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嘉手納町指定給水装置工事事業者一覧 2018年2月23日

( 168社 )

事業所の名称 所在地 電話番号

㈲オキナワ建水工業 うるま市みどり町5丁目10番11号 098-972-2745

丸章設備工事社 うるま市字安慶名3番地の1 098-972-3888

㈲心和工業 うるま市字栄野比426番地7 098-894-7412

㈲翔設備 うるま市字江洲293 098-974-3317

㈱當和開発 うるま市字江洲457番地 098-974-1955

㈲大嶺設備 うるま市字高江洲577番地4 098-974-5200

㈲雅建設工業 うるま市字高江洲677-1 098-974-3666

㈲東技建 うるま市字赤道596番地の1 098-974-6218

㈲沖水 うるま市字赤道60番地の1 098-974-5766

㈲新垣設備 うるま市字大田632番地の1 098-973-5318

第一設備 うるま市字仲嶺686番地１ 098-989-0304

㈲協進 うるま市字田場1219番地 098-973-5292

㈲大伸設備工業 うるま市字田場140番地の1 098-974-7773

㈲山正設備 うるま市字豊原185番地の3 098-973-4281

㈲山商 うるま市字豊原556番地1 098-973-7740

㈱明正電設 うるま市石川2丁目36番15号 098-965-1270

㈲未来建設 うるま市石川伊波1553番地30 098-964-5623

㈱平電水設備 うるま市石川字東恩納647番地 098-964-2944

㈱大川工業 うるま市石川曙3丁目1番33号 098-964-2169

㈱丸善組 うるま市石川赤崎1丁目9番3号 098-964-2608

宮尚設備 うるま市石川東山本町1丁目16番2号 098-965-7617

㈲匠設備工業 うるま市田場1837-1 098-973-3360

㈲サガワ設備工業 浦添市宮城2丁目13番2号 098-878-2239

㈲丸仲エンジニアリング 浦添市宮城2丁目8番1-101号 098-879-3377

㈲大石物産 浦添市宮城3丁目12番6号 098-942-0070

アクティブ工業㈱ 浦添市宮城4丁目12番16号 098-878-6347

㈲丸栄電気水道工業 浦添市港川1丁目25番1号 098-877-8720

㈲末吉設備 浦添市字前田614番地1 098-876-5827

㈲南光設備 浦添市西原2丁目10番25号102 098-870-5618

㈱丸石設備 浦添市西原3丁目4番14号 098-878-2406

㈱イチゴ 浦添市西原5丁目1番9号 098-875-0801

㈲春水工業 浦添市前田1丁目22番2号 098-876-3002

㈲ライフ工業 浦添市大平1丁目6番5号（ｳｴﾊﾗﾋﾞﾙ302） 098-875-8555

㈲ウォーターカンパニー 浦添市牧港5-13-23 098-877-6005

㈱花城工務店 沖縄市安慶田3丁目9番19号 098-937-5788　

㈱エノビ防災技研 沖縄市園田2丁目35番地16号 098-932-0715

㈲西里設備工業 沖縄市海邦1丁目8番35号 098-937-1777

㈱テクノ工業 沖縄市古謝三丁目26番１１号 098-938-0262

㈲與那嶺設備 沖縄市胡屋3丁目31番43号 098-932-9547

㈲沖平設備 沖縄市胡屋4丁目17番10号 098-932-1676

㈲中部技研 沖縄市胡屋5丁目12番14号 098-934-6200

㈱丸喜設備 沖縄市胡屋7丁目2番3号グリーンヒルマンショ 098-930-1700

㈲クラウン工業 沖縄市字宮里22番22号 098-939-4343

ダイユウ設備 沖縄市字宮里4丁目30番15号 098-929-2243

㈲大友設備 沖縄市字登川2989番地 098-938-0110

㈱ふくエンジニアG 沖縄市字登川3177番地2 098-939-0965

㈲邦設 沖縄市字比屋根4丁目7番2号 098-930-5018

㈱中部ユティリティ 沖縄市字美里1160番地1 098-938-2250
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事業所の名称 所在地 電話番号

㈲日新工業 沖縄市字美里956番地 098-934-5316

㈱アメニス空調 沖縄市字与儀631番地 098-933-8610

㈱大屋設備 沖縄市住吉2丁目1-7コートヴィレッジ107号 098-939-0502

㈲大城水道工事社 沖縄市松本1丁目29番1号 098-938-4538

なか企画施工 沖縄市松本7丁目14番1号 098-934-8778

㈲東部水道工事社 沖縄市大里1丁目11番37号 098-937-2253

㈲永山水道工事社 沖縄市大里2丁目2番12号 098-937-4275

㈲嶺住宅設備 沖縄市池原192番地 098-938-9835

㈲喜納電水工業 沖縄市登川2丁目29番18号 098-937-9918

伊波設備 沖縄市登川3丁目42番12号 098‐921-2378

フジ設備工業 沖縄市桃原1丁目4番20 098-937-3635

㈱饒波工務店 沖縄市南桃原2丁目25番10号 098-933-2747

㈲ダイエイ工業 沖縄市南桃原3丁目35番12号 098-933-7832

三建設備㈱ 沖縄市南桃原4丁目33番3号 098-932-3629

㈲協築 沖縄市美原1丁目18番22号 098-937-7201

㈱トップライン 沖縄市美里仲原町5番23号 098-989-0881

㈱設備技研 沖縄市泡瀬1丁目10番13号 098-934-1313

㈱田河設備 沖縄市泡瀬5丁目36番34号 098-939-9191

㈲丸政設備 恩納村字仲泊880番地 098-965-2762

㈲アサヒエンジニア 嘉手納町屋良1丁目11番地8 098-921-5354

㈲世名城 嘉手納町屋良1丁目3番地13 098-956-2072

日進設備 嘉手納町屋良1丁目6番地7 098-956-9856

㈱比謝川電気 嘉手納町字嘉手納284番地 098-956-2253

ワールド電気産業㈲ 嘉手納町字嘉手納289-1F 098-956-0008

㈱創設備 嘉手納町字嘉手納312番地11 098-921-5508

㈲中央電水 嘉手納町字嘉手納439番地の1 098-956-2323

㈱琉建工業 嘉手納町字嘉手納479番地4 098-956-8860

㈲前川工業 嘉手納町字水釜190番地 098-957-2079

㈲嘉手納住宅 嘉手納町字水釜204番地 098-956-2530

㈲東洋電水 嘉手納町字水釜240番地 098-957-0552

㈲尚伸電工 嘉手納町字水釜389番地の7 098-956-1694

㈲ゆいまーる水道 宜野湾市愛知289番地の8-1Ｆ 098-892-4039

㈲丸三設備 宜野湾市我如古3-15-15 098-898-2582

㈲大與設備管理 宜野湾市字佐真下54番地 098-897-5864

㈲共和設備 宜野湾市新城4丁目1番15号202号 098-893-5291

㈲森川設備工業 宜野湾市真志喜1丁目13番1号 098-897-3428

㈲ライト設備 宜野湾市前原1丁目1番12号 098-898-5444

㈲ヤマウチ設備 宜野湾市普天間2丁目39番3号 098-893-7638

不二宮工業㈱　 宜野湾市野嵩2丁目2番7号 098-893-0446

沖宮設備 宜野湾市野嵩3丁目14番18号 098-892-8115

㈱アクアライン 広島県広島市中区上八丁堀8番8号　第1ウエ 082-502-6644

㈱丸和産業 今帰仁村字玉城623番地 098-056-3969

㈱ネクストリノベーション 糸満市西崎3丁目446番地メゾン前川101号室 098-996-3575

㈲長嶺工業 糸満市西川町15-18 098-994-2188

仲村水道工事社 勝連町字平安名1590‐1番地 098-978-3792

㈲日向工業 西原町呉屋114 098-945-1006

西興業 西原町字翁長56番地 098-944-3400

㈲大丸設備 西原町字翁長594番地ﾘｯﾁﾌﾟﾗｻﾞViVi2-A 098-946-5490

㈱七色 西原町字呉屋69番地2 098-946-4508

㈲サンユウ設備 西原町字小那覇131番地 098-945-0985

システム企画㈲ 西原町小波津265番地18 098-944-1576
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㈲大山設備 石川市曙3丁目10番1号 098-964-3525

㈱タイラ工業 石川市東山本町2丁目4番10号 098-965-5576

㈲北上工業 中城村字伊集121番地 098-895-6696

㈲住設 中城村字津覇216番地 098-942-3377

呉工業 中城村字津覇571番地2 098-895-4327

呉屋水道社 中城村字津覇571番地の2 098-895-2886

㈲読谷電気水道工事社 読谷村字伊良皆373番地の3 098-956-2123

ヒロ設備 読谷村字高志保83番地 090-1940-9421

㈲エコ電水 読谷村字座喜味3179 098-982-8607

嘉手納文化設備 読谷村字瀬名波698番地の2 098-958-2122

総合水道工事社 読谷村字楚辺1179番地 098-956-6370

㈲共和工業 読谷村字楚辺1279番地の16 098-956-4154

㈲三友電水工事社 読谷村字楚辺2254番地 098-956-3840

㈲良政産業 読谷村字大木470番地 098-956-2083

比謝川ガス㈱ 読谷村字大湾531番地11 098-956-1515

㈲大優工業 読谷村字大湾702番地 098-956-1495

山城設備 読谷村字大湾726番地の4 098-956-5163

長浜設備 読谷村字長浜20番地 090-9780-7027

創和工務店 読谷村字長浜222番地 098-956-5913

住み和商会 読谷村字波平850番地4 098-958-2116

㈱太閤建設 那覇市おもろまち4丁目20番16号 098-951-0885

㈱サン技研 那覇市旭町36番地2 098-861-2281

㈲環設備工業 那覇市安謝1丁目18番5号 098-941-7771

ミヤセ工業㈱ 那覇市安謝1丁目22番17号 098-862-1689

㈱オカノ 那覇市安謝1丁目23番8号 098-867-1633

ヤシマ工業㈱ 那覇市久米2丁目16番25号 098-863-2191

比嘉工業㈱ 那覇市久茂地2-24-7 098-877-5353

石橋工業㈱ 那覇市古島1丁目30番地の8 098-852-1733

㈱永山組 那覇市港町2丁目14番7号 098-867-3387

㈱オーシャン工業 那覇市字安里117番地 098-866-5749

㈲琉設 那覇市字国場410番地1 098-855-1704

㈲南部開発工業 那覇市字真地183番地原アパート205号室 098-831-7386

㈱沖縄工業 那覇市字真地197番地の7 098-853-6507

三工興業設備 那覇市字楚辺1丁目12番26号 098-834-4214

㈱栄建 那覇市字仲井間243番地の4 098-835-3296

大成設備工業㈱ 那覇市首里石嶺町4丁目444番地6 098-871-4031

㈲新起建設 那覇市首里鳥堀町4丁目101番地3 098-854-9427

㈱沖尚設備 那覇市首里末吉町3丁目9番地の2 098-887-2014

桐和空調設備㈱ 那覇市曙1丁目8番1号 098-861-1751

技研工業㈱ 那覇市曙3丁目4番6号 098-861-2554

久建工業㈱ 那覇市小禄2丁目6番地11 098-857-2992

㈱和高建設工業 那覇市田原4丁目5番2号 098-852-1733

南西空調設備㈱ 那覇市銘刈1丁目10番12号 098-934-7831

㈲海西工業 南城市佐敷字津波古356番地 098-947-3781

㈱城田設備 南城市大里字古堅690番地 098-949-1655

㈱秀建工業 南風原町字宮平342番地の4 098-888-0150

㈲技研管理 南風原町字宮平348番地 098-889-5239

妙ライフコンサルト 南風原町字新川202番地8シャローム新川305 098-996-1995

㈱パイプマン（沖縄支店） 福島県いわき市鹿島町久保字木船16番地1 0246-88-8482

徳進設備工業㈱ 北谷町字吉原1201番地の2 098-936-1385

㈲真栄工業 北谷町字吉原271番地1 098-936-1911
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興和設備 北谷町字吉原31番地 098-936-8584

向上設備 北谷町字吉原735-3 098-936-0351

㈲當山設備興業 北谷町字玉上225番地2 098-926-1900

㈲三基設備工業 北谷町字桑江448番地の1 098-936-5606

㈲二葉管工 北谷町字桑江499番地の1 098-936-6190

㈲万代設備 北谷町字桑江632番地の1 098-936-7488

照屋設備工業 北谷町字砂辺301番地の1 098-936-8873

㈲島設備 北谷町字上勢頭527番地1 098-935-2422

㈱海邦 北谷町字桃原15番地の10 098-936-4128

日新設備工業 北谷町字浜川232番地 098-936-4171

㈱喜納一工業 北中城村字熱田2060番地の1 098-935-2042

金秀工業 北中城村字和仁屋261-9 098-935-4173

仲電水 名護市宮里973-1 0980-52-7271

㈲きみ山工業 名護市字宇茂佐914番地6 0980-51-0888

盛産業 名護市字田井等656番地1 0980-58-2958

㈲田端設備工業 与那原町字上与那原408番地の2 098-946-3691

上門設備 与那城町字西原282番地の3 098-978-5104

平安座総合開発㈱ 与那城町字平安座8290番地 098-977-8205
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