
公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1 正会員 ARCHI・DO(株)

2 正会員 (有)アーツジャパン

3 正会員 (株)アート

4 正会員 アーバンシー(株)

5 正会員 RE．PROMOTION 合同会社

6 正会員 (株)ＲＬ

7 正会員 アール･ケイ･アミューズメント(株)

8 正会員 ＲＧＣ(株)

9 正会員 (株)Ｒ２

10 正会員 (株)ＲＢＣビジョン

11 正会員 (株)Ｉ・Ｏ

12 正会員 (有)あい技建

13 正会員 (株)愛知金属工業

14 正会員 (有)愛地モータース

15 正会員 (有)アイドマ印刷

16 正会員 (株)アイトラスト

17 正会員 (有)ＩＢコーポレーション

18 正会員 アイプラン(有)

19 正会員 (株)アイプロ

20 正会員 (株)アイランドブリーズ

21 正会員 (有)アイル

22 正会員 (株)青い海

23 正会員 葵税理士法人

24 正会員 合同会社 あおぞらFarm

25 正会員 (有)青の空

26 正会員 (有)赤田義肢製作所

27 正会員 (資)赤畑

28 正会員 (株)赤マルソウ

29 正会員 (有)赤嶺光一材木

30 正会員 (有)赤嶺総合造園

31 正会員 (有)赤嶺ハウジング

32 正会員 (有)東江ポンプ

33 正会員 (株)東江メガネ

34 正会員 (株)アカリプラン

35 正会員 (株)ＡＱＵＡ

36 正会員 (有)アクアプランニング

37 正会員 アクシオヘリックス(株)

38 正会員 (有)アクセス・オー

39 正会員 (株)アクタス産業

40 正会員 (有)アクティクス

41 正会員 アクトカークリーン(株)

42 正会員 (有)あげだ

43 正会員 (株)アサギ総合コンサルタント

44 正会員 合同会社 あさけい

45 正会員 (株)浅商

46 正会員 (株)安里マネジメントセンター

47 正会員 (株)あさひ

48 正会員 (有)朝日印刷

49 正会員 (株)あさひ経営

50 正会員 朝日工業(株)
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

51 正会員 (有)旭製作所

52 正会員 (資)アサヒタクシー

53 正会員 (株)朝日電機

54 正会員 (株)旭堂

55 正会員 旭堂商事(株)

56 正会員 アジア石油ガス(株)

57 正会員 (有)アシスト沖縄

58 正会員 (資)安次富住宅

59 正会員 (有)あしみじ

60 正会員 (医)杏月会

61 正会員 (株)アステル

62 正会員 (医)あすなろきっず しろま小児科

63 正会員 あすなろ司法書士法人

64 正会員 (有)東建大

65 正会員 (株)東商会

66 正会員 合同会社 アセットマネジメント

67 正会員 合同会社 ATTA RYUKYU

68 正会員 (株)ＡＤｅＲ

69 正会員 (有)アドーン開発

70 正会員 (株)亜土消毒

71 正会員 (株)アドスタッフ博報堂

72 正会員 (有)アドパック

73 正会員 (有)アトレ

74 正会員 アネックス(株)

75 正会員 (有)阿波根商事

76 正会員 (株)アピアランス

77 正会員 (株)天建

78 正会員 (株)アミス

79 正会員 (株)アミティ･ジャパン

80 正会員 (有)アミューズ一日橋

81 正会員 (株)アメィジング沖縄

82 正会員 (有)天久加工所

83 正会員 (株)アメニティ

84 正会員 (有)アメニティーハイツ

85 正会員 (有)新垣

86 正会員 (株)新垣組

87 正会員 (資)新垣材木店

88 正会員 (株)新垣通商

89 正会員 (有)あらかわ

90 正会員 (有)新崎重機

91 正会員 新崎住宅(株)

92 正会員 (株)新崎土木

93 正会員 (有)アルスパレ

94 正会員 (有)アルファランド

95 正会員 アンマーフーズ(株)

96 正会員 イーエヌ建設(株)

97 正会員 (有)ＥＭ玉城牧場牛乳

98 正会員 (株)EGL OKINAWA

99 正会員 イーテック・パワー(株)

100 正会員 (株)１１２９
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

101 正会員 イー・フレス(株)

102 正会員 イオン琉球(株)

103 正会員 イカリ消毒沖縄(株)

104 正会員 (学)育英義塾学園

105 正会員 (医)育泉会

106 正会員 (株)育農産業

107 正会員 (有)池間鉄筋工業

108 正会員 (株)池宮商会

109 正会員 (有)いこい

110 正会員 (有)伊佐建設

111 正会員 合同会社 石川商会

112 正会員 合同会社 いしずえ

113 正会員 (有)イシダコーポレーション

114 正会員 (株)いしだ文栄堂

115 正会員 合同会社 伊志嶺建設

116 正会員 (医)伊集内科医院

117 正会員 (有)イスト

118 正会員 (有)泉川園芸

119 正会員 (株)泉川農園

120 正会員 (株)泉設計

121 正会員 泉水設備(株)

122 正会員 (有)伊世開發

123 正会員 (株)伊是名ブロック工業

124 正会員 (有)板馬養殖センター

125 正会員 (株)一晏建設

126 正会員 (有)一松

127 正会員 (株)いちまん会

128 正会員 一和産業(資)

129 正会員 (株)樹興業

130 正会員 (株)一級建築士事務所 斎

131 正会員 いっぽん杉(株)

132 正会員 (有)糸数商事

133 正会員 (有)糸工房

134 正会員 糸満漁業(協)

135 正会員 (株)糸満建材店

136 正会員 (有)糸満工機

137 正会員 糸満工業団地(協)

138 正会員 (有)糸満幸地

139 正会員 (株)いとまんコミュニティエフエム放送

140 正会員 (株)糸満コンクリート工業

141 正会員 (有)糸満自動車学校

142 正会員 糸満燃料(株)

143 正会員 糸満ロータリービル(名)

144 正会員 (資)糸嶺商会

145 正会員 (有)今村商会

146 正会員 (有)いやさかプランニング

147 正会員 (株)西　風

148 正会員 (株)医療設備ダイヤモンドメディカルサービス

149 正会員 イル・テソロ 合同会社

150 正会員 (株)インフィニート
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

151 正会員 イン・リンク(株)

152 正会員 (株)ウィーシャイン

153 正会員 (有)ウィズ

154 正会員 ウィリアムコーポレーション(有)

155 正会員 (有)ウイリー

156 正会員 (有)ウィルバンク

157 正会員 (株)Ｗｉｎｇ

158 正会員 (有)ウイング進学スクール

159 正会員 (有)ウエストマリン

160 正会員 (有)植竹防災

161 正会員 (有)うえはら

162 正会員 (株)上原仮設機材

163 正会員 (有)上原機械

164 正会員 (株)上原自動車

165 正会員 (有)上原重機

166 正会員 (有)上原清吉商会

167 正会員 (有)上原総合研究所

168 正会員 (有)上弘保険事務所

169 正会員 (有)ウェブキャスト･エコ

170 正会員 (株)上間菓子店

171 正会員 (有)上間空調設備

172 正会員 (有)ウェルカム

173 正会員 (株)魚友

174 正会員 (株)宇那志豆腐店

175 正会員 (株)Umi Tourism

176 正会員 (株)うるま印刷

177 正会員 (有)エアーフォートサービス

178 正会員 エアポートトレーディング(株)

179 正会員 (株)エアホテル

180 正会員 (有)永喜建設

181 正会員 エイキ物産(株)

182 正会員 (株)栄建

183 正会員 エイコー沖縄 合同会社

184 正会員 永昇商事(有)

185 正会員 合同会社 Ｈ＆Ｙエンタープライズ

186 正会員 ＨＶレンタルズ(株)

187 正会員 エイティエス(株)

188 正会員 (株)エイト産業

189 正会員 (株)エイトマン

190 正会員 ＡＨＣ(株)

191 正会員 A－CREATE 沖縄(株)

192 正会員 (株)エージーピー沖縄

193 正会員 (有)エース技研

194 正会員 (株)エービーシーサービス

195 正会員 (有)エキスパート大山

196 正会員 合同会社 エクセレントサービスジャパン

197 正会員 エコパートナー 合同会社

198 正会員 (有)Ｅｊｉｓｓａｎキャリア研究所

199 正会員 (有)エス・アイ・シー

200 正会員 ＳＳＮＢ(株)みらいづくりホーム
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

201 正会員 (株)エス・エス・ケイ

202 正会員 ＳＫＧ(株)

203 正会員 (有)エスティ通信

204 正会員 (資)エトワール食品

205 正会員 (有)エナジー

206 正会員 (株)エナジーホーム

207 正会員 (株)エヌケイ

208 正会員 税理士法人 エヌズ

209 正会員 (株)エヌ･ティ･ディ

210 正会員 (株)ＮＢ沖縄

211 正会員 エネてぃーだ琉球(株)

212 正会員 (株)ＦＡＳ

213 正会員 (株)エマオ

214 正会員 エムアイメディカル(株)

215 正会員 (株)ＭＫ

216 正会員 (有)エム・ケイ企画

217 正会員 エム・ケイ物産(株)

218 正会員 合同会社 Ｍサポート

219 正会員 (有)エムピーアイ

220 正会員 ＭＰ琉球(株)

221 正会員 (有)ＭＹコーポレーション

222 正会員 (株)エレガント食品

223 正会員 (株)エレドック沖縄

224 正会員 円水管材(株)

225 正会員 合同会社 エンゼルランプ

226 正会員 (有)オアシス

227 正会員 (株)オアシス保険事務所

228 正会員 ＯＡＳ運輸(株)

229 正会員 (有)オーエン

230 正会員 (有)オーガニックホーム

231 正会員 (株)大賀薬局

232 正会員 (株)ＯＣＳ

233 正会員 (有)大倉サッシ

234 正会員 (有)大蔵産業

235 正会員 (有)Ｏ.Ｋ建設

236 正会員 (有)オーケイ設備

237 正会員 (有)大里砕石

238 正会員 大里総合建材(株)

239 正会員 オーシャン開発(株)

240 正会員 (有)大城オートサービス

241 正会員 オオシロ商事(株)

242 正会員 (株)大城内装

243 正会員 (株)大城生コン工業

244 正会員 (有)大城ブロック工業

245 正会員 合同会社 ＯＡＳ

246 正会員 (株)大田製靴店

247 正会員 (株)OTSサービス経営研究所

248 正会員 OTS MICE MANAGEMENT(株)

249 正会員 (株)オーテック

250 正会員 (株)オートサービス慶
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

251 正会員 (有)大富設備工業

252 正会員 (株)大友

253 正会員 大友建設(株)

254 正会員 大野産業(株)

255 正会員 (株)大橋自動車販売

256 正会員 (株)オーパス

257 正会員 (株)大久

258 正会員 合同会社 open

259 正会員 (株)大政建創

260 正会員 (有)大満

261 正会員 (有)大宮工機

262 正会員 (株)大盛建設工業

263 正会員 (株)オーワン

264 正会員 合同会社 大湾洋服店　

265 正会員 オキア(株)

266 正会員 (株)沖一ハイヤー

267 正会員 (有)おきえい

268 正会員 (有)沖海工

269 正会員 (有)オキカミ

270 正会員 (株)沖教済情報サービス

271 正会員 (株)おきぎん経済研究所

272 正会員 (株)おきぎんジェーシービー

273 正会員 おきぎん証券(株)

274 正会員 おきぎんビジネスサービス(株)

275 正会員 おきぎん保証(株)

276 正会員 (株)おきぎんリース

277 正会員 (株)沖航燃

278 正会員 (株)沖幸ライン

279 正会員 (有)沖匠

280 正会員 (株)オキショウ

281 正会員 (株)沖盛警備保障

282 正会員 (株)沖設備

283 正会員 (株)沖設備商会

284 正会員 (有)オキソウ

285 正会員 (株)沖創工

286 正会員 (資)沖タクシー

287 正会員 (株)オキチク商事

288 正会員 (有)オキツウ

289 正会員 (有)オキテレホンシステム

290 正会員 (株)沖電工

291 正会員 沖電水工事(株)

292 正会員 (有)沖塗工業

293 正会員 沖縄(株)

294 正会員 (株)沖縄アイ・イーグループ

295 正会員 (株)沖縄伊藤園

296 正会員 (株)OKINAWA EVENT FACTORY

297 正会員 沖縄印刷団地(協)

298 正会員 沖縄上島珈琲(株)

299 正会員 (株)沖縄映像センター

300 正会員 おきなわエコ開発(株)
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

301 正会員 (株)沖縄エジソン

302 正会員 沖縄NXエアカーゴサービス(株)

303 正会員 (有)沖縄ＯＡセンター

304 正会員 Okinawa Office(株)

305 正会員 (株)沖縄海邦銀行

306 正会員 合同会社 沖縄科学教材社

307 正会員 (株)沖縄学販

308 正会員 沖縄ガス(株)

309 正会員 (有)沖縄ガス圧接

310 正会員 (株)沖縄ガスニューパワー

311 正会員 沖縄ガスリビング(株)

312 正会員 (有)沖縄化製工業

313 正会員 沖縄環境企画(株)

314 正会員 (株)沖縄環境サプライ

315 正会員 沖縄環境緑化(株)

316 正会員 (一財)沖縄観光コンベンションビューロー

317 正会員 沖縄キーコーヒー(株)

318 正会員 (株)沖縄機械整備

319 正会員 (株)沖縄教弘

320 正会員 (社福)おきなわ共生会

321 正会員 沖縄協同ガス(株)

322 正会員 (株)沖縄教販

323 正会員 (株)沖縄銀行

324 正会員 沖縄空輸(株)

325 正会員 (株)沖縄クローバー

326 正会員 合同会社 沖縄経営管理

327 正会員 おきなわ経営サポート(株)

328 正会員 (株)沖縄経営システム

329 正会員 沖縄鶏卵販売(株)

330 正会員 沖縄ゲートウェイ(株)

331 正会員 沖縄県印刷工業組合

332 正会員 沖縄県学校生活(協)

333 正会員 沖縄県学校用品(株)

334 正会員 (一社)沖縄県官公庁労働者共済会

335 正会員 (一社)沖縄県教職員共済会

336 正会員 沖縄県車海老漁業(協)

337 正会員 沖縄県建設副産物事業(協)

338 正会員 (公財)沖縄県交通安全協会連合会

339 正会員 (株)沖縄建材

340 正会員 (一社)沖縄県サイクルツーリズム推進協会

341 正会員 (一社)沖縄県指定自動車学校協会

342 正会員 (一財)沖縄県社会保険協会

343 正会員 (株)沖縄県食肉センター

344 正会員 沖縄県書店商業組合

345 正会員 (社福)沖縄県身体障害者福祉協会

346 正会員 (公社)沖縄県宅地建物取引業協会

347 正会員 沖縄県たばこ耕作組合

348 正会員 沖縄建築確認検査センター(株)

349 正会員 沖縄県畜産副生物加工(協)

350 正会員 沖縄県厨房排水処理事業(協)
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

351 正会員 (一社)沖縄県電気管工事業協会

352 正会員 沖縄県土地開発公社

353 正会員 沖縄県農業(協)

354 正会員 (一社)沖縄県ハイヤー・タクシー協会

355 正会員 (株)沖縄県物産公社

356 正会員 (株)沖縄県不動産会館

357 正会員 (公財)沖縄県防犯協会連合会

358 正会員 (一社)沖縄県薬剤師会

359 正会員 沖縄県酪農農業(協)

360 正会員 沖縄県労働金庫

361 正会員 沖縄港運(株)

362 正会員 (株)沖縄工業

363 正会員 (有)沖縄港油

364 正会員 沖縄古賀防水工業(株)

365 正会員 (株)沖縄コングレ

366 正会員 沖縄サニタリー(株)

367 正会員 沖縄三和シヤッター(株)

368 正会員 (有)沖縄式典プランニング

369 正会員 (株)沖縄敷物商会

370 正会員 (資)沖縄時事出版

371 正会員 (有)沖縄磁探総業

372 正会員 (株)沖縄酒販

373 正会員 (株)沖縄商会

374 正会員 沖縄乗用自動車事業(協)

375 正会員 (有)沖縄職洗機販売

376 正会員 沖縄食鶏加工(株)

377 正会員 沖縄スズキ(株)

378 正会員 沖縄スパイラル鋼管(株)

379 正会員 沖縄製糖(株)

380 正会員 沖縄製粉(株)

381 正会員 沖縄製本(株)

382 正会員 沖縄税理士(協)

383 正会員 (株)沖縄ＳＥＩＷＡサービス

384 正会員 沖縄セルラー電話(株)

385 正会員 (一財)沖縄船員厚生協会

386 正会員 (株)沖縄船食

387 正会員 (株)沖縄総合給食

388 正会員 (有)沖縄総合建設

389 正会員 (株)沖縄総合貿易

390 正会員 沖縄創設(株)

391 正会員 沖縄第一倉庫(株)

392 正会員 沖縄タイキ(株)

393 正会員 (株)沖縄タイムス社

394 正会員 (株)沖縄大洋工芸

395 正会員 (株)沖縄旅クラブ

396 正会員 (株)沖縄地所鑑定

397 正会員 沖縄中央卸市場(株)

398 正会員 沖縄中央魚類(株)

399 正会員 (有)沖縄長生薬草本社

400 正会員 合同会社 沖縄チョコ工房
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

401 正会員 沖縄通信ネットワーク(株)

402 正会員 沖縄ツーリスト(株)

403 正会員 沖縄ツーリストホールディングス(株)

404 正会員 (資)沖縄つやげん

405 正会員 (株)沖縄庭芸

406 正会員 (有)沖縄デイリーフーズ

407 正会員 (株)沖縄テクノクリエイト

408 正会員 沖縄テレビ放送(株)

409 正会員 (資)沖縄テレホン商会

410 正会員 (一財)沖縄電気保安協会

411 正会員 沖縄電興(株)

412 正会員 (有)沖縄電装産業

413 正会員 (資)沖縄陶販

414 正会員 沖縄道路メンテナンス(株)

415 正会員 (株)沖縄トータル工業

416 正会員 (株)沖縄トータルサービス

417 正会員 沖縄特産販売(株)

418 正会員 (株)沖縄特電

419 正会員 (有)沖縄都市交通サービスセンター

420 正会員 (有)沖縄土質研究所

421 正会員 沖縄都市モノレール(株)

422 正会員 沖縄土地住宅(株)

423 正会員 (株)沖縄トロピカルバイオ

424 正会員 沖縄ナブコ(株)

425 正会員 沖縄生麺協同組合

426 正会員 (有)沖縄南國ハウス

427 正会員 (株)沖縄日本管財

428 正会員 おきなわの不動産家さん(株)

429 正会員 オキナワパウダーフーズ(株)

430 正会員 沖縄バス(株)

431 正会員 (株)沖縄パナコムシステム

432 正会員 沖縄パナソニック特機(株)

433 正会員 (有)沖縄花火

434 正会員 (株)おきなわ晴家

435 正会員 沖縄ピーシー(株)

436 正会員 沖縄ビジネスフォーム(株)

437 正会員 沖縄日野自動車(株)

438 正会員 沖縄ビル管理(株)

439 正会員 (名)おきなわファミリーランド

440 正会員 (株)沖縄フキ

441 正会員 沖縄福山通運(株)

442 正会員 沖縄富士芝機工(株)

443 正会員 (株)沖縄物理カイケン

444 正会員 (株)沖縄不動産

445 正会員 (株)沖縄プラスチック産業

446 正会員 (有)沖縄ブルータス

447 正会員 おきなわ米販(株)

448 正会員 沖縄ペイント(株)

449 正会員 沖縄保育事務サポート 合同会社

450 正会員 (株)沖縄ボイラエンジニアリング
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

451 正会員 沖縄法建(株)

452 正会員 沖縄ポスタルサービス(株)

453 正会員 (株)沖縄ホテルマネジメント

454 正会員 沖縄メディックス(株)

455 正会員 (株)おきなわ屋

456 正会員 沖縄郵便逓送(株)

457 正会員 (株)沖縄ユニホーム

458 正会員 (有)沖縄養鶏社

459 正会員 (株)沖縄用地測量設計

460 正会員 沖縄ヨコハマタイヤ(株)

461 正会員 沖縄リビック(株)

462 正会員 沖縄菱電ビルシステム(株)

463 正会員 (資)沖縄リンレイ

464 正会員 (有)沖南建設

465 正会員 (株)沖橋エンジニアリング

466 正会員 沖菱コンピュータ(株)

467 正会員 (株)沖広開発

468 正会員 (株)沖明

469 正会員 (有)オギメディカル

470 正会員 (株)オキランド

471 正会員 (株)オキローボ

472 正会員 (株)オクト管理

473 正会員 (株)奥原電設

474 正会員 (株)オスカル

475 正会員 (株)お茶の木

476 正会員 (株)おなが運輸

477 正会員 (株)オネストワン

478 正会員 (株)オフィス金城

479 正会員 (株)オフィスプラス

480 正会員 合同会社 オフィスＲｙｏ

481 正会員 (有)オフィスりょう次

482 正会員 (株)親川鋼業

483 正会員 (株)親田物流

484 正会員 (有)親泊木工

485 正会員 オリオン電機(株)

486 正会員 (株)オリジン建設

487 正会員 (株)オリンズ

488 正会員 オロク商会(株)

489 正会員 (資)小禄貿易商事　　

490 正会員 (株)Ｃａｒ－Ｉｓｌａｎｄ

491 正会員 合同会社 カーシャンバー

492 正会員 海銀リース(株)

493 正会員 (有)かいせい鋼業

494 正会員 (株)カイ総合設備

495 正会員 (有)開拓

496 正会員 (有)かいなん花輪

497 正会員 (株)海邦総研

498 正会員 海邦テクノ(株)

499 正会員 (有)海邦ベンダー工業

500 正会員 海洋産業(株)
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

501 正会員 (株)嘉数グラビヤ

502 正会員 (株)嘉数重工

503 正会員 (資)角萬漆器

504 正会員 (社福)がじまる福祉会

505 正会員 嘉新琉球 COLLECTIVE(株)

506 正会員 (株)花水園

507 正会員 (有)和産業

508 正会員 (株)和シャッター沖縄

509 正会員 (株)数不動産

510 正会員 (株)ＧＡＳＰＥ

511 正会員 (有)勝冷凍

512 正会員 (有)かなえ設計

513 正会員 (株)カネゲン

514 正会員 (資)カネコ商事

515 正会員 (有)兼城設備工業

516 正会員 (有)金智建興

517 正会員 (有)カネトモ産業

518 正会員 金秀建設(株)

519 正会員 金秀事業(協)

520 正会員 (株)かねひで総合研究所

521 正会員 金秀バイオ(株)

522 正会員 金秀ホールディングス(株)

523 正会員 金秀琉球ファシリティーズ(株)

524 正会員 (株)カネマサミート

525 正会員 (有)金泰工業

526 正会員 (株)カノン

527 正会員 (株)カミチ

528 正会員 (有)神原三洋

529 正会員 (有)神谷産業

530 正会員 (株)カリタス

531 正会員 (株)かりゆし

532 正会員 (有)かりゆし製麩

533 正会員 (株)川上塗装

534 正会員 (株)川平土木

535 正会員 (有)環衛開発

536 正会員 (株)環境技建ウエーブ

537 正会員 (有)環境クリーン開発

538 正会員 (株)カンク

539 正会員 (株)関西総合ビル管理

540 正会員 (有)義空間設計工房

541 正会員 (有)キク商会

542 正会員 (有)菊の露

543 正会員 (株)技建

544 正会員 (有)技研管理

545 正会員 岸本不動産(株)

546 正会員 (社福)喜寿会

547 正会員 (株)輝水

548 正会員 (株)キスミットドア

549 正会員 (有)木原商会

550 正会員 (有)儀武組
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

551 正会員 (株)キャット＆高良

552 正会員 (株)ＧＡＢ

553 正会員 (有)喜屋武商店

554 正会員 (株)きゃん電研

555 正会員 (有)牛庵

556 正会員 (株)９１８

557 正会員 久建工業(株)

558 正会員 (株)求職者支援センター

559 正会員 (株)球陽館ホテルズおきなわ

560 正会員 共栄運輸(株)

561 正会員 (有)共栄ガススタンド

562 正会員 共栄興業(株)

563 正会員 (株)キョウシン開発

564 正会員 (有)協進技研

565 正会員 (有)協進食品

566 正会員 (有)共盛リース

567 正会員 (株)京都屋

568 正会員 (株)鏡原組

569 正会員 鏡原産業(株)

570 正会員 (資)協和

571 正会員 (株)共和技研

572 正会員 (株)京和土建

573 正会員 共和ペイント(株)

574 正会員 (株)共和ホーム

575 正会員 (株)喜楽

576 正会員 きらび住宅(株)

577 正会員 (株)きらり電設

578 正会員 (株)極カンパニー

579 正会員 (株)近畿日本ツーリスト沖縄

580 正会員 (有)金城印刷

581 正会員 (株)金城キク運輸

582 正会員 (株)金城キク商会

583 正会員 (株)金城組

584 正会員 (有)金城建設

585 正会員 (有)金城材木店

586 正会員 (有)金城酒店

587 正会員 (資)金城商会

588 正会員 (有)金星電設

589 正会員 (有)近代

590 正会員 (有)金龍飯店

591 正会員 (有)クイック

592 正会員 (株)空港不動産

593 正会員 (株)ククルビジョン

594 正会員 (有)具志頭給油所

595 正会員 (株)具志堅建築設計事務所

596 正会員 久高海運(名)

597 正会員 グッドカーライフ(株)

598 正会員 (株)邦エンジニアリング

599 正会員 (株)国建

600 正会員 (株)国建システム
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

601 正会員 合同会社 クニシ

602 正会員 國仲勝則 税理士事務所

603 正会員 (資)国吉商会

604 正会員 (株)国吉ミシン店

605 正会員 (資)久保田電設工業

606 正会員 (株)くみき

607 正会員 久米島製糖(株)

608 正会員 久米商船(株)

609 正会員 久米仙酒造(株)

610 正会員 (株)久米電装

611 正会員 (一社)久米梁氏呉江会

612 正会員 (有)久茂地

613 正会員 (有)久茂地宅建

614 正会員 久茂地都市開発(株)

615 正会員 (有)倉

616 正会員 クラウドライク(株)

617 正会員 (株)クリードエクスパンド

618 正会員 (有)グリーンアルファ

619 正会員 (有)クリエイトハウジング

620 正会員 (有)グレイトイースト

621 正会員 (株)グレイトヴォヤージュ

622 正会員 (有)呉開発

623 正会員 税理士法人 グローアップサポート

624 正会員 (有)グローイングサービス

625 正会員 (株)グローブ

626 正会員 (株)クロックワーク

627 正会員 (株)黒船

628 正会員 (株)黒丸宗

629 正会員 (株)ケアサービス沖縄

630 正会員 (株)ケア琉球

631 正会員 (有)Ｋ＆Ｍ OFFICE

632 正会員 (有)ケイエイ工設

633 正会員 (株)ＫＯＭ管財

634 正会員 (有)ケイ・ティ・ハウジングカンパニー

635 正会員 (学)ＫＢＣ学園

636 正会員 (有)堅企画

637 正会員 (株)ＧＥＮコーポレーション

638 正会員 (社福)憲寿会

639 正会員 (株)建全

640 正会員 (有)建造

641 正会員 (有)建築構造研究所

642 正会員 (医)健美会

643 正会員 (有)ケンロク商事

644 正会員 (株)コア

645 正会員 (株)公益社

646 正会員 (有)合商産業

647 正会員 (有)興仁

648 正会員 (株)広宣

649 正会員 (有)広拓

650 正会員 (有)興南電設
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

651 正会員 光文堂コミュニケーションズ(株)

652 正会員 光文堂ロジスティクス(株)

653 正会員 (株)光邦開発

654 正会員 公民連携沖縄(株)

655 正会員 (株)光用塗装

656 正会員 (株)光菱

657 正会員 (有)コウリョウコーポレーション

658 正会員 (資)こうわ

659 正会員 (有)広和

660 正会員 (有)光和エンジニアリング

661 正会員 (株)コーケン

662 正会員 (株)コーディ・プロ

663 正会員 (株)コービック

664 正会員 ゴールデン・ゲート(株)

665 正会員 (有)国際経営研究所

666 正会員 国際建設(株)

667 正会員 (株)国際システム

668 正会員 (株)国際パーキング

669 正会員 (株)国際旅行社

670 正会員 (有)国際旅行社南部

671 正会員 (株)国土鑑定センター

672 正会員 (株)國場組

673 正会員 (株)国場建機

674 正会員 (有)古蔵工業

675 正会員 古蔵住宅(有)

676 正会員 (有)互光管材

677 正会員 (株)コステック

678 正会員 (学)ゴスペル学園ゴスペル幼稚園

679 正会員 (株)コスモ総業

680 正会員 (有)寿興業

681 正会員 (資)ことぶき産業

682 正会員 (有)寿ランド

683 正会員 (株)コノ街デザイン

684 正会員 (株)古波蔵組

685 正会員 (有)古波蔵薬品

686 正会員 (資)呉服の丸千

687 正会員 (株)呉屋組

688 正会員 (株)呉屋建設

689 正会員 (資)呉屋商会

690 正会員 (有)サークルエヌ

691 正会員 (株)サヴィー沖縄

692 正会員 サウスホーム(株)

693 正会員 (有)サエキ

694 正会員 (有)栄開発

695 正会員 先嶋建設(株)

696 正会員 (有)咲尚建設

697 正会員 (有)さくらエンジニアリング

698 正会員 (株)桜電機工業

699 正会員 (株)サザンプラント

700 正会員 (有)佐敷工業
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

701 正会員 (株)さし草屋

702 正会員 (株)さちばるの庭

703 正会員 (株)幸不動産

704 正会員 (医)さつき会 さつき歯科クリニック

705 正会員 (有)佐藤アルミ建材

706 正会員 (有)座波電気工事

707 正会員 (有)サポート＆パートナー

708 正会員 (株)ざまみダンボール

709 正会員 合同会社 サムサ

710 正会員 (有)サン印刷

711 正会員 (有)三栄技研

712 正会員 (有)三栄洋行

713 正会員 (有)サンエス

714 正会員 (名)サンキ

715 正会員 (有)三共金物

716 正会員 サンキョウ商事(資)

717 正会員 (有)三共設備工業

718 正会員 (株)サンクス沖縄

719 正会員 (株)サンクスコーポレーション

720 正会員 サンクスラボ(株)

721 正会員 (有)三玄

722 正会員 (有)三工興業設備

723 正会員 (有)サンコーポレーション

724 正会員 SunSeaN.(株)

725 正会員 (株)サンジョウ

726 正会員 (株)サン食品

727 正会員 (株)三晴

728 正会員 (有)三誠設備

729 正会員 (有)サンテラス

730 正会員 (有)サンファミリー

731 正会員 (有)三友

732 正会員 (株)山洋開発

733 正会員 (株)サンライト

734 正会員 (株)サンレー

735 正会員 (有)三和建材

736 正会員 三和交通(株)

737 正会員 (有)サンワ産業

738 正会員 (有)三和総合設計

739 正会員 (株)シーアンドケイ

740 正会員 (株)Ｃ＆Ｃアソシエイツ

741 正会員 (株)ＧＨコーポレーション

742 正会員 (有)ジーエーツー設計

743 正会員 (有)シー･エム･シー

744 正会員 (有)ジーエンドティー

745 正会員 (株)ＣＣＳ

746 正会員 (株)ジーセットメディカル

747 正会員 (有)シーティーエス

748 正会員 合同会社 CT.彩成 ~SAINAS~

749 正会員 (株)ジーバート東部

750 正会員 (株)Ｇ･プランニング
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

751 正会員 (有)ジーワイコーポレーション

752 正会員 (株)ＪＡおきなわビジネスサービス

753 正会員 (株)ジェイシーシー

754 正会員 (株)ＪＴＢ沖縄

755 正会員 (株)ＪＰコーポレーション

756 正会員 (株)Ｊ-ＭＯＲＥ

757 正会員 (有)ジェイ旅行サービス

758 正会員 ジェフ沖縄(株)

759 正会員 (株)四季彩ペイント

760 正会員 (有)四季島モータース

761 正会員 (株)しげる屋商会

762 正会員 (株)システムウィング

763 正会員 (有)システム・エッグ

764 正会員 (有)システムハウス

765 正会員 (資)漆工

766 正会員 (株)島

767 正会員 (有)島一産業

768 正会員 (有)嶋建設

769 正会員 (株)島酒家

770 正会員 (有)島産業不動産

771 正会員 (株)しまのや沖縄コールセンター

772 正会員 (有)島袋瓦工場

773 正会員 合同会社 ＳＩＭＯＮＳ

774 正会員 (資)ジャイアンツタクシー

775 正会員 (有)ジャッキーステーキハウス

776 正会員 (株)謝花組

777 正会員 (株)ジャンボツアーズ

778 正会員 (株)秀建工業

779 正会員 首里サービス(株)

780 正会員 守礼観光開発(株)

781 正会員 (株)守礼カントリークラブ

782 正会員 (株)守礼堂

783 正会員 (株)ジョイ・エス

784 正会員 (株)ジョイントハウス

785 正会員 (株)ジョインホーム

786 正会員 (有)昇栄産業

787 正会員 (株)尚円会

788 正会員 (株)祥開発

789 正会員 (株)翔コピーセンター

790 正会員 (医)城南会

791 正会員 尚平工業(株)

792 正会員 (有)昭和ガス

793 正会員 (株)尚輪興建

794 正会員 (有)祥和産業

795 正会員 (有)昭和紙販

796 正会員 (株)昭和制作

797 正会員 昭和ドア(有)

798 正会員 (資)昭和物産

799 正会員 (株)白石

800 正会員 (有)ジランバ屋
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

801 正会員 (株)シルバーサポートでいご

802 正会員 (有)城圧送

803 正会員 (株)次郎屋かまぼこ

804 正会員 (株)城田設備

805 正会員 (有)白バラ洋菓子店

806 正会員 (株)城間材木店

807 正会員 (資)城間商店

808 正会員 (有)新

809 正会員 (有)慎

810 正会員 新糸満造船(株)

811 正会員 新栄通商店街振興組合

812 正会員 (株)新沖縄重布

813 正会員 (株)新企業

814 正会員 (株)新紀工業

815 正会員 (株)信吉組

816 正会員 (株)新共電気工業

817 正会員 (有)仁組

818 正会員 (株)新建

819 正会員 (有)慎・建装

820 正会員 (株)新建宅

821 正会員 (有)シンコウ

822 正会員 (株)シンコウ

823 正会員 (有)新光

824 正会員 (株)しんこうエンジニアリング

825 正会員 (有)信幸組

826 正会員 (資)伸幸産業

827 正会員 新光産業(株)

828 正会員 (有)新高システムズ

829 正会員 (株)信恒商事

830 正会員 シンコウテック(株)

831 正会員 (株)人材派遣センターオキナワ

832 正会員 人財パワー(株)

833 正会員 (医)新里歯科医院

834 正会員 (有)新里商会

835 正会員 (株)新伸興業

836 正会員 (株)新世紀システムズ

837 正会員 (株)新正組

838 正会員 (株)真誠建装

839 正会員 (有)慎誠海苔店

840 正会員 (株)新鮮市場 旬

841 正会員 (株)真宣組’

842 正会員 (有)新都開発

843 正会員 (医)真徳会 沖縄メディカル病院

844 正会員 (株)仁智

845 正会員 (有)新長堂土木

846 正会員 (株)シンパドー

847 正会員 合同会社 Simple

848 正会員 (株)新三施工

849 正会員 (株)Ｊｉｎ みやしろオフィス

850 正会員 (有)新芽開発
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

851 正会員 (資)真陽商会

852 正会員 しんらい経営(有)

853 正会員 (株)しんれんリース

854 正会員 (株)眞和圧送

855 正会員 (医)信和会 沖縄第一病院

856 正会員 (有)伸和開発

857 正会員 (有)スイケン

858 正会員 水寿会ユニティー(株)

859 正会員 (医)水晶会 安里眼科

860 正会員 (株)水渉工業

861 正会員 (有)水実

862 正会員 末広商事(株)

863 正会員 (株)スカイ企画

864 正会員 (株)スカイツアーズ

865 正会員 (株)スケヨシ

866 正会員 スター沖縄(株)

867 正会員 (株)Style K2

868 正会員 (有)スタプランニング

869 正会員 (株)ステージングアップ沖縄

870 正会員 (有)ステップバイステップ

871 正会員 (資)ストリーム

872 正会員 (有)砂川会計事務所

873 正会員 (有)砂川商事

874 正会員 (有)砂辺無線

875 正会員 (有)昴工業

876 正会員 (有)スペースデザイン BOX

877 正会員 (有)すまいの大進

878 正会員 ３５コーヒードットコム(株)

879 正会員 (株)スワロー

880 正会員 (医)誠愛会

881 正会員 (資)清栄荘

882 正会員 (有)成華開発

883 正会員 (株)誠真

884 正会員 (有)セイシン住興

885 正会員 (学)成道学園

886 正会員 西武タクシー(株)

887 正会員 (株)せいほう

888 正会員 (医)晴明会

889 正会員 税理士法人 さくら

890 正会員 (医)誠和会

891 正会員 (有)誠和実業

892 正会員 (有)清和電気

893 正会員 (株)積徳商事

894 正会員 セコムスタティック琉球(株)

895 正会員 セコム琉球(株)

896 正会員 (株)瀬底土建

897 正会員 (有)セゾン社

898 正会員 (株)設備研究所

899 正会員 (有)セドナ

900 正会員 (株)ＺＥＲＱ
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

901 正会員 (株)セレクト産業

902 正会員 (株)禅自動車サービス

903 正会員 (株)ゼンショウトレーディング

904 正会員 (株)善太郎組

905 正会員 セントラルビル管理(株)

906 正会員 (株)ゼンリンインターマップ

907 正会員 総合機材(株)伊敷工具店

908 正会員 (株)総合経営コンサルタント

909 正会員 (株)総合計画設計

910 正会員 総合紙器(株)

911 正会員 (株)総合資材

912 正会員 (株)総合ビル管理

913 正会員 合同会社 総合リサイクル商事

914 正会員 (有)宗信物産

915 正会員 (株)聰邦

916 正会員 (株)創和ビジネス・マシンズ

917 正会員 ソーエイドー(株)

918 正会員 (株)祖慶電設工業

919 正会員 (株)そわか商貿

920 正会員 (有)孫秀

921 正会員 (医)タートル

922 正会員 (株)第一医療器

923 正会員 第一印刷(株)

924 正会員 (株)第一機行

925 正会員 (株)第一三興建設

926 正会員 (有)第一志摩ビル

927 正会員 (資)第一設備

928 正会員 第一総業(株)

929 正会員 第一荷役運送(株)

930 正会員 大栄空輸(株)

931 正会員 (株)大栄交通

932 正会員 (有)大栄住宅

933 正会員 (有)大永電設

934 正会員 (株)大海設備

935 正会員 (有)大開発

936 正会員 (株)大寛組

937 正会員 (株)大輝　

938 正会員 大鏡建設(株)

939 正会員 (株)大鉱

940 正会員 (有)大幸商事

941 正会員 (株)大光総建

942 正会員 (有)ダイショウコーポレーション

943 正会員 大晋建設(株)

944 正会員 (株)大眞商会

945 正会員 (株)大成

946 正会員 (有)タイセイ

947 正会員 (株)大成技研

948 正会員 (有)タイセイ産業

949 正会員 (株)大生商事

950 正会員 (株)大生通信
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

951 正会員 (有)大晴ハウジング

952 正会員 (有)大成ファミリー

953 正会員 (有)大地建設

954 正会員 (宗)大典寺

955 正会員 大同火災海上保険(株)

956 正会員 大同火災ビジネスパートナーズ(株)

957 正会員 大東糖業(株)

958 正会員 (株)ダイドーリース

959 正会員 大南タクシー(株)

960 正会員 (有)だいにちシール

961 正会員 大宝建設(株)

962 正会員 大保商事(株)

963 正会員 (有)大松産業

964 正会員 (株)タイムスアドネクスト

965 正会員 (株)タイムス住宅新聞社

966 正会員 (株)太陽システム沖縄

967 正会員 (株)大洋堂ジュエリー

968 正会員 (株)大米建設

969 正会員 (株)タイラ

970 正会員 (有)タイラ衛生社

971 正会員 (株)平良商会

972 正会員 (株)平良断熱防水工業

973 正会員 (株)タイラトレイディングカンパニー

974 正会員 タイラホールディングス(株)

975 正会員 (有)平良洋酒店

976 正会員 (有)大和工業

977 正会員 (有)ダイワ冷熱システム

978 正会員 (有)たお

979 正会員 (有)高蔵住宅

980 正会員 (有)高平建設

981 正会員 (株)タカミ

982 正会員 (有)タカラ

983 正会員 合同会社 髙良広告

984 正会員 (有)拓商

985 正会員 (有)拓商セレモニーサービス

986 正会員 拓鐵事業(協)

987 正会員 (株)拓電工

988 正会員 拓南本社(株)

989 正会員 (株)匠エンジニアリング

990 正会員 (有)健開発

991 正会員 (株)武産業

992 正会員 (有)たけ事務

993 正会員 (有)たけちゃんほーむ

994 正会員 (株)武村石材建設

995 正会員 (株)竹村内装

996 正会員 (有)匡コーポレーション

997 正会員 (株)匡設計事務所

998 正会員 (株)立川フードサービス

999 正会員 (有)ＴＡＣ

1000 正会員 (株)田中商店
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1001 正会員 楽しいメディアカンパニーOKINAWA 合同会社

1002 正会員 (有)田端設備工業

1003 正会員 (有)タフ住研

1004 正会員 (株)玉城園地

1005 正会員 (株)玉キ米屋ビル

1006 正会員 ＴＡＭＡＫＩセントラルミユージック(株)

1007 正会員 環ハウス(株)

1008 正会員 タマキホーム(株)

1009 正会員 (株)玉・クリーンサービス

1010 正会員 Ｔａｍａシステムサポート(株)

1011 正会員 (資)玉商

1012 正会員 (有)たましろ建設

1013 正会員 (有)玉電エンジニア

1014 正会員 (医)玉福 空と海とクリニック

1015 正会員 (株)玉寄美容商事

1016 正会員 (有)田港経営計算センター

1017 正会員 (株)タム

1018 正会員 (資)田良島商店

1019 正会員 (株)知栄

1020 正会員 (有)地下計測

1021 正会員 (株)千草物産

1022 正会員 (有)知名商事

1023 正会員 知念漁業(協)

1024 正会員 (有)知念木工

1025 正会員 (医)地の塩会 なかまクリニック

1026 正会員 (有)茅原書藝會

1027 正会員 (有)チャーリー

1028 正会員 (株)中央医療器

1029 正会員 中央警備保障(株)

1030 正会員 (株)中央設備

1031 正会員 (株)中央ツーリスト

1032 正会員 忠孝酒造(株)

1033 正会員 (株)中古車.com

1034 正会員 (株)中小企業経営センター

1035 正会員 (有)美ら風とみぐすく

1036 正会員 美ら島債権回収(株)

1037 正会員 ちゅらゆ～な(株)

1038 正会員 (有)長光電気空調設備

1039 正会員 (有)チロリンチャイルドスクール

1040 正会員 (資)津嘉山タクシー

1041 正会員 (株)津嘉山自動車学校

1042 正会員 (株)津嘉山プロパン

1043 正会員 (資)つきしろ交通

1044 正会員 (資)辻スーパー

1045 正会員 (有)つつみ

1046 正会員 (株)つねひで産業

1047 正会員 (有)壺川自動車学校

1048 正会員 (株)壷川ビル管理

1049 正会員 壺屋陶器事業(協)

1050 正会員 (一社)つむぐ
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1051 正会員 (有)ティアイティコーポレーション

1052 正会員 ティーアールピージャパン(株)

1053 正会員 (株)ティーオーシー

1054 正会員 (株)ティーシー

1055 正会員 (株)ディーズプランニング

1056 正会員 (有)てぃーだ沖縄

1057 正会員 (有)ティーダネットカンパニー

1058 正会員 (株)ＤＴＮインベストメンツ

1059 正会員 (株)ディーディーコンセプト

1060 正会員 (株)ディー・プランニング沖縄

1061 正会員 (有)ティ・エス

1062 正会員 (有)てぃえむOFFICE

1063 正会員 ＴＭＣ沖縄販売(株)

1064 正会員 (有)ＴＫＣ福コンピューターセンター

1065 正会員 (株)でいごフーズ

1066 正会員 (有)ティダエステート

1067 正会員 (有)ティディエスアンツ

1068 正会員 (株)Ｔ･Ｙコーポレーション

1069 正会員 (株)ティンミー

1070 正会員 (有)デーコム

1071 正会員 テトラメイク(株)

1072 正会員 (有)照喜名製麺所

1073 正会員 (有)照重産業

1074 正会員 (株)照正組

1075 正会員 (株)照屋住宅

1076 正会員 (株)照屋土建

1077 正会員 (有)照屋木工所

1078 正会員 (社福)転生会

1079 正会員 (有)てんてこまい

1080 正会員 (有)天龍

1081 正会員 (有)桃源境沖縄

1082 正会員 (名)東光タクシー

1083 正会員 (有)東信開発

1084 正会員 (株)東真工業

1085 正会員 (株)桃原農園

1086 正会員 (株)東部電気土木

1087 正会員 (株)東部土建

1088 正会員 (有)とうまタウンパーキング

1089 正会員 (株)當間電工

1090 正会員 (社福)トゥムヌイ福祉会

1091 正会員 (有)とうめ

1092 正会員 (有)當銘興産

1093 正会員 (資)当銘産業

1094 正会員 (有)当山瓦工場

1095 正会員 (有)當山商事

1096 正会員 (資)東洋安全機材

1097 正会員 (株)東陽エンジニヤリング

1098 正会員 (株)東洋企画印刷

1099 正会員 (有)東洋商会

1100 正会員 (株)東洋土木工業
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1101 正会員 (株)東洋ハウジング

1102 正会員 東陽バス(株)

1103 正会員 (有)東和技研

1104 正会員 (有)トータルケア 結

1105 正会員 トーマ産業(株)

1106 正会員 (有)渡嘉敷商会

1107 正会員 (株)渡嘉敷商店

1108 正会員 ときわ交通(資)

1109 正会員 (株)トクシュ

1110 正会員 (医)徳洲会

1111 正会員 (株)徳田内装

1112 正会員 (株)德松産業

1113 正会員 (株)徳村住設

1114 正会員 (株)都市建築設計

1115 正会員 (有)ドッグスハンド

1116 正会員 徳君(株)

1117 正会員 (有)トップ企画

1118 正会員 (株)渡南エンジニアリング

1119 正会員 (有)トピーコーポレーション

1120 正会員 (株)トピービューティ

1121 正会員 泊ふ頭開発(株)

1122 正会員 (株)トミコン

1123 正会員 (株)とみしろ建材

1124 正会員 (株)とみしろ建設

1125 正会員 トミシロ建装(株)

1126 正会員 (株)豊見城ゴルフ練習場

1127 正会員 合同会社 とみはら産業

1128 正会員 (株)とみむら

1129 正会員 (株)トモエ

1130 正会員 (株)トモキョウ

1131 正会員 (株)トモ建設工業

1132 正会員 (有)トモ住建

1133 正会員 (有)朝電気

1134 正会員 (有)友寄ラジオ商会

1135 正会員 (有)とよさき

1136 正会員 (有)豊島建産

1137 正会員 (株)トヨタレンタリース沖縄

1138 正会員 豊橋自動車(株)

1139 正会員 (株)豊原運送

1140 正会員 (有)豊秀興業

1141 正会員 (有)豊平ステンレス工業

1142 正会員 とよみ税理士法人

1143 正会員 (有)とよみメンテナンス

1144 正会員 (株)トラステック

1145 正会員 (株)トラスト工業

1146 正会員 (株)トラストホーム

1147 正会員 (株)トラベルレンタカー

1148 正会員 (株)DREAM TAKE

1149 正会員 合同会社 トリプルゼンシン

1150 正会員 (株)トリム
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1151 正会員 (有)トレジャーハウス

1152 正会員 (株)トロピカル・グリーン設計

1153 正会員 (株)ナガイ産業

1154 正会員 (有)永井電機

1155 正会員 (有)仲尾次三味線なんでも屋

1156 正会員 (有)仲座建設

1157 正会員 (有)仲座工業所

1158 正会員 (有)仲里園芸

1159 正会員 (株)仲里ペイント

1160 正会員 (有)なかそね

1161 正会員 (有)ナカダ

1162 正会員 (株)仲田建材

1163 正会員 (有)長田電気設備

1164 正会員 (有)ナカハウジング

1165 正会員 (医)長濱歯科医院

1166 正会員 (株)仲弘

1167 正会員 (株)長嶺産業

1168 正会員 (株)長嶺商会

1169 正会員 (有)ナガミネ商事

1170 正会員 長嶺青果(株)

1171 正会員 (株)なかむら

1172 正会員 (有)仲村組

1173 正会員 (株)中村興業

1174 正会員 仲村産業(株)

1175 正会員 (有)仲村自動車整備工場

1176 正会員 (株)なかむら食品

1177 正会員 (株)ナカモト

1178 正会員 (株)なかもと菓子店

1179 正会員 (株)仲本不動産鑑定研究所

1180 正会員 (有)長盛産業

1181 正会員 (有)名嘉山重建

1182 正会員 (有)永吉豆腐加工所

1183 正会員 (有)和モア

1184 正会員 ナショナルタクシー(資)

1185 正会員 (株)ナシロ防水塗装

1186 正会員 (有)ナニワ商事

1187 正会員 (一社)那覇青色申告会

1188 正会員 那覇エアポートエンジニアリング(株)

1189 正会員 なはエネルギー(株)

1190 正会員 (株)那覇王冠

1191 正会員 那覇環境開発(有)

1192 正会員 那覇魚類(株)

1193 正会員 那覇空港貨物ターミナル(株)

1194 正会員 那覇空港ビルディング(株)

1195 正会員 那覇鋼材(株)

1196 正会員 (一社)那覇市医師会

1197 正会員 那覇市国際通り商店街振興組合連合会

1198 正会員 (有)ナハジムキ

1199 正会員 弁護士法人 那覇綜合

1200 正会員 那覇総合ガス(株)
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1201 正会員 那覇総合設備(株)

1202 正会員 (有)那覇相互清掃

1203 正会員 (株)那覇タグサービス

1204 正会員 (株)那覇調剤センター

1205 正会員 那覇電気工事業(協)

1206 正会員 (株)那覇電工

1207 正会員 (株)那覇ハイヤー

1208 正会員 (有)那覇バス停待合所管理企画社

1209 正会員 (有)那覇東クリーン

1210 正会員 那覇埠頭倉庫(株)

1211 正会員 (株)なまくま

1212 正会員 (株)波之上スイミングスクール

1213 正会員 (株)ナムラ

1214 正会員 (株)成輝

1215 正会員 (株)南海部品商会

1216 正会員 (株)南経堂

1217 正会員 (有)なんくる

1218 正会員 NPO法人 なんくる

1219 正会員 (株)南建

1220 正会員 南光開発(株)

1221 正会員 ナンジョウ(名)

1222 正会員 (株)南城技術開発

1223 正会員 (一社)南城市観光協会

1224 正会員 (有)南城設備

1225 正会員 (有)南進建設

1226 正会員 (株)南西産業

1227 正会員 (株)南西システムプロダクト

1228 正会員 (有)南西電機エンジニアリング

1229 正会員 (有)南成生コン工業

1230 正会員 (有)ナンセイ保険

1231 正会員 (株)南都

1232 正会員 (社福)南島会

1233 正会員 南都物産(株)

1234 正会員 (株)南部圧送

1235 正会員 (医)南風会

1236 正会員 南風堂(株)

1237 正会員 南部電工(株)

1238 正会員 南洋土建(株)

1239 正会員 (資)新元

1240 正会員 (株)西城

1241 正会員 (株)西崎興業

1242 正会員 (有)西崎産業

1243 正会員 西崎パッケージ(株)

1244 正会員 (有)西崎プレキャスト

1245 正会員 (有)西崎緑地開発

1246 正会員 日栄交通(名)

1247 正会員 合同会社 日々草

1248 正会員 (株)ニチハン繊維

1249 正会員 (株)ニチボー

1250 正会員 日琉リネンサプライ(株)
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1251 正会員 (株)ニック

1252 正会員 (有)日建商事

1253 正会員 (株)日光建設

1254 正会員 (有)日光建創

1255 正会員 (有)日興産業

1256 正会員 日章電気工事(株)

1257 正会員 (株)日進商会

1258 正会員 (株)ニット

1259 正会員 (有)ニットー産業

1260 正会員 (有)日本アイル

1261 正会員 日本サメの海物産(株)

1262 正会員 日本総合整美(株)

1263 正会員 日本トランスオーシャン航空(株)

1264 正会員 (株)日本旅行沖縄

1265 正会員 (有)ニューイーストミネ

1266 正会員 (有)NEWS

1267 正会員 (株)ニューロンシステム

1268 正会員 ネクサスレンタカー(株)

1269 正会員 (株)NOAH

1270 正会員 (有)ノアクラフト

1271 正会員 (有)のざき総合民芸品店

1272 正会員 (有)野渡建設

1273 正会員 (株)野原建設

1274 正会員 野原電機(株)

1275 正会員 (株)パークホームズオキナワ

1276 正会員 (株)パートナー

1277 正会員 (有)パートナー企画

1278 正会員 (医)ハートマインド

1279 正会員 (株)ハーベストシーン

1280 正会員 (株)パームロイヤル

1281 正会員 (有)ハイウエイ沖縄

1282 正会員 (有)バイオテクノオロク

1283 正会員 (株)バイロン沖縄

1284 正会員 (有)ハウスツーワン

1285 正会員 (株)ハウスバンクＷＡＴＡＲＩ

1286 正会員 (有)南風原印刷

1287 正会員 (有)南風原工務店

1288 正会員 (株)南風原整備センター

1289 正会員 (資)南風原石油

1290 正会員 (有)南風原ドライブイン

1291 正会員 (株)間土建

1292 正会員 パシフィック観光産業(株)

1293 正会員 合同会社 一建装

1294 正会員 税理士法人 八幡会計事務所

1295 正会員 鉢嶺総合仮設(株)

1296 正会員 (有)八陽

1297 正会員 (有)はっぴー

1298 正会員 (株)ハッピーカムカム

1299 正会員 波照間製糖(株)

1300 正会員 (有)花
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1301 正会員 (株)華

1302 正会員 花あかり(資)

1303 正会員 (有)花ぐすく香華堂

1304 正会員 (有)花道建設

1305 正会員 (有)ハマキョーパン

1306 正会員 (有)浜冷機工業

1307 正会員 (株)バリオン

1308 正会員 (株)バリューブリッジ

1309 正会員 (株)はると

1310 正会員 (株)晴れんちゅ

1311 正会員 (有)バンガード企画

1312 正会員 (有)繁樹園

1313 正会員 (有)パンパ物産

1314 正会員 ＢＡＩＢ(株)

1315 正会員 (株)ピース企画

1316 正会員 ビー･ゼイ工事(株)

1317 正会員 (有)ピープル

1318 正会員 (株)ピープル住研

1319 正会員 (有)比嘉開発

1320 正会員 (株)比嘉組

1321 正会員 (株)光エンジニア

1322 正会員 光建設(株)

1323 正会員 (株)光鋼業

1324 正会員 光産業機械(株)

1325 正会員 光産業設備(株)

1326 正会員 (株)光商会

1327 正会員 (有)ひかり部品店

1328 正会員 弁護士法人 ひかり法律事務所

1329 正会員 (株)輝ホーム

1330 正会員 (株)彦

1331 正会員 (有)久工務店

1332 正会員 (資)ひさやす

1333 正会員 (株)ビジネススタッフ

1334 正会員 税理士法人 ビジネスパートナー

1335 正会員 (株)ビジネスランド

1336 正会員 (株)美スリート

1337 正会員 (株)日高総業

1338 正会員 (有)ピックアッププラン

1339 正会員 (株)ビック沖縄

1340 正会員 (有)秀開發工業

1341 正会員 (有)秀商事

1342 正会員 (有)ビニハン商会

1343 正会員 (株)ひめゆり会館

1344 正会員 (株)ひやみかち小禄

1345 正会員 (株)Pure Happiness

1346 正会員 (有)ビューティエイト

1347 正会員 (有)平田産業

1348 正会員 (株)平仲

1349 正会員 (株)ヒラヤマ

1350 正会員 (有)ヒラヤマビルディング
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1351 正会員 (株)ピリカコンピュータシステムズ

1352 正会員 (有)ヒロ

1353 正会員 (有)ヒロ工業

1354 正会員 (有)祐住宅

1355 正会員 (有)宏電設

1356 正会員 便行商事(株)

1357 正会員 (株)ファイブツリー

1358 正会員 (株)ファッションヒロ

1359 正会員 (資)ファンタジー

1360 正会員 (有)フィールドリンク

1361 正会員 (株)フィットネスプロモーション

1362 正会員 (株)ﾌｰﾄﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ﾂｰﾘｽﾞﾑ総合研究所

1363 正会員 (株)ＦＡＣＥ

1364 正会員 (有)フェニックス

1365 正会員 (有)フォートプランサービス

1366 正会員 (有)フォーム設計計画

1367 正会員 (株)FOREST.L

1368 正会員 (株)ＦＯＮＴＥ

1369 正会員 ぷからす(株)

1370 正会員 (有)フクシマ

1371 正会員 (有)福正

1372 正会員 (有)福正産業

1373 正会員 農業生産法人(株)福まる農場

1374 正会員 (株)ふく薬品

1375 正会員 (有)ふくよか

1376 正会員 (有)富士金属工業

1377 正会員 (株)ふじ産業

1378 正会員 (株)富士葬祭

1379 正会員 (株)フジタ電建

1380 正会員 (株)富士ツーリスト

1381 正会員 富士パートナー税理士法人

1382 正会員 (有)富士盛産業

1383 正会員 (有)富士家

1384 正会員 (有)フジヤビル管理

1385 正会員 (株)フジレンタカー

1386 正会員 (有)フタバ種苗卸部

1387 正会員 フタバ設備工業(株)

1388 正会員 (株)双葉測量設計

1389 正会員 (株)普天間商会

1390 正会員 (株)不動企画

1391 正会員 (有)不動企画

1392 正会員 フューチャークリエーション(株)

1393 正会員 (株)フューチャースピリッツ アジア

1394 正会員 (有)芙蓉開発

1395 正会員 (株)ブライダルハウスチュチュ沖縄

1396 正会員 (株)ブラザーランドリー

1397 正会員 (株)プラット

1398 正会員 (株)プラネットテン

1399 正会員 (株)フリーダム沖縄

1400 正会員 (株)ブルードルフィン
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1401 正会員 (医)古堅会 古堅矯正歯科医院

1402 正会員 Brainmotion(株)

1403 正会員 (株)ブレーン沖縄

1404 正会員 (株)ブレオ都市開発

1405 正会員 (株)プレゴファーム

1406 正会員 (有)フレンド

1407 正会員 (株)プログレス

1408 正会員 (株)プロダクツ・プラニング

1409 正会員 文教楽器(株)

1410 正会員 文進印刷(株)

1411 正会員 (資)平和タクシー

1412 正会員 (株)ベースキャンプ

1413 正会員 (株)ヘーラー

1414 正会員 合同会社 碧新ライフ

1415 正会員 (株)ベストコンサルタント

1416 正会員 ペストマネージ沖縄(株)

1417 正会員 (有)ヘルパーステーションわかさ

1418 正会員 (資)勉強堂

1419 正会員 弁護士法人 開法律事務所

1420 正会員 (有)編集室タッカーハウス

1421 正会員 (有)訪問介護こくら

1422 正会員 (有)ホーク開発

1423 正会員 (株)ポークたまご

1424 正会員 (有)ボーダーインク

1425 正会員 (株)ホーム２１

1426 正会員 (株)ホーム２１トラスト不動産

1427 正会員 (有)外間建築設計事務所

1428 正会員 (有)外間電気土木

1429 正会員 北斗設計(株)

1430 正会員 (有)北陽開発

1431 正会員 (株)ポケット

1432 正会員 (株)保険サービス

1433 正会員 合同会社 星総業

1434 正会員 (医社)輔仁会 サマリヤ人病院

1435 正会員 (株)ホダカ

1436 正会員 (株)ホット沖縄総合研究所

1437 正会員 合同会社 ホット企画

1438 正会員 (株)ホテルサン沖縄

1439 正会員 (有)ホライズン

1440 正会員 (有)本田装建

1441 正会員 (有)ボンファン

1442 正会員 合同会社 mark's enjineer

1443 正会員 (株)ＭＩＮＤ

1444 正会員 (株)前島ホールディングス

1445 正会員 (株)まえたか

1446 正会員 マエダ電気工事(株)

1447 正会員 (株)マエムラ商会

1448 正会員 (株)牧工業

1449 正会員 (有)牧野建設

1450 正会員 牧港商事(株)
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1451 正会員 (有)マクセスジャパン

1452 正会員 まごころホームサービス(株)

1453 正会員 (有)マコトオリジナルグッズ

1454 正会員 (株)マコト冷熱

1455 正会員 (株)昌樹鉄筋工業

1456 正会員 (有)正志建設

1457 正会員 まさひろ酒造(株)

1458 正会員 (株)正吉建設

1459 正会員 (株)真境名

1460 正会員 (有)又吉自動車整備工場

1461 正会員 (有)又吉部品

1462 正会員 (有)真玉橋ガス

1463 正会員 (有)真玉橋総業

1464 正会員 街クリーン(株)

1465 正会員 (株)松尾不動産

1466 正会員 (株)マッシグラ 沖縄タイムス

1467 正会員 (株)松田・伸設計

1468 正会員 (株)松堂電材

1469 正会員 (医)まつみ会

1470 正会員 (株)松宮オートサービス

1471 正会員 (有)マツモト開発

1472 正会員 (株)松本商会

1473 正会員 (有)松本商店

1474 正会員 (有)松本料理学院

1475 正会員 (株)松山産業

1476 正会員 (株)マテックス

1477 正会員 (株)マトリックス

1478 正会員 (株)マドンナ

1479 正会員 (株)マネジメント

1480 正会員 衛鉄筋(株)

1481 正会員 (有)護薬品

1482 正会員 (株)マルイチ

1483 正会員 (有)丸榮産業

1484 正会員 マルエー物流(株)

1485 正会員 丸尾建設(株)

1486 正会員 (株)丸元建設

1487 正会員 (有)丸繁土木

1488 正会員 (株)丸島建設コンサルタント

1489 正会員 (資)丸十商会

1490 正会員 (有)丸仁

1491 正会員 (株)丸真組

1492 正会員 (有)丸親建設

1493 正会員 (有)丸信商事

1494 正会員 (株)丸伸土木工業

1495 正会員 (株)丸成

1496 正会員 丸善第一産業(有)

1497 正会員 (株)丸大

1498 正会員 (有)丸高建設工業

1499 正会員 (有)丸髙商事

1500 正会員 (有)マルタケ食品
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1501 正会員 (株)マルチプラン

1502 正会員 (有)丸当開発

1503 正会員 (有)丸徳ガス産業

1504 正会員 (有)丸徳産業

1505 正会員 (有)まるとく商事

1506 正会員 (資)丸秀ビル

1507 正会員 (株)丸浩重機工業

1508 正会員 (資)丸宏商事

1509 正会員 (株)丸浩テック

1510 正会員 (株)まる不動産

1511 正会員 (名)丸星交通

1512 正会員 (有)丸正開発

1513 正会員 (名)丸正自動車整備工場

1514 正会員 (有)まるや開発

1515 正会員 丸祐重機(資)

1516 正会員 (株)丸吉塩せんべい

1517 正会員 (株)丸和組

1518 正会員 (株)丸和産業

1519 正会員 (株)美栄橋ビル

1520 正会員 (有)三国電工

1521 正会員 (資)三島商事

1522 正会員 (株)美玉開発

1523 正会員 三井交通(株)

1524 正会員 三菱鉛筆沖縄県販売(株)

1525 正会員 (株)三矢コンサルタント

1526 正会員 (有)三ツ矢土建

1527 正会員 (株)みつわ産業

1528 正会員 (有)みどり食品

1529 正会員 (社福)翠福祉会

1530 正会員 港川漁業(協)

1531 正会員 (有)南開発

1532 正会員 (有)南工業

1533 正会員 (有)ミナミ商事

1534 正会員 (有)嶺技研

1535 正会員 (株)嶺建材

1536 正会員 (資)嶺商

1537 正会員 (株)峰商

1538 正会員 (有)みね造園

1539 正会員 (有)みのり

1540 正会員 (有)宮城機械工業

1541 正会員 (有)宮城重機土木

1542 正会員 (資)宮城武雄商店

1543 正会員 (有)ミヤギ電工

1544 正会員 (株)みやぎ農園

1545 正会員 (株)ミヤギパッケージ

1546 正会員 (株)宮健商事

1547 正会員 ミヤシン(株)

1548 正会員 (株)宮真商事

1549 正会員 (株)宮タケ建設

1550 正会員 (株)宮鐡工
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1551 正会員 (有)宮塗装

1552 正会員 (株)宮平乳業

1553 正会員 (株)宮昌工業

1554 正会員 (資)明星タクシー

1555 正会員 (株)みらい設備工業

1556 正会員 (株)ミライテック

1557 正会員 (有)ミリキ

1558 正会員 (株)MOO MOO

1559 正会員 (株)ＭＵＧＥＮ

1560 正会員 (有)ムルカ商事

1561 正会員 (有)明光オーエーシー

1562 正会員 (有)名工企画設計

1563 正会員 (有)明伸商事

1564 正会員 (有)メイト沖縄

1565 正会員 (株)メイナン

1566 正会員 (有)め～ばる設計工房

1567 正会員 (株)目加田経営事務所

1568 正会員 (有)メジャー

1569 正会員 (有)メゾンド泉崎

1570 正会員 (有)メディアちゃんぷる沖縄

1571 正会員 (有)メモリアルビルたいら

1572 正会員 (有)メモリアルフラワーショップリーベ

1573 正会員 (株)モアグリーンプロデュース

1574 正会員 (株)mo.st 企画設計室

1575 正会員 モトエソリューション(株)

1576 正会員 合同会社 モビルスーツ商会

1577 正会員 (有)百栄

1578 正会員 (株)モリ

1579 正会員 (株)森山写真商会

1580 正会員 ＫＨＫ森山商事(株)

1581 正会員 (有)諸見建材

1582 正会員 (株)諸見里造園土木

1583 正会員 (有)やいま企画

1584 正会員 やえすコーポレーション(有)

1585 正会員 八重洲産業(株)

1586 正会員 (株)八起電設

1587 正会員 (株)YAKITA

1588 正会員 (株)屋島組

1589 正会員 ヤシマ工業(株)

1590 正会員 (資)安元設計事務所

1591 正会員 (有)安山

1592 正会員 (資)屋比久電化ストアー

1593 正会員 (有)屋比久農産

1594 正会員 (有)屋比久フローリスタ

1595 正会員 (株)山市産業

1596 正会員 (有)山勝

1597 正会員 (有)山川建設

1598 正会員 (株)山川電気

1599 正会員 (株)やまき

1600 正会員 (有)ヤマキューサービス
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1601 正会員 (有)山元商店

1602 正会員 山城開発(株)

1603 正会員 (株)山城産業

1604 正会員 (有)山城商工

1605 正会員 (株)山城石油

1606 正会員 (株)山城電気

1607 正会員 (株)山城時計店

1608 正会員 (株)山城生コンクリート工業

1609 正会員 (株)山城みね

1610 正会員 (資)山田宝石

1611 正会員 (有)やま店舗開発

1612 正会員 (有)大和建設

1613 正会員 ヤマト石油(株)

1614 正会員 山の内観光(株)

1615 正会員 (有)やまひろ

1616 正会員 (有)弥生印刷

1617 正会員 (有)ユアビス測量設計

1618 正会員 (株)結

1619 正会員 結塗装 合同会社

1620 正会員 (株)ゆい琉球

1621 正会員 ゆいワークス(株)

1622 正会員 (社医)友愛会

1623 正会員 ユーアイホーム(株)

1624 正会員 (有)ユーアイ保険サービス

1625 正会員 (有)友愛ミート

1626 正会員 (株)ユーガ

1627 正会員 (有)優菓堂

1628 正会員 (有)勇気

1629 正会員 勇気フードサービス(株)

1630 正会員 (株)UKコネクト

1631 正会員 (株)ユース

1632 正会員 (一社)ＵＴＴ

1633 正会員 (医)祐の会

1634 正会員 ゆうゆい有限責任事業組合

1635 正会員 合同会社 ゆがふ商事

1636 正会員 (株)幸

1637 正会員 (有)豊産業

1638 正会員 (有)ユタカ産業

1639 正会員 (株)ユナイテッドマリン

1640 正会員 (有)陽気

1641 正会員 (株)与儀組

1642 正会員 (有)ヨギＰ・Ｍ・Ｄ

1643 正会員 (有)与儀モータース

1644 正会員 (有)与座ガラス店

1645 正会員 (有)与座設備

1646 正会員 (有)吉岡通信設備

1647 正会員 合同会社 喜企画

1648 正会員 (有)吉建

1649 正会員 (株)吉田組

1650 正会員 (株)吉田建材
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1651 正会員 (資)善朝

1652 正会員 (株)よしとも

1653 正会員 (株)吉・長

1654 正会員 (有)吉永

1655 正会員 (有)よしの商会

1656 正会員 弁護士法人 与世田綜合法律事務所

1657 正会員 (株)ヨナハラ造園

1658 正会員 (名)与那原圧送

1659 正会員 (名)与那原交通

1660 正会員 (有)与那原交通オートガス

1661 正会員 (有)与那原自動車整備センター

1662 正会員 与那原･西原町漁業(協)

1663 正会員 (株)よなみね

1664 正会員 (株)与那嶺測量設計

1665 正会員 (有)与根製塩所

1666 正会員 (株)米正建設

1667 正会員 米元建設工業(株)

1668 正会員 (株)ライジング・オキナワ

1669 正会員 ライテック(株)

1670 正会員 (株)ライデリ

1671 正会員 (有)ライト

1672 正会員 (株)ライフコーポレーション

1673 正会員 (株)ライン沖縄

1674 正会員 (株)ラジオ沖縄

1675 正会員 (有)ラタナポール

1676 正会員 (株)ラッキー自動車商会

1677 正会員 (株)ラテンマーブル

1678 正会員 (株)ラニラ

1679 正会員 (株)ランバーランド

1680 正会員 (株)リウコム

1681 正会員 (株)リウボウ

1682 正会員 (株)リウボウインダストリー

1683 正会員 (株)リウボウ商事

1684 正会員 (株)リウボウストア

1685 正会員 (株)リウボウ友の会

1686 正会員 (株)リウボウホールディングス

1687 正会員 (株)リウボウ旅行サービス

1688 正会員 (有)力産業

1689 正会員 リゾーツ琉球(株)

1690 正会員 (有)リゾートエンタープライズ沖縄

1691 正会員 (株)リゾートリビング沖縄

1692 正会員 りっか(株)

1693 正会員 (株)ＲＩＣＫＡ

1694 正会員 (株)リノテック

1695 正会員 (株)リバーストーン

1696 正会員 (株)Ｌｉｂ

1697 正会員 (株)リフレッシュ沖縄

1698 正会員 (株)リポースカンパニー

1699 正会員 (株)琉縁

1700 正会員 琉海リース(株)
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№ 区分名 会員名

1701 正会員 合同会社 琉煌

1702 正会員 (株)りゅう技建

1703 正会員 (株)琉球青空三代目

1704 正会員 (株)琉球アクト

1705 正会員 琉球朝日放送(株)

1706 正会員 琉球エアーコミューター(株)

1707 正会員 琉球Ｍ＆Ａパートナーズ(株)

1708 正会員 琉球海運(株)

1709 正会員 琉球開発(株)

1710 正会員 琉球協同飼料(株)

1711 正会員 (株)琉球銀行

1712 正会員 琉球国際航業(株)

1713 正会員 琉球黒糖(株)

1714 正会員 琉球産経(株)

1715 正会員 (有)琉球サンマリン開発

1716 正会員 (有)琉球住宅設備

1717 正会員 (株)琉球新報社

1718 正会員 琉球設備メンテナンス(株)

1719 正会員 琉球総合ビル管理(株)

1720 正会員 (株)琉球総合保険サポート

1721 正会員 (株)琉球通運航空

1722 正会員 (株)琉球テクノ

1723 正会員 (株)琉球トラスト

1724 正会員 琉球内燃機(株)

1725 正会員 (株)琉球ネットワークサービス

1726 正会員 琉球放送(株)

1727 正会員 NPO法人 琉球万次郎会

1728 正会員 (株)琉球民芸センター

1729 正会員 (株)琉球リース

1730 正会員 (株)りゅうぎん総合研究所

1731 正会員 (株)りゅうぎんディーシー

1732 正会員 りゅうぎん保証(株)

1733 正会員 琉高商会(株)

1734 正会員 (有)琉山

1735 正会員 (株)琉昇土建

1736 正会員 合同会社 琉人

1737 正会員 (株)琉心葬祭

1738 正会員 (株)琉信ハウジング

1739 正会員 (有)りゅうせい

1740 正会員 (株)琉精エンジニアリング

1741 正会員 (有)琉盛システム

1742 正会員 琉生住宅(株)

1743 正会員 (株)琉誠商事

1744 正会員 (有)琉設

1745 正会員 リューセロ(株)

1746 正会員 (株)琉宣

1747 正会員 (株)りゅうたん

1748 正会員 (株)流通アシスト

1749 正会員 (資)琉電工業社

1750 正会員 (株)りゅうとう
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

1751 正会員 (株)りゅうねん

1752 正会員 (株)琉美産業

1753 正会員 (株)琉豊総合設備

1754 正会員 (株)リュウロード

1755 正会員 (株)琉笑ホーム

1756 正会員 (株)リョウアン商事

1757 正会員 (株)良好

1758 正会員 リラックスルーム・スリーピングキャット

1759 正会員 (有)ルート二十一

1760 正会員 ｒｅｉ合同会社

1761 正会員 (有)レキオシリウス

1762 正会員 (株)レキオ･セキュリティーサービス

1763 正会員 (株)レック

1764 正会員 (有)ロイヤル・フーヅ

1765 正会員 (株)ロジカルサポート

1766 正会員 (有)ロフト建築設計事務所

1767 正会員 (有)ロベルト商事

1768 正会員 (株)ロワジール・ホテルズ沖縄

1769 正会員 (有)ワーク

1770 正会員 (株)ワイズライン

1771 正会員 (株)ＹＴ．ＧＬＯＢＡＬ

1772 正会員 (株)ワイド

1773 正会員 ワイドマーケティングス(株)

1774 正会員 (株)ワイドリーベネフィシャル

1775 正会員 (有)わかさ酒販

1776 正会員 (資)若夏

1777 正会員 (株)若松建装

1778 正会員 湧川運輸(株)

1779 正会員 (名)湧水タクシー

1780 正会員 和光アクシス(株)

1781 正会員 (株)和鑛企画

1782 正会員 (株)和高建設工業

1783 正会員 (株)輪っしょい

1784 正会員 (資)和楽路屋

1 賛助会員(法人) (株)青空

2 賛助会員(法人) (株)アカネクリエーション

3 賛助会員(法人) (株)あぐーマジック

4 賛助会員(法人) (有)アクト建築計画室

5 賛助会員(法人) (有)旭電工

6 賛助会員(法人) (株)Ａji

7 賛助会員(法人) (株)アドプロ

8 賛助会員(法人) (有)インプレスト

9 賛助会員(法人) (株)ｅｎｒｉｃｈ

10 賛助会員(法人) (株)エグゼ琉球

11 賛助会員(法人) (株)ｅｄｇｅ

12 賛助会員(法人) (有)エヌ商事

13 賛助会員(法人) (株)ＭＫ商事

14 賛助会員(法人) LSD design(株)

15 賛助会員(法人) (株)エン･エンタープライズ

16 賛助会員(法人) (株)エンデバー
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公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

17 賛助会員(法人) (株)ＯＴＫ

18 賛助会員(法人) (有)沖商不動産

19 賛助会員(法人) (株)オキット

20 賛助会員(法人) 沖縄県電気工事業工業組合

21 賛助会員(法人) (株)沖縄コールスタッフサービス

22 賛助会員(法人) (一社)沖縄じんぶん考房

23 賛助会員(法人) (株)沖縄ダイケン

24 賛助会員(法人) 沖縄防災器材(株)

25 賛助会員(法人) (株)沖縄リレーションシップ

26 賛助会員(法人) (株)おきねん

27 賛助会員(法人) (株)沖広産業

28 賛助会員(法人) (株)ＧＡＮＡＴＡＫＵ

29 賛助会員(法人) 金秀興産(株)

30 賛助会員(法人) 北大東製糖(株)

31 賛助会員(法人) (株)ＫＩＮＡ

32 賛助会員(法人) 協栄海事土木(株)

33 賛助会員(法人) キングダムソーラー(株)

34 賛助会員(法人) (株)グレイス・ラム

35 賛助会員(法人) (株)ケイ・イー・アイ

36 賛助会員(法人) (株)航時者

37 賛助会員(法人) 国際友好促進会沖縄(株)

38 賛助会員(法人) (株)サンアビリティ

39 賛助会員(法人) シィーエスアイ(株)

40 賛助会員(法人) (株)ＪＡおきなわＡコープ

41 賛助会員(法人) (株)Ｊ.Ｓ.Ｂ.

42 賛助会員(法人) (株)下地建設

43 賛助会員(法人) (有)シルバーサポート

44 賛助会員(法人) (株)創鐵庵

45 賛助会員(法人) (有)Taikou

46 賛助会員(法人) (有)大地測量設計

47 賛助会員(法人) (有)ダイワジム

48 賛助会員(法人) (有)たまいち

49 賛助会員(法人) (特非)チャレンジサポート・クローバー

50 賛助会員(法人) 中央産業(株)

51 賛助会員(法人) 美ら海ハウジング(株)

52 賛助会員(法人) (株)トラオム

53 賛助会員(法人) (有)トロピコインターナショナル

54 賛助会員(法人) (一社)日本プロセラピスト協会

55 賛助会員(法人) (株)鉢嶺本店

56 賛助会員(法人) (株)はなたけ

57 賛助会員(法人) (有)ビクトリー

58 賛助会員(法人) (株)ファイカス沖縄

59 賛助会員(法人) (株)フィールド・ワン

60 賛助会員(法人) (株)プラスナレッジ

61 賛助会員(法人) 平和建設(株)

62 賛助会員(法人) (株)ホープ設計

63 賛助会員(法人) (株)POLY GON

64 賛助会員(法人) (株)マーサン

65 賛助会員(法人) (資)丸國マーケット

66 賛助会員(法人) (株)マルゼン

37



公益社団法人　那覇法人会

№ 区分名 会員名

67 賛助会員(法人) (株)みつや

68 賛助会員(法人) (株)山内産業

69 賛助会員(法人) (有)ユイ・ライフ

70 賛助会員(法人) (株)リウエン商事

71 賛助会員(法人) (株)リズム

72 賛助会員(法人) (株)リセット

73 賛助会員(法人) (株)リフレックス

74 賛助会員(法人) (株)琉球新報開発

75 賛助会員(法人) (株)琉球－ライフ

76 賛助会員(法人) りゅうぎんビジネスサービス(株)

77 賛助会員(法人) 亮和工業(株)

78 賛助会員(法人) (株)ルネサンス

79 賛助会員(支店等) (株)アースティック 琉球支社

80 賛助会員(支店等) 税理士法人 アーリークロス 那覇事務所

81 賛助会員(支店等) あいおいニッセイ同和損害保険(株)沖縄支店

82 賛助会員(支店等) (有)アゴラエンジニアリング

83 賛助会員(支店等) (株)アサヒプラント

84 賛助会員(支店等) アフラック生命保険 (株)沖縄支社

85 賛助会員(支店等) ＡＩＧ損害保険(株)沖縄支店

86 賛助会員(支店等) (株)A-TRUCK 沖縄支店

87 賛助会員(支店等) ＮＢＣコンサルタンツ(株)福岡支社

88 賛助会員(支店等) (有)ＦＥＣオフィス

89 賛助会員(支店等) (株)ＦＰパートナー 沖縄支社

90 賛助会員(支店等) ＭＰデベロップメント(株)

91 賛助会員(支店等) (株)御菓子御殿

92 賛助会員(支店等) (株)オカムラ 沖縄支店

93 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　糸満支店・西崎支店

94 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　小禄支店・高良支店

95 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　津嘉山支店

96 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　壺川支店

97 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　豊見城支店

98 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　南風原支店

99 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　真玉橋支店

100 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　松尾支店

101 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　八重瀬支店

102 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　寄宮支店

103 賛助会員(支店等) (株)沖縄海邦銀行　与那原支店

104 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　糸満支店

105 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　小禄支店

106 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　国場支店

107 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　古波蔵支店

108 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　高橋支店

109 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　田原支店

110 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　豊見城支店

111 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　西崎支店

112 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　南風原支店

113 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　牧志支店・壺屋支店

114 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　八重瀬支店

115 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　与儀支店・識名支店

116 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　与那原支店
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117 賛助会員(支店等) (株)沖縄銀行　若松支店・波之上支店

118 賛助会員(支店等) 沖縄県農業(協)小禄支店

119 賛助会員(支店等) 沖縄県農業(協)国場支店

120 賛助会員(支店等) 沖縄県農業(協)真和志支店

121 賛助会員(支店等) 沖縄西濃運輸(株)豊見城物流センター

122 賛助会員(支店等) 沖縄トヨタ自動車(株)那覇店

123 賛助会員(支店等) 沖縄トヨペット(株)トヨタウンシーサイド店

124 賛助会員(支店等) (有)オリエンタル

125 賛助会員(支店等) (有)カイトコーポレーション

126 賛助会員(支店等) (株)鹿児島銀行 沖縄支店

127 賛助会員(支店等) カサイエレック(株)沖縄営業所

128 賛助会員(支店等) (株)カヌチャベイリゾート

129 賛助会員(支店等) (株)カルク 沖縄支所

130 賛助会員(支店等) 九州信用漁業協同組合連合会 沖縄統括支店

131 賛助会員(支店等) (株)九電工 沖縄支店

132 賛助会員(支店等) コザ信用金庫　小禄支店

133 賛助会員(支店等) コザ信用金庫　開南支店

134 賛助会員(支店等) コザ信用金庫　那覇支店

135 賛助会員(支店等) ザ・ホテリエ・グループ那覇(株)

136 賛助会員(支店等) (株)ざまみダンボール 小売部

137 賛助会員(支店等) (株)ジミー 那覇店

138 賛助会員(支店等) (有)翔永 沖縄営業所

139 賛助会員(支店等) (株)SHINBORI STAEK HOUSE DAY'S

140 賛助会員(支店等) スターツ・ナハ・オペレーションズ(株)

141 賛助会員(支店等) 住友電設(株)沖縄営業所

142 賛助会員(支店等) (有)セルリアンネット 那覇営業所

143 賛助会員(支店等) (有)創華堂

144 賛助会員(支店等) ソニー生命保険(株)那覇LPC第２支社

145 賛助会員(支店等) (株)大成 那覇営業所

146 賛助会員(支店等) (株)大智 那覇営業所

147 賛助会員(支店等) 大同火災海上保険(株)那覇支社

148 賛助会員(支店等) 大同火災海上保険(株)南部支社

149 賛助会員(支店等) 大同生命保険(株)沖縄支社

150 賛助会員(支店等) (株)タナベ経営 沖縄支社

151 賛助会員(支店等) 玉宮(株)ユニホームセンター

152 賛助会員(支店等) TｰLIFE パートナーズ(株)沖縄支店

153 賛助会員(支店等) (株)帝国データバンク 沖縄支店

154 賛助会員(支店等) 東洋ワークセキュリティ沖縄(株)

155 賛助会員(支店等) 那覇船舶給水(資)港町営業所

156 賛助会員(支店等) ニッポンメンテナンスシステム(株)

157 賛助会員(支店等) (株)野嵩商会  ユニオン豊見城店

158 賛助会員(支店等) 野村證券(株)那覇支店

159 賛助会員(支店等) (株)HAPPINESS 南城支店

160 賛助会員(支店等) ファイナンシャル・ジャパン(株)沖縄支社

161 賛助会員(支店等) (株)福利厚生倶楽部九州 沖縄オフィス

162 賛助会員(支店等) (有)ふじ産業 豊崎工場

163 賛助会員(支店等) (株)ふちかみ 沖縄支店

164 賛助会員(支店等) (株)PLAY BIZ

165 賛助会員(支店等) (株)ベストパートナー 沖縄本店

166 賛助会員(支店等) (株)ヘルシーアイランズ
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167 賛助会員(支店等) 三井住友海上火災保険(株)沖縄支店

168 賛助会員(支店等) (株)ミライト・テクノロジーズ 沖縄支店

169 賛助会員(支店等) (株)盛設計

170 賛助会員(支店等) (株)ライフプラザパートナーズ 那覇FA営業部

171 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　糸満支店

172 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　小禄支店

173 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　金城支店

174 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　国場支店

175 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　東風平支店

176 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　田原支店

177 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　豊見城支店

178 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行 那覇ポート支店

179 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　西崎支店

180 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　南風原支店

181 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　松尾支店

182 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行 寄宮支店･与儀支店･樋川支店

183 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　与那原支店・佐敷支店

184 賛助会員(支店等) (株)琉球銀行　若狭支店

185 賛助会員(支店等) (株)琉心葬祭 豊見城営業所

186 賛助会員(支店等) (株)ワコール 沖縄営業所

1 賛助会員(個人) アークメンテナンス沖縄

2 賛助会員(個人) アースクリーン

3 賛助会員(個人) アールワン ソリューションズ

4 賛助会員(個人) 東幸司 税理士事務所

5 賛助会員(個人) 安谷屋時計メガネ店

6 賛助会員(個人) 天野 康子

7 賛助会員(個人) あやか税理士事務所

8 賛助会員(個人) 池村 勝榮

9 賛助会員(個人) 居酒屋れん

10 賛助会員(個人) 伊良波 真由美

11 賛助会員(個人) 岩田 税理士事務所

12 賛助会員(個人) 上原圭裕 司法書士事務所

13 賛助会員(個人) Ｗｏｏｄ ａｒｔ

14 賛助会員(個人) 宇那志看板店

15 賛助会員(個人) えいと

16 賛助会員(個人) 永南ホーム

17 賛助会員(個人) 大城公 司法書士事務所

18 賛助会員(個人) 大田シール印刷

19 賛助会員(個人) オーラ アミーゴ

20 賛助会員(個人) 沖心興業

21 賛助会員(個人) おそうじ本舗 美栄橋店

22 賛助会員(個人) 翁長澄子 税理士事務所

23 賛助会員(個人) オフィス パッション

24 賛助会員(個人) お祭り酒場 一笑懸命笑撃的

25 賛助会員(個人) おもろ社会保険労務士事務所

26 賛助会員(個人) 型枠業 一晏

27 賛助会員(個人) 勝連 明

28 賛助会員(個人) 神谷電設

29 賛助会員(個人) かめさん商店

30 賛助会員(個人) かりゆし工房
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31 賛助会員(個人) カル・カフェ

32 賛助会員(個人) 喜納兼永 税理士事務所

33 賛助会員(個人) きのこ学童

34 賛助会員(個人) きゃん司法書士事務所

35 賛助会員(個人) 匡土木

36 賛助会員(個人) グスクード社会保険労務士事務所

37 賛助会員(個人) 久宮商店

38 賛助会員(個人) グリース モンキー

39 賛助会員(個人) くるまや Key Tail

40 賛助会員(個人) 黒門徳乃介

41 賛助会員(個人) くわの実保育園

42 賛助会員(個人) Ｋ.エンジニア設備

43 賛助会員(個人) 國場経営事務所

44 賛助会員(個人) さくがわ司法書士事務所

45 賛助会員(個人) サザンストン

46 賛助会員(個人) サングリーンフレッシュ沖縄

47 賛助会員(個人) サンコーポレーション

48 賛助会員(個人) 識名ガス店

49 賛助会員(個人) 島袋 美枝

50 賛助会員(個人) 社会保険労務士事務所 ALL ROUND 沖縄

51 賛助会員(個人) 社労士総合事務所

52 賛助会員(個人) 集客OKINAWA

53 賛助会員(個人) 住宅総合サービス まるきよ

54 賛助会員(個人) ジュエリーサキマ 那覇店

55 賛助会員(個人) 松風苑

56 賛助会員(個人) 新垣青果

57 賛助会員(個人) 新里 元

58 賛助会員(個人) 新里設備工業

59 賛助会員(個人) スター･サンクス･エージェンシー

60 賛助会員(個人) スナック  尚

61 賛助会員(個人) 砂辺松永テント

62 賛助会員(個人) 炭火焼居酒屋　炎

63 賛助会員(個人) 炭火焼へべれけ屋 本店

64 賛助会員(個人) 善平 社労士事務所

65 賛助会員(個人) 大化

66 賛助会員(個人) 大志設備

67 賛助会員(個人) 髙江洲 司法書士事務所

68 賛助会員(個人) 拓陽住宅

69 賛助会員(個人) 達工業

70 賛助会員(個人) 津堅事務用品店

71 賛助会員(個人) トーシン装美工業

72 賛助会員(個人) 渡嘉敷唯夫 税理士事務所

73 賛助会員(個人) トモ建装

74 賛助会員(個人) 仲工務店

75 賛助会員(個人) 中島 啓吾

76 賛助会員(個人) 那覇ホンダ販売

77 賛助会員(個人) にぃしぇ

78 賛助会員(個人) 新田恭子 税理士事務所

79 賛助会員(個人) 八喜運送

80 賛助会員(個人) パレス･パールピュア
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81 賛助会員(個人) はんこスーパー西崎

82 賛助会員(個人) ハンズ工業

83 賛助会員(個人) 比嘉総業

84 賛助会員(個人) 比嘉 民子　　　

85 賛助会員(個人) 光工業

86 賛助会員(個人) ひめゆり住宅

87 賛助会員(個人) 大雄工業

88 賛助会員(個人) プールヴー

89 賛助会員(個人) フォークバー olu,olu

90 賛助会員(個人) プラグ

91 賛助会員(個人) 古荘公認会計士事務所

92 賛助会員(個人) フローリア・ベル

93 賛助会員(個人) 平和コンクリートサービス

94 賛助会員(個人) 穂の香

95 賛助会員(個人) まぁ～さん弁当

96 賛助会員(個人) 政興業

97 賛助会員(個人) まじきな司法書士事務所

98 賛助会員(個人) 松岡 健造

99 賛助会員(個人) 丸正事務用品店

100 賛助会員(個人) 水間内装

101 賛助会員(個人) 三二六工務店

102 賛助会員(個人) 緑間優 税理士事務所

103 賛助会員(個人) みなみ風 司法書士事務所

104 賛助会員(個人) 宮城設備

105 賛助会員(個人) 宮良労務管理事務所

106 賛助会員(個人) 諸見設備

107 賛助会員(個人) ヤエケン興業

108 賛助会員(個人) やまとも硝子

109 賛助会員(個人) ゆいま～る法律事務所

110 賛助会員(個人) ユリ電気

111 賛助会員(個人) 米澤 綾子

112 賛助会員(個人) ライオン歯科クリニック

113 賛助会員(個人) ＬＯＶＥＲＳ

114 賛助会員(個人) リィコーチキン

115 賛助会員(個人) リビング＆ダイニング hinode

116 賛助会員(個人) Rei 社労士事務所

117 賛助会員(個人) 和気あいあい
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