎浜電気水道工事 うるま市石川2428番地の1 崎濱　千春 964-2064

うるま市　『　排水設備指定工事店　』　一覧表

あなたの家庭からの汚水を下水道へ接続しましょう。

まずは、接続の方法等について下記の指定工事店へご相談ください。
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28 株式会社　明正電設 うるま市石川二丁目36番15号 伊波　明正 965-1270

29 株式会社　丸善組 うるま市石川赤崎一丁目9番3号 新垣　勲 964-2608

30 ダイユウ工業 うるま市石川赤崎二丁目10番13号 小橋川　啓 965－3431

31 名渡山設備 うるま市石川曙二丁目6番14号 名渡山　隆 965-5472

32 株式会社　大川工業 うるま市石川曙三丁目1番33号 大宜見　正 964-2169

33 秀基設備 うるま市石川東山二丁目26番6号 砂川　秀雄 965-6957

34 有限会社　タイラ工業 うるま市石川東山本町二丁目4番10号 平良　光男 965-5576

35 イトス設備工業 うるま市石川東山本町二丁目9番8号 糸洌　学 090-1365-5832

36 株式会社　平電水設備 うるま市石川東恩納647番地 平良　彰啓 964-2944

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

38 大空企画　有限会社 うるま市石川東恩納1648番地 糸数　聡 975-6656

39 サン・エイト設備 うるま市石川山城28番地 山城　繁治 965-5474

40 松設備 うるま市勝連南風原97番地 赤嶺　松貴 978-9080

41 有限会社　森田建設 うるま市勝連南風原4615番地の2 森田　春子 978-5012

42 有限会社　嶺建設 うるま市勝連平安名123番地 金城　英次 978-7822

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

44 与勝設備 うるま市勝連平安名964番地 田本　廣実 978-4823

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

46 喜原設備 うるま市与那城174番地の2 喜原　広喜 978-5609

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

48 有限会社　伊禮 うるま市与那城西原736番地の1 伊禮　充 978-1013

49 株式会社　あやはしメンテナンス うるま市与那城西原1071番地の1 玉城　剛 988-5822

50 平安座総合開発　株式会社 うるま市与那城平安座8290番地 下條　義明 977-8205

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

52 有限会社　前田水道 うるま市与那城屋慶名874番地 徳平　知慧子 978-5981

53 株式会社　花城工務店 沖縄市安慶田三丁目9番19号 花城　優 937-5788

54 株式会社　設備技研 沖縄市泡瀬一丁目10番13号 平良　智 934-1313
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55 新屋設備 沖縄市泡瀬六丁目12番42号 新屋　良勝 938-6690

56 丸宮排水設備 沖縄市泡瀬4丁目27番3号 宮城　安雄 939-0528

57 有限会社　嶺住宅設備 沖縄市池原一丁目15番3号 與那嶺　好春 938-9835

58 有限会社　永山水道工事社 沖縄市大里二丁目2番12号 永山　均 937-4275

59 有限会社　東部水道工事社 沖縄市大里一丁目11番37号 仲宗根　信義 937-2253

60 有限会社　西里設備工業 沖縄市海邦一丁目8番35号 西里　美代子 937-1777

61 有限会社　大丸設備 沖縄市古謝二丁目15番8号 兼城　聡 946-5490

62 ミズト建設　株式会社 沖縄市胡屋四丁目23番3号 與那嶺　利奈 932-9524

63 功設 沖縄市照屋一丁目32番47号 大庭　保 989ｰ8170

64 株式会社　丸喜設備 沖縄市胡屋七丁目2番3号ｸﾞﾘｰﾝﾋﾙﾏﾝｼｮﾝ308号室 喜納　彰 930-1700

65 株式会社　もろみ 沖縄市胡屋七丁目4番31号 仲尾　勝成 933-5685

66 株式会社　テクノ工業 沖縄市字古謝三丁目26番11号 下地　稔 938-0262

67 株式会社　大屋設備
沖縄市住吉二丁目１－7ｺｰﾄｳﾞｨﾚﾝｼﾞ住吉１
０７

安里　進 939-0502

68 株式会社　エノビ防災技研 沖縄市園田二丁目35番16号 栄野比　剛 932-0715

69 有限会社　内盛産業 沖縄市知花四丁目14番地21号 内間　安盛 934-6490

70 アールテクノ工業 合同会社 沖縄市知花五丁目29番7号 喜納　瑠久 090-6864-1521

71 琉設 沖縄市照屋二丁目2番15号 上間　尚貴 937-4397

72 大一設備 沖縄市照屋二丁目２０番２５号 大城　剛 937-0525

73 常設備 沖縄市桃原273番地の1 ﾒﾌﾟﾙﾎｰﾘｰ202 川崎　常男 090-5431-7958

74 フジ設備工業 沖縄市桃原1丁目4番20号ｻﾝﾊｲﾑ桃原201号室 仲村　繁治 937-3635

75 水巧房 沖縄市登川1648-1 照屋　寿美子 934-7578

76 ノート水道工事事業部 沖縄市登川2220番8 仲間　実 090-3797-4459

77 株式会社　ふくエンジニアG 沖縄市字登川3177番地2 竹島　奈月 939-0965

78 株式会社　松田設備工事社
沖縄市登川三丁目7番32号　美代ｱﾊﾟｰﾄ
202

松田　和三 090-4470-5327

79 株式会社　伊波設備 沖縄市登三丁目42番12号 伊波　伸二 921ｰ2378

80 有限会社　大城水道工事社 沖縄市松本一丁目29番1号 大城　孟 938-4538

81 合同会社　美里設備工業 沖縄市美里五丁目13番6号 喜納　等 937-5466
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82 株式会社　トップライン 沖縄市字美里仲原町5番23号 具志堅　晃 989-0881

83 有限会社　協築 沖縄市美原一丁目18番22号 東江　康共 937-7201

84 第一工業　株式会社 沖縄市美原三丁目18番１３号 上里　幸春 934-9801

85 株式会社　饒波工務店 沖縄市南桃原二丁目25番10号 饒波　秀美 933-2747

86 有限会社　ダイエイ工業 沖縄市南桃原三丁目35番12号 真栄城　兼佑 933-7832

87 三建設備　株式会社 沖縄市南桃原四丁目33番3号 宮里　真由美 932-3629

88 有限会社　クラウン工業 沖縄市字宮里二丁目22番22号 荒海　宣雄 939-4343

89 株式会社　ダイユウ設備 沖縄市字宮里四丁目30番15号 大嶺　自雄 929ｰ2243

90 トモ企画 沖縄市山内一丁目10番8号 仲間　常弘 933-2215

91 株式会社　Hys企画 沖縄市山里一丁目18番1号 前城　裕二 989-6741

92 有限会社　緑建 沖縄市与儀三丁目2番21号 清水　彰 989-6767

93 株式会社　アメニス空調 沖縄市字与儀三丁目18番18号 嘉手納　良則 933-8610

94 沖縄水質改良　株式会社 那覇市曙三丁目8番1号 天願　智一 886-6321

95 技研工業　株式会社 那覇市曙三丁目4番6号 國仲　昌典 861-2554

96 有限会社　環設備工業 那覇市安謝一丁目18番5号 久保田　光明 941-7771

97 株式会社　東洋設備 那覇市字天久1122番地 玉城　信六 868ｰ6831

98 株式会社　太閤建設 那覇市おもろまち四丁目20番16号 浦崎　家三 951-0885

99 久建工業　株式会社 那覇市小禄二丁目6番11号 伊野波　盛文 857-2992

100 有限会社　當間設備 那覇市小禄五丁目15番地13 當間　太郎 858-8385

101 ヤシマ工業　株式会社 那覇市久米二丁目16番25号 仲田　一郎 863-2191

102 南光開発　株式会社 那覇市字国場1185番地の6 玉城　功佳 855ｰ7819

103 有限会社　琉設 那覇市字国場410番地の1 山川　和男 855ｰ1704

104 株式会社　中央設備 那覇市古波蔵一丁目32番7号 知念　道生 854ｰ1970

105 泉水設備　株式会社 那覇市識名三丁目22番12号 新城　雅人 854-9282

106 株式会社　琉泉設備 那覇市首里石嶺町四丁目192番8号　3F 小橋川　学 886-6295

107 大成設備工業　株式会社 那覇市首里石嶺町四丁目444番地6 狩俣　吉信 871-4031
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108 有限会社　三崎工業 那覇市首里大名町一丁目161番1　106号 知念　秀明 884-0537

109 有限会社　日向工業 那覇市首里大名町一丁目346番地 宜野座　清徳 886-2830

110 有限会社　久工設 那覇市首里平良町2番地の110 知花　賢久 887ｰ2184

111 株式会社　和高建設工業 那覇市田原四丁目5番2号 具志　清 852-1733

112 株式会社　KOCHIDEN 那覇市辻二丁目6番8号　6F 知念　孝路 988-8242

113 沖縄環境企画　株式会社 那覇市字仲井真107番地 大城　安世 831-9939

114 株式会社　栄建 那覇市字仲井真243番地の4 宮城　栄吉 835-3296

115 有限会社　三工興業設備 那覇市長田一丁目4番8号 立津　誠 834-4214

116 石橋工業　株式会社 那覇市古島一丁目30番地の8 長浜　隆夫 886-1295

117 株式会社　あおぞら産業 那覇市松島一丁目23番11号 比嘉　弘典 857-7898

118 株式会社　永山組 那覇市港町二丁目14番7号 阪井　邦雄 867-3387

119 株式会社　東邦 那覇市港町二丁目16番7号 照喜納　智 863ｰ1411

120 三栄工業　株式会社 那覇市港町三丁目2番8号 中村　達 868-0191

121 前田設備 浦添市安波茶一丁目4番11号 前田　勲 877ｰ7003

122 有限会社　ライフ工業 浦添市大平一丁目6番5号ｳｴﾊﾗﾋﾞﾙ302号 大城　正博 875-8555

123 合同会社　巧工業 浦添市城間二丁目12番11号 安座間　功 917-0004

124 株式会社　マルユウエナジー 浦添市城間三丁目3番10号 當眞　嗣史 876-0278

125 桑江設備 浦添市西原一丁目11番15号 広栄荘101 桑江　佳克 874-4643

126 有限会社　南光設備 浦添市西原二丁目10番25号　102号 運天　先光 870-5618

127 株式会社　ダンテック 浦添市西原二丁目23番20号 髙橋　一二 943-5369

128 株式会社　イチゴ 浦添市西原五丁目1番9号 國場　幸貞 875-0801

129 有限会社　春水工業 浦添市前田一丁目22番2号 川上　佐敏 876-3002

130 有限会社　大盛設備 浦添市前田二丁目19番11号 大城　盛和 877-9812

131 株式会社　沖設備 浦添市牧港四丁目6番14号 山城　邦夫 871-0979

132 有限会社　丸栄電気水道工業 浦添市港川一丁目25番1号 砂川　新栄 877-8720

133 有限会社　サガワ設備工業 浦添市宮城二丁目13番2号 砂川　智志 878ｰ2239
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134 有限会社　山川設備工業 浦添市宮城四丁目18番20号 玉城　正英 877ｰ0501

135 亮和工業　株式会社 浦添市宮城四丁目12番16号 野間　和典 917-5624

136 アクティブ工業　株式会社 浦添市内間五丁目4番7号 仲嶺　真次 878-6347

137 有限会社　あいち設備工業 宜野湾市愛知二丁目４番２０－１０３号1F 喜屋武　信彦 892-7611

138 株式会社　大設 宜野湾市伊佐三丁目18番3号 大兼久　健 897-8924

139 宮本工務店 宜野湾市喜友名一丁目30番19号 宮本　豪 892-0352

140 有限会社　龍設備工業 宜野湾市喜友名二丁目21番8号 長田　利矢 917-6445

141 有限会社　大與設備管理 宜野湾市佐真下54番地 與座　ケイ子 897-5864

142 不二宮工業　株式会社 宜野湾市野嵩二丁目2番7号 宮城　剛 893-0446

143 株式会社　沖宮設備 宜野湾市野嵩一丁目５番１９号 宮國　靖 894-3966

144 有限会社　ヤマウチ設備 宜野湾市普天間丁目39番3号 山内　聰 893-7638

145 有限会社　森川設備工業 宜野湾市真志喜一丁目13番1号 宮城　順光 897-3428

146 裕芯設備 読谷村字伊良皆344番地の14 豊見山　常裕 989-7620

147 有限会社　読谷電気水道工事社 読谷村字伊良皆373番地の3 國吉　真和 956-2123

148 有限会社　良政産業 読谷村字大木470番地 比嘉　良昭 956-2083

149 有限会社　大優工業 読谷村字大湾702番地 阿波根　庸優 956-1495

150 山城設備 読谷村字大湾726番地の4 山城　幸順 956-5163

151 有限会社　エコ電水 読谷村字座喜味3179番地 伊波　治 982-8607

152 ヒロ設備 読谷村字高志保83番地 知念　弘 090-1940-9421

153 長浜設備 読谷村字長浜20番地 松田　稔 958-2651

154 有限会社　名設 読谷村字古堅697番地の2 知名　定敏 956-2167

155 有限会社　島設備 北谷町字上勢頭527番地の1 島袋　恭太 926-0402

156 有限会社　万代設備 北谷町字桑江632番地1 石嶺　晃 936-7488

157 日新設備工業 北谷町字浜川232番地 饒辺　修 936-4171

158 有限会社　當山設備興業 北谷町字玉上225番地の2 當山　孝明 926-1900

159 株式会社　海邦 北谷町字桃原15番地の10 玉城　考剛 936ｰ4128

160 徳進設備工業　株式会社 北谷町字吉原1201番地の2 徳里　恒雄 936-1385
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161 有限会社　真栄工業 北谷町字吉原271番地1 真栄城　兼宜 936-1911

162 興和設備 北谷町字吉原31番地 伊波　毅 936-5854

163 株式会社　向上 北谷町字吉原735番地の3 奥田　武 936ｰ0351

164 妙ライフコンサルト 南風原町字新川202番地の8（305） 金城　妙子 996-1995

165 株式会社　みらい設備工業 南風原町字兼城306番地15 下地　重信 960-4123

166 株式会社　日動水道 南風原町字照屋305番地1（1-C) 古堅　和則 987-4311

167 金仲設備 南風原町字宮城419番地 仲里　文栄 888-0265

168 与那嶺設備 南風原町字宮城424番地の3 與那嶺　勇 888-1595

169 株式会社　秀建工業 南風原町字宮平342番地の4 崎濱　秀昭 888ｰ0150

170 有限会社　技研管理 南風原町字宮平348番地 宇地原　弘光 889-5239

171 株式会社　比謝川電気 嘉手納町字嘉手納284番地 村山　博子 956-2253

172 株式会社　創設備 嘉手納町字嘉手納312番地11 當山　みゆき 921-5508

173 有限会社　嘉手納住宅 嘉手納町字水釜204番地 浦崎　直太 959-2530

174 株式会社　世名城 嘉手納町屋良一丁目3番13号 宮平　永市 956-2072

175 日進設備 嘉手納町屋良一丁目6番7号 比嘉　進 956-9856

176 有限会社　アサヒエンジニア 嘉手納町屋良一丁目11番8号 比嘉　初枝 921ｰ5354

177 株式会社　喜納一工業 北中城村字熱田2060番地の1 喜納　剛 935-2042

178 有限会社　クボタ設備工業 北中城村字島袋1526番地の1 久保田　昇 932-2381

179 林設備 北中城村字島袋445番地 林　秀昭 933-0293

180 金秀工業 北中城村字和仁屋261番地の9 金城　秀信 935-4173

181 有限会社　國場電工 金武町字金武4035番地の1 国場　盛光 968-3824

182 株式会社　丸政工務店 金武町字金武7905番地の1 上原　惠子 968-2631

183 ワタル設備 金武町字屋嘉2611番地1 宮里　渡 965-6003

184 大慶設備 金武町字屋嘉2813番地 大城　裕治 923ｰ5601

185 沖縄風設 南城市佐敷字津波古345番地 津波　仁 947-3910

186 有限会社　海西工業 南城市佐敷字津波古356番地 西平　重則 947-3781

187 株式会社　城田設備 南城市大里字古堅690番地 城田　盛政 949-1655
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188 ケイエム設備企画 南城市玉城字前川831 眞座　孝信 945-8142

189 sium総合設備 中城村久場18番地の8　ARCハウス205 石川　清明 080-6480-3782

190 有限会社　共和設備 中城村字津覇92番地 山城　紹信 893-5291

191 有限会社　住設 中城村字津覇216番地 大城　健 942-3377

192 呉工業 中城村字津覇571番地の2 呉屋　秀次 895-4327

193 有限会社　石原設備 中城村字南上原1105番地 石原　昌保 895ｰ3739

194 有限会社　同志建設工業 西原町字翁長74番地 島袋　敏 946-6303

195 有限会社　サンユウ設備 西原町字小那覇131番地 大城　秀三 945-0985

196 システム企画　有限会社 西原町字小波津625番地の18 宮良　高嗣 944-1576

197 當亜電設合同会社 恩納村字瀬良垣824番地の2 當山　勝敏 966-2897

198 有限会社　丸政設備 恩納村字仲泊880番地 伊波　ひろみ 965-2762

199 有限会社　大皓設備 豊見城市字高嶺363番地の1 大城　浩一 850-4828

200 株式会社　ネクストリノベーション 豊見城市字高安567番地の1 浦崎　勝一 996-3575

201 有限会社　与儀工業 豊見城市字饒波107-2 与儀　偉玄 856-7313

202 株式会社　パイプマン 豊見城市字与根212番地の17 菊池　伴和 851-8737

203 有限会社　きみ山工業 名護市字宇茂佐914番地の6 喜屋武　清 0980-51-0888

204 島電水 名護市字伊差川1094番地 島　勝正 0980-52-0527

205 有限会社　ケイエイ工設 与那原町字与那原3639番地 幸喜　正寿 946-6753

206 有限会社　田端設備工業 与那原町字上与那原408番地の2 田端　智 946-3691

207 株式会社　丸和産業 今帰仁村字玉城623番地 當間　重和 0980-56-3969

208 有限会社　仲建工業 本部町字健堅１２９番地 仲宗根　正 0980-47-3142

209 有限会社　玉城電気設備 宜野座村字惣慶1696番地の1 玉城　進一 968-8808

210 株式会社　沖縄プラスチック工業 糸満市西崎町五丁目5番5号 玉城　裕一 994-2220

211 有限会社　新光組 八重瀬町字玻名城97番地の2 新垣　光男 998-4430
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