
安全運転管理事業所一覧
令和４年10月31日現在

事業所名 所在地
あさから運転代行 那覇市
aiw運転代行 那覇市
ＩＤＥＡＬ　ＪＯＹ代行 那覇市
アイ運転代行 那覇市
あうる運転代行 那覇市
Ｒ24ｐｏｗｅｒ運転代行 那覇市
アミーゴ運転代行 那覇市
安里代行 那覇市
アップル運転代行 那覇市
アクティブ代行 那覇市
アトム運転代行 那覇市
αＭＯＭＯ運転代行 那覇市
AQUA運転代行 那覇市
運転代行アニマルこうちゃん 那覇市
ａｉｍｙｏｎ運転代行 那覇市
アーベル運転代行 那覇市
運転代行　アイリス 那覇市
安謝運転代行 那覇市
運転代行いいね 那覇市
うえら～代行 那覇市
運転代行うさぎ屋 那覇市
運転代行海老茶 那覇市
運転代行ゆいまーる 那覇市
Ｈ．２代行 那覇市
ＡＴ代行 那覇市
Ｍボックス代行 那覇市
ＡＣＴ運転代行 那覇市
ＮＪ運転代行 那覇市
春日運転代行 那覇市
株式会社あぱらぎ沖縄（ＡＰＡＲＡＧＩ運転代行） 那覇市
運転代行　木木（キキ） 那覇市
運転代行ＣＯＯＬＳ 那覇市
運転代行くまのみ 那覇市
グランドスラム運転代行 那覇市
Ｇｒａｃｅ代行 那覇市
けいちゃん代行 那覇市
ケラマ運転代行 那覇市
ＣＯＲＯ代行 那覇市
運転代行　さくら 那覇市
さくら運転代行 那覇市
さんぱち代行 那覇市
海sea代行 那覇市
ｓｉｘ代行 那覇市
ジョイント代行 那覇市
運転代行新生 那覇市
運転代行昭和 那覇市
運転代行茉莉花（じゃすみん） 那覇市
ＪＵＮ代行 那覇市
ＪＩＮ運転代行 那覇市
運転代行　スイミー 那覇市
Step運転代行 那覇市
速攻代行 那覇市
代行　力 那覇市
タートル運転代行 那覇市
たらま代行 那覇市
運転代行タケちゃん 那覇市



大八代行サービス 那覇市
チャンピオン運転代行 那覇市
チャンピオン２運転代行 那覇市
Chura運転代行 那覇市
千代田企画 那覇市
月姫運転代行 那覇市
ＴＯＲＡ運転代行 那覇市
ＴＲＩＰＬＥＡⅡ代行 那覇市
運転代行　ＴＯＭ 那覇市
ＮＡＳＡ運転代行 那覇市
ＮＡＯ運転代行 那覇市
Ｎa－Ｎa運転代行 那覇市
なは町運転代行 那覇市
運転代行２０２ 那覇市
2020代行 那覇市
運転代行二貴 那覇市
ニコニコ代行 那覇市
ネットで代行沖縄 那覇市
運転代行汎 那覇市
運転代行　ハート 那覇市
パートナー運転代行 那覇市
運転代行飛車 那覇市
代行１００％ 那覇市
運転代行Ｐｉｔ 那覇市
Ｐeoples代行 那覇市
藤運転代行 那覇市
フォーチュン運転代行 那覇市
ホークス代行 那覇市
ボンシャンス 那覇市
松山運転代行 那覇市
マルカツ代行 那覇市
みっちゃん代行 那覇市
代行ミッツ 那覇市
みつば２運転代行 那覇市
ＭｒＢＯＯ運転代行 那覇市
運転代行みねちゃん 那覇市
雅　運転代行 那覇市
もみじ運転代行 那覇市
もも運転代行 那覇市
ゆうな運転代行 那覇市
ラパン代行 那覇市
運転代行ＲＡＭＢＬＥ 那覇市
運転代行　琉花 那覇市
ＲＹＵちゃん運転代行 那覇市
レインボー運転代行 那覇市
運転代行レオ 那覇市
あいおいニッセイ同和インシュアランスサービス㈱沖縄支店 那覇市
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社沖縄支店 那覇市
愛児幼児園 那覇市
㈱旭堂 那覇市
（株）天久重機 那覇市
（有）天久ドライビングスクール 那覇市
あめく ふれあいセンター 那覇市
粟国村役場 粟国村
アイペット損害保険株式会社福岡支店沖縄営業所 那覇市
アグリサポート南大東（株） 南大東村
愛心学園 那覇市　
（有）旭電工 那覇市　
あゆみ幼児学園 那覇市　



特定医療法人　葦の会 那覇市　
アフラック（アメリカンファミリー生命保険会社）沖縄支社 那覇市　
アース製薬(株)福岡支店沖縄出張所 那覇市　
株式会社アーネストワン那覇営業所 那覇市　
㈱アルメックス　マーケティングセールス本部　沖縄支店 那覇市　
株式会社アイティフォー沖縄営業所 那覇市　
イエローハット那覇安謝店 那覇市　
ＥＹ新日本有限責任監査法人沖縄事務所 那覇市　
イオンプロダクトファイナンス株式会社　沖縄支店 那覇市　
株式会社飯田産業沖縄営業所 那覇市　
（株）池宮商会 那覇市　
伊藤ハムミート販売西株式会社沖縄センター 那覇市　
いずみ幼児園 那覇市　
社会福祉法人伊集の木会　障がい者支援施設　那覇学園 那覇市　
社会福祉法人伊集の木会　就労支援　いじゅの木 那覇市　
医療法人育泉会老人保健識名清風苑　 那覇市　
医療法人おもと会地域包括ケアセンターかみはら 那覇市　
泉水設備（株）　 那覇市　
いであ株式会社沖縄支社 那覇市　
一般財団法人港湾空港総合技術センター沖縄支部　那覇空港支所 那覇市　
一般財団法人港湾空港総合技術センター沖縄支部　那覇支所 那覇市　
インターナショナルデザインアカデミー高等課程　未来高等学校沖縄学習センター 那覇市　
（株）ウィルコム沖縄 那覇市　
有限会社　浦添砂バラス産業 那覇市　
エイエストランスシティ株式会社 那覇市　
ＡＩＧ損害保険株式会社　沖縄支店 那覇市　
㈱ＡＨＣ沖縄 那覇市　
Ｈ．Ｕ．フロンティア株式会社第一営業本部九州支店沖縄営業所 那覇市　
（株）エスアールエル那覇市医師会センター検査部 那覇市　
エス・イー・シーエレベーター株式会社　沖縄支社 那覇市　
SMBC日興證券（株）那覇支店 那覇市　
エッカ石油（株）那覇営業所 那覇市　
ＮＥＣネッツエスアイ(株)沖縄営業所 那覇市　
江崎グリコ（株）九州エリア支店 那覇市　
エーザイ株式会社沖縄コミュニケーションオフィス 那覇市　
（株）ＮＴＴﾌｧｼﾘﾃｨ-ｽﾞ沖縄支店 那覇市　
ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社九州支店沖縄ビジネス営業部 那覇市　
ＮＴＴ西日本ビジネスフロント(株)九州支店 沖縄営業所 那覇市　
ＮＴＴデータカスタマサービステクノロジ（株）沖縄サービスセンタ 那覇市　
（株）エヌ・ティ・ティ・ﾄﾞｺﾓ九州支社沖縄支店 那覇市　
ＥＮＥＯＳ株式会社沖縄支店 那覇市　
株式会社FPパートナー沖縄支社 那覇市　
エバラ食品工業（株）福岡支店沖縄営業所 那覇市　
（株）荏原製作所 沖縄営業所 那覇市　
ＭＳＤ㈱　沖縄サテライトオフィス 那覇市　
㈱エレドック沖縄 那覇市　
（株）ＯＴＫ 那覇市　
桜山荘「共に生きる町」こはぐら 那覇市　
㈲沖海工 那覇市　
おきぎん証券株式会社 那覇市　
大塚製薬（株）那覇出張所 那覇市　
（株）オカノ 那覇市　
オキタイル（株） 那覇市　
（株）オリエントコーポレーション　沖縄支店 那覇市　
沖電水工事（株） 那覇市　
（株）沖縄装美工業 那覇市　
沖縄味の素（株） 那覇市　
（株）沖縄エジソン 那覇市　
（株）沖縄海邦銀行 那覇市　



沖縄環境調査株式会社 那覇市　
沖縄出光（株） 那覇市　
(株)近鉄ホテルシステムズ沖縄都ホテル 那覇市　
（株）沖縄計装 那覇市　
沖縄県信用保証協会 那覇市　
沖縄県土地開発公社 那覇市　
沖縄県那覇県税事務所 那覇市　
沖縄県農業協同組合　北大東支店 北大東村
㈱沖縄スイミングスクール三原校 那覇市
沖縄南風堂㈱ 那覇市
沖縄ハーバービューホテル 那覇市
沖縄ビル管理（株） 那覇市
沖縄ビル・メンテナンス株式会社　本社 那覇市
（株）沖縄銀行 那覇市
沖縄県住宅供給公社 那覇市
おきぎんビジネスサービス(株) 那覇市
（株）おきぎんジェーシービー 那覇市
（財）沖縄県学校給食会 那覇市
沖縄県議会 那覇市
沖縄県教育委員会 那覇市
沖縄県漁業協同組合連合会 那覇市
沖縄ケーブルネットワーク株式会社 那覇市
沖縄赤十字病院 那覇市
沖縄県赤十字血液センター 那覇市
（社）沖縄県ハイヤー・タクシー協会 那覇市
沖縄県生コンクリート協同組合 那覇市
沖縄県南部土木事務所 那覇市
沖縄県南部農林土木事務所 那覇市
沖縄県農業協同組合　国場支店 那覇市
沖縄県農業協同組合　真和志支店 那覇市
沖縄県農業協同組合　首里支店 那覇市
沖縄県農林水産部畜産課 那覇市
沖縄県農林水産部営農支援課 那覇市
沖縄県農林水産部園芸振興課 那覇市
沖縄県農林水産部森林管理課 那覇市
沖縄県病害虫防除技術センター 那覇市
沖縄県出納事務局物品管理課 那覇市
沖縄県土木建築部施設建築課 那覇市
沖縄県立若夏学院 那覇市
沖縄県立那覇みらい支援学校 那覇市
沖縄国税事務所 那覇市
沖縄港運（株）新港営業所 那覇市
沖縄港運(株)整備工場 那覇市
沖縄サントリー（株） 那覇市
オリックス保険コンサルティング株式会社沖縄支社 那覇市
（株）沖縄歯科器材 那覇市
（株）沖縄敷物商会 那覇市
（資）沖縄実業　本社 那覇市
沖縄シャープ電機（株） 那覇市
沖縄スズキ（株） 那覇市
沖縄南部療育医療センター 那覇市
沖縄製粉（株） 那覇市
沖縄製油（株） 那覇市
沖縄セメント工業（株） 那覇市
沖縄セルラー電話（株） 那覇市
沖縄第一倉庫（株） 那覇市
沖縄大正製薬（株） 那覇市
（株）沖縄タイムス社 那覇市
沖縄タオル工業（株） 那覇市



沖縄地区税関 那覇市
OTNｅｔ(株) 那覇市
(一財)沖縄電気保安協会　本店 那覇市
(一財)沖縄電気保安協会　那覇支店 那覇市
沖縄電力(株)那覇支店 那覇市
沖縄東芝エレベータ(株) 那覇市
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン国場店 那覇市
沖縄トヨタ自動車株式会社　L&F部 那覇市
沖縄トヨタ自動車株式会社　Volkswagen沖縄中央 那覇市
沖縄トヨタ自動車株式会社　レクサス那覇 那覇市
沖縄キャノンメディカルシステムズ株式会社 那覇市
沖縄バス㈱ 那覇市
（株）沖縄特電 那覇市
沖縄パナソニック特機(株) 那覇市
沖縄菱山（株） 那覇市
沖縄菱電ビルシステム（株） 那覇市
（株）沖縄日立 那覇市
沖縄テクノクリート（株） 那覇市
沖縄ディーエフエス（株） 那覇市
（株）沖縄ボールト 那覇市
（株）沖縄ポッカコーポレーション 那覇市
沖縄ホンダ株式会社　テクニカルセンター沖縄 那覇市
（株）沖縄ヤマハ 那覇市
（株）ＯＣＳ（本社） 那覇市
沖縄セントラル病院 那覇市
沖縄水質改良（株） 那覇市
沖縄総合事務局南部国道事務所 那覇市
沖縄荷役サービス(株) 那覇市
㈱沖縄日本管財 那覇市
（株）大寛組 那覇市
沖縄労働局 那覇市
沖縄県労働金庫 那覇市
沖縄県立沖縄工業高等学校 那覇市
沖縄県立首里高等学校 那覇市
沖縄県立首里東高等学校 那覇市
沖縄県立那覇国際高等学校 那覇市
沖縄県農業協同組合中央会 那覇市
沖縄県農業協同組合 那覇市
沖縄県農業共済組合本所 那覇市
沖縄ガス（株） 那覇市
小野薬品工業（株）西日本営業統括部九州沖縄支店沖縄営業所 那覇市
(有)沖縄介護センター 那覇市
沖縄ガスリビング株式会社 那覇市
沖縄県企業局建設課 那覇市
沖縄県中央児童相談所 那覇市
㈱沖縄コールスタッフサービス 那覇市
沖縄振興開発金融公庫 那覇市
沖縄総合事務局内沖縄道路メンテナンス 那覇市
合資会社　沖縄関ヶ原石材 那覇市
（株）おきぎんリース 那覇市
沖縄鶏卵販売(株) 那覇市
㈱沖縄建設新聞 那覇市
有限会社　オキケン開発 那覇市
(株)沖成コンサルタント 那覇市
医療法人おもと会　大浜第一病院 那覇市
医療法人おもと会デイケアセンターあめくの杜 那覇市
医療法人おもと会　クリニック安里 那覇市
有限会社　沖縄ペットケア 那覇市
(株)オリジン建設 那覇市



海銀リース（株） 那覇市
金秀琉球フアシリティーズ㈱ 那覇市
株式会社アイダ設計　沖縄那覇店 那覇市
（株）沖縄ガスニューパワー 那覇市
(株)沖縄ファミリーマート 那覇市
㈱カシワバラ・コーポレーション沖縄営業所 那覇市
㈱都市建築設計 那覇市
㈱ニチイケアネット沖縄営業所 那覇市
㈱日建ハウジング 那覇市
学校法人沖縄大学 那覇市
㈱ヤマダデンキ　ＹＡＭＡＤＡ　ｗｅｂ.ｃｏｍ那覇本店 那覇市
（株）琉球銀行 那覇市
（株）エヌ・ティ・ティマーケティングアクト九州支店 那覇市
（株）琉球銀行　安謝支店 那覇市
（株）琉球銀行寄宮支店 那覇市
（株）琉球銀行首里支店 那覇市
(株)セブン－イレブン・沖縄 那覇市
(株)中電工沖縄支社 那覇市
(株)カイ総合設備 那覇市
株式会社　カジ・コーポレーション　沖縄営業所 那覇市
(株)鹿児島銀行沖縄支店 那覇市
(株)鹿児島銀行新都心店 那覇市
（株）沖電工 那覇市
(株)ビー・エム・エル 那覇市
(株)コンステック沖縄営業所 那覇市
(株)南陽 那覇市
(株)スズキ自販沖縄アリーナ安謝店 那覇市
（株）スズキ自販沖縄那覇国場営業所 那覇市
鹿島道路株式会社　沖縄営業所 那覇市
(株)ドコモＣＳ九州沖縄支店 那覇市
(株)興洋電子 那覇市
(株)明治西日本支社那覇オフィス 那覇市
(株)エヌ・エス・シー沖縄サービスショップ 那覇市
(株)アサヒ本社 那覇市
(株)ＪＴＢ沖縄 那覇市
(株)金秀本社 那覇市
(株)金秀本社(建設） 那覇市
(株)飯田産業沖縄施工 那覇市
(株)フジタ沖縄支店 那覇市
(株)ゆうちょ銀行　沖縄パートナーセンター 那覇市
(株)琉球エラン 那覇市
㈱りゅうせき　那覇物流センター 那覇市
（株）レオパレス２１那覇支店 那覇市
(株)ハウスドゥ住宅販売那覇新都心店 那覇市
(株)プレミアアシスト 那覇市
医療法人　神谷医院通所リハビリテーション 那覇市
(株)かんぽ生命保険那覇支店 那覇市
(株)NTTフィールドテクノ沖縄設備部ビジネスエンジニアリング担当 那覇市
㈱ヤマダデンキ　ベスト電器天久店 那覇市
医療法人　社団かびら会　川平病院 那覇市
北大東製糖(株)　北大東事業所 北大東村
北沢産業株式会社沖縄営業所 那覇市
沖縄県社会福祉事業団　北嶺学園 那覇市
株式会社　ミーティッジ 那覇市
株式会社　きらり電設 那覇市
金城電気工事（株） 那覇市
（有）金功重機 那覇市
（株）金城電気商会 那覇市
（株）きんだい通商 那覇市



九州厚生局沖縄麻薬取締支所 那覇市
協和キリン株式会社　沖縄営業所 那覇市
共和産業株式会社 那覇市
キリンビール株式会社沖縄支社 那覇市
京セラドキュメントソリューションズジャパン(株) 那覇市
キヤノンマーケティングジャパン（株）沖縄営業所 那覇市
杏林製薬（株）沖縄営業所 那覇市
キャノンシステムアンドサポート(株)福岡営業部沖縄営業所 那覇市
共栄火災海上保険（株）　沖縄支社 那覇市
極東建設(株) 那覇市
(株)近畿日本ツーリスト沖縄 那覇市
株式会社　求人おきなわ　本社 那覇市
(株)共洋土建 那覇市
株式会社 共和電気 那覇市
ＫＵＲＯＦＵＮＥ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ株式会社　那覇営業所 那覇市
グローリー(株)沖縄営業所 那覇市
（株）ケアネット德洲会沖縄一日橋ケアセンター 那覇市
㈱建築資料研究社　沖縄支店 那覇市
（有）光和エンジニアリング 那覇市
高砂熱学工業株式会社　沖縄営業所 那覇市
（株）国建 那覇市
学校法人　興南学園 那覇市
コーセー化粧品販売（株）沖縄営業所 那覇市
(資)新垣材木店 那覇市
（株）国際重機 那覇市
（株）國場組本社（国場ビル） 那覇市
独立行政法人国立青少年教育振興機構 国立沖縄青少年交流の家 渡嘉敷村
國和設備工業（株） 那覇市
（株）小波津組 那覇市
コニカミノルタジャパン（株）沖縄営業所 那覇市
コスモフーズ株式会社 那覇市
株式会社コーカス 那覇市
社会福祉法人　彩生会百穂苑 那覇市
先嶋建設株式会社　那覇本社 那覇市
三栄工業（株） 那覇市
三協電気工事（株） 那覇市
（株）サンレー 那覇市
ザ・テラスホテルズ（株）ザ・ナハテラス 那覇市
サンワコムシスエンジニアリング（株）沖縄支店 那覇市
参天製薬（株）沖縄営業所 那覇市
㈲佐久川建設 那覇市
三建設備工業(株)沖縄営業所 那覇市
ＺＡＩＵＳＵ㈱ 那覇市
おもと会 在宅総合ケアセンターなは 那覇市
株式会社　沖縄債権回収サービス 那覇市
座間味村役場 座間味村
三栄工業㈱ 那覇市
サン電通エンジニアリング（株） 那覇市
三州観光開発沖縄㈱ 那覇市
サンキョー食品㈱ 那覇市
塩野義製薬（株）沖縄営業所 那覇市
清水建設株式会社　沖縄営業所 那覇市
株式会社シビルエンジニアリング 那覇市
社会福祉法人おもと会ケア・クロッシング寄宮 那覇市
社会福祉法人麗峰会　特別養護老人ホームつじまち 那覇市
社会保健労務士法人　なか 那覇市
株式会社ネクシィーズ那覇支店 那覇市
（株）ジャックス沖縄支店 那覇市
首里カトリック幼稚園 那覇市



一般財団法人沖縄美ら島財団　首里城公園管理部　首里城公園管理センター 那覇市
㈱昭和コーポレーション 那覇市
新光産業（株） 那覇市
（株）シンテック 那覇市
医療法人城南会松城クリニック 那覇市
宗教法人東方之光沖縄地区会議 那覇市
（株）白石 那覇市
社会福祉法人沖縄偕生会　養護・特別養護老人ホーム首里偕生園 那覇市
社会福祉法人沖縄偕生会 特別養護老人ホーム那覇偕生園 那覇市
社会保険労務士法人　クローバー 那覇市
新星株式会社 那覇市
（有）シーフレンド 渡嘉敷村
(株)新通エスピー沖縄営業所 那覇市
（株）JAおきなわビジネスサービス 那覇市
ＪＡ共済損害調査(株)九州支社那覇支店 那覇市
株式会社ＪＯＹＳＯＵＮＤ沖縄 那覇市
株式会社ＪＴＢ商事　沖縄営業所　 那覇市
首里協同クリニック 那覇市
㈱人事給与プロ 那覇市
人材パワー株式会社 那覇市
就労支援サービス株式会社　継続支援ワークイット 那覇市
一般社団法人　那覇市身体障害者福祉協会　障害者就労支援センター　さわやか 那覇市
株式会社　真宣組 那覇市
医療法人　真成会 那覇市
水ingエンジニアリング(株)沖縄営業所 那覇市
瑞泉酒造（株） 那覇市
杉田エース株式会社　沖縄営業所 那覇市
株式会社　すまいるラボ 那覇市
セイカ食品㈱　沖縄営業所 那覇市
株式会社 関電工沖縄支社 那覇市
税理士法人　添石綜合会計事務所 那覇市
セコム琉球（株）本社 那覇市
セコム琉球（株）那覇支社 那覇市
全国労働者共済生活協同組合連合会　沖縄損調サービスセンター 那覇市
生活協同組合コープおきなわ　コープハウジング 那覇市
こくみん共済ｃｏｏｐ(全労済)沖縄推進本部 那覇市
全保連株式会社　沖縄本社 那覇市
全国共済農業協同組合連合会沖縄県本部 那覇市
セントラル警備保障株式会社沖縄事業部 那覇市
相互電気（株） 那覇市
総合メディカル（株）沖縄支店 那覇市
双日プロモーション（株）沖縄営業所 那覇市
（株）創和ビジネスマシンズ 那覇市
損害保険ジャパン（株）沖縄支店 那覇市
SOMPOひまわり生命保険株式会社沖縄支社 那覇市
株式会社　損害保険ジャパン　沖縄ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ課 那覇市
ソフトバンク株式会社那覇第二事業所 那覇市
ソフトバンク（株）沖縄営業所 那覇市
ソフトバンク株式会社　西日本技術本部　九州技術統括部九州ネットワークセンター　沖縄保全技術課 那覇市
総務省沖縄総合通信事務所 那覇市
(株)総合葬祭那覇 那覇市
損保ジャパンパートナーズ株式会社　沖縄支店 那覇市
株式会社　総合ビル管理 那覇市
第一食糧（株） 那覇市
第一パン 那覇市
大共港運株式会社 那覇市
大協電気工事株式会社 那覇市
大晋建設株式会社　 那覇市
大和ハウス工業（株）沖縄支店 那覇市



託一不動産(株) 那覇市
合同会社　ＴＡＫＡＭＩＹＡ　訪問看護ステーションまーる 那覇市
タカラスタンダード（株）九州直需支店沖縄直需営業所 那覇市
（株）タイムス住宅新聞社 那覇市
タクトホーム株式会社 那覇市
拓南本社株式会社 那覇市
託一株式会社　那覇本社 那覇市
第十一管区海上保安本部 那覇市
（資）大進商会 那覇市
大同火災海上保険（株）本社 那覇市
大同火災海上保険（株）那覇支社 那覇市
大東建託（株）沖縄支店 那覇市
大東建託パートナーズ株式会社　沖縄営業所 那覇市
大東建託リーシング株式会社　新都心店 那覇市
大東糖業（株）南大東事業所 南大東村
住友ファーマー㈱九州支店　沖縄営業所 那覇市
タカラスタンダード（株）沖縄支店 那覇市
田辺三菱製薬（株）九州支店沖縄営業所 那覇市
田場工機　㈲ 那覇市
医療法人　田崎病院 那覇市
（株）ダイサン自動車整備工場 那覇市
武村石材建設 那覇市
大鵬薬品工業(株)福岡支店沖縄出張所 那覇市
ダスキン天久支店 那覇市
ダスキンヘルスレント識名ステーション 那覇市
第一三共(株)沖縄営業所 那覇市
大和リース(株)沖縄支店 那覇市
タニコー(株)沖縄営業所 那覇市
大東建物管理（株） 那覇市
(株)大京アステージ沖縄支店 那覇市
株式会社　大京　沖縄支店 那覇市
第一総業(株) 那覇市
大和ライフネクスト株式会社　沖縄支店 那覇市
タマキハウジング(株) 那覇市
タマキホーム株式会社 那覇市
株式会社竹中工務店　沖縄営業所 那覇市
株式会社　高橋土建 那覇市
株式会社　タップカンパニー沖縄支社 那覇市
（株）ﾁﾈﾝ通信 那覇市
（株）茶甚 那覇市
中央警備保障（株）本社 那覇市
中外製薬株式会社　沖縄営支店 那覇市
美ら島債権回収株式会社 那覇市
(株)ツムラ沖縄営業所 那覇市
ツクイ沖縄那覇 那覇市
（株）帝国データバンク沖縄支店 那覇市
デイサービスセンターおもと園 那覇市
テルモ（株）沖縄支店 那覇市
照屋電気工事（株） 那覇市
（株）照正組 那覇市
(株)九州テラオカ沖縄サービスステーション 那覇市
東亜建設工業株式会社　沖縄営業所 那覇市
株式会社　東京商工リサーチ沖縄支店 那覇市
東芝コンシューママーケティング株式会社沖縄支店 那覇市
ＴＯＴＯ九州販売株式会社　南九州支店沖縄営業所 那覇市
（有）とかしくマリンビレッジ 渡嘉敷村
東京海上日動火災保険（株）沖縄支店 那覇市
東建コーポレーション(株)那覇支店 那覇市
東テク株式会社　沖縄営業所 那覇市



鳥居薬品(株)沖縄オフィス 那覇市
（株）東洋設備 那覇市
東西海運（株）沖縄支店 那覇市
東洋ワークセキュリティ沖縄(株)那覇営業所 那覇市
（有）渡嘉敷商会 那覇市
渡嘉敷村教育委員会 渡嘉敷村
（有）童夢幼児園(認定こども園） 那覇市
桐和空調設備（株） 那覇市
渡名喜村役場 渡名喜村
民宿　とみ乃 渡嘉敷村
有限会社　なはフラワー 那覇市
那覇市教育委員会教育相談課 那覇市
那覇市保健所 那覇市
沖縄県立那覇商業高等学校 那覇市
（株）永山組 那覇市
株式会社ナック・ビジュアル 那覇市
ナザレ幼稚園 那覇市
那覇拘置支所 那覇市
日赤安謝福祉複合施設 那覇市
那覇市議会事務局 那覇市
那覇市消防局　 那覇市
那覇市中央消防署 那覇市
那覇市西消防署 那覇市
那覇市上下水道局 那覇市
那覇市役所総務部管財課 那覇市
那覇市役所福祉部保護管理課 那覇市
那覇植物防疫事務所 那覇市
（公社）那覇市シルバー人材センター 那覇市
那覇総合ガス（株） 那覇市
那覇公安調査事務所 那覇市
波之上自動車学校 那覇市
（株）波之上スイミングスクール 那覇市
那覇海上保安部 那覇市
（株）南興 那覇市
南洋土建（株） 那覇市
沖縄県立那覇高等学校 那覇市
那覇税務署 那覇市
那覇地方検察庁 那覇市
(一社)那覇市医師会 那覇市
(有)那覇クリーンサービス 那覇市
那覇民主診療所 那覇市
南星電気工事社 那覇市
那覇国際コンテナターミナル株式会社 那覇市
医療法人和楽会　にこにこ整形外科医院・デイケア 那覇市
西日本自動車共済協同組合　沖縄支部 那覇市
日栄インテック株式会社　沖縄営業所 那覇市
株式会社ニチイ学館那覇市店 那覇市
日本新薬(株)沖縄営業所 那覇市
西松建設(株)沖縄支店 那覇市
日本生命保険相互会社　那覇支社 那覇市
日本工営(株)沖縄支店 那覇市
(株)日本旅行沖縄 那覇市
日本年金機構　那覇年金事務所 那覇市
日本赤十字社沖縄県支部 那覇市
日本放送協会沖縄放送局 那覇市
（株）西原環境おきなわ 那覇市
日本メナード化粧品(株)沖縄支店 那覇市
西川計測（株）沖縄営業所 那覇市
（有）西原農園 那覇市



日琉（株） 那覇市
日本興亜損害保険（株）沖縄支店 那覇市
日本工営株式会社防衛基盤整備事業部　沖縄プロジェクト部 那覇市
日本セーフティー（株） 那覇市
日本たばこ産業（株）沖縄支店 那覇市
日本ハムマーケティング(株)沖縄営業所 那覇市
（株）日本ランケイ 那覇市
日本ベーリンガーインゲルハイム（株）沖縄営業所 那覇市
日本電気(株)沖縄支店 那覇市
日進電気土木（株） 那覇市
日本食研（株）那覇支店 那覇市
日清医療食品(株)　沖縄支店 那覇市
ニチイケアセンターまぁじ 那覇市
日本コムシス（株）沖縄支店 那覇市
日本通信機器株式会社 那覇市
沖縄県農業協同組合南大東支店 南大東村
農林中央金庫那覇支店 那覇市
野村證券(株)那覇支店 那覇市
ノバルティスファーマ（株） 那覇市
ノボノルディスクファーマ(株) 那覇市
㈱ハウスドゥ・ジャパン沖縄 那覇市
(株)ハウスドゥ住宅販売那覇店 那覇市
ハマユウ荘うふあがり島 北大東村
（株）鉢嶺本店 那覇市
パシフィック観光産業（株） 那覇市
パワーリハビリ おもと 那覇市
繁多川偕生園総合ケアセンター 那覇市
（株）ビック沖縄 那覇市
ＰＳＰ(株) 那覇市
（株）ビージーエム沖縄 那覇市
ビー・ゼイ工事株式会社 那覇市
光電気産業（株） 那覇市
（株）ビコー 那覇市
日立製作所九州支社沖縄支店 那覇市
非破壊検査(株) 那覇市
（株）ピータイム 那覇市
有限会社　ひかり部品店那覇店 那覇市
ファイナンシャルジャパン㈱　沖縄支社 那覇市
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社沖縄営業所 那覇市
フジ地中情報（株）沖縄営業所 那覇市
（株）フジマック沖縄営業所 那覇市
（株）渕紙沖縄支店 那覇市
プレステージホーム沖縄株式会社 那覇市
富士電機（株）沖縄支店 那覇市
フジテック(株)沖縄支店 那覇市
富士フイルムＢＩ沖縄株式会社 那覇市
富士フイルムＢＩ沖縄株式会社　久茂地支店 那覇市
株式会社フレアス　フレアス在宅マッサージ沖縄 那覇市
福岡出入国在留管理局那覇支局 那覇市
有限会社　フレンドリーあい和 那覇市
ブリストル　マイヤーズ　スクイブ(株) 那覇市
（株）ホクガン 那覇市
ホームトレードセンター(株)沖縄営業所 那覇市
株式会社　からだ工房（カラダラボ那覇壷川） 那覇市
ホシザキ沖縄（株） 那覇市
ホテルナハ港 那覇市
ホテル日航那覇グランドキャッスル 那覇市
(株)ホット沖縄 那覇市
ＨｏｎｄａＣａｒｓ沖縄一日橋店 那覇市



訪問看護ステーションリカバリー沖縄 那覇市
冒険王(株) 那覇市
ホームヘルパーステーション寄宮 那覇市
株式会社マイナビ沖縄支社 那覇市
マリンハウス　阿波連 渡嘉敷村
マエダ電気工事（株） 那覇市
前田建設工業株式会社　沖縄支店 那覇市
有限会社　マエダ工業所 那覇市
マギィ・シー・クラブ 座間味村
誠シャッター沖縄（株） 那覇市
マルヰ産業（株）本社 那覇市
（株）丸憲 南大東村
丸真組 那覇市
（有）丸友開発 那覇市
（資）萬裕商事 那覇市
沖縄県立真和志高等学校 那覇市
（株）丸仁 那覇市
瑞穂酒造 （株） 那覇市
株式会社　碧 那覇市
（株）みずほ銀行那覇支店 那覇市
三井住友海上火災保険（株）沖縄支店 那覇市
三井住友海上あいおい生命保険株式会社九州営業部沖縄生保支社 那覇市
（株）みつわ産業 那覇市
ミツイワ(株) 那覇市
南大東村役場　港湾業務課 南大東村
南大東村役場 南大東村
社会福祉法人南大東村社会福祉協議会 南大東村
ミヤギ産業（株） 那覇市
三菱電機（株）沖縄支店 那覇市
株式会社ミライト沖縄支店 那覇市
ミヤシン株式会社 那覇市
民宿　かりゆし（かりゆしレンタサービス渡嘉敷島） 渡嘉敷村
（株）ミロク情報サービス沖縄支社 那覇市
（株）三菱ＵＦＪ銀行那覇営業部 那覇市
株式会社明治沖縄エリア支店 那覇市
Meiji Seika ファルマ(株)薬品福岡支店沖縄営業所 那覇市
持田製薬（株）　沖縄事業所 那覇市
ヤシマ工業株式会社 那覇市
大和証券株式会社那覇支店 那覇市
山里組（はつり業） 那覇市
（株）山城電気 那覇市
(株)山城生コンクリート工業 那覇市
大和リビング(株)沖縄営業所 那覇市
㈱ヤマックス沖縄支店 那覇市
株式会社ゆいはま　デイサービス　リライフ 那覇市
ユニ・チャーム株式会社　沖縄出張所 那覇市
日本郵便（株）首里北郵便局 那覇市
日本郵便（株）那覇中央郵便局 那覇市
日本郵便(株)那覇東郵便局 那覇市
日本郵便(株)沖縄支社 那覇市
㈲兼正青果 那覇市
(有)浪速丸海事 那覇市
(有)ミツワ 那覇市
（株）ユニマットライフ沖縄営業所 那覇市
（株）ゆうちょ銀行那覇支店 那覇市
（株）USEN那覇支店 那覇市
（株）与儀組 北大東村
株式会社　与儀組 那覇市
（株）ラジオ沖縄 那覇市



（株）リウコム 那覇市
（株）リウボウインダストリー 那覇市
㈱リウボウストア 那覇市
リコージャパン株式会社　沖縄支社 那覇市
琉球生コン （株） 那覇市
琉球海運（株） 那覇市
（株）琉球光和 那覇市
琉球食糧（株） 那覇市
（株） 琉球新報開発 那覇市
琉球新報社 那覇市
琉球生命済生会 （琉生病院) 那覇市
琉球人材派遣センター那覇事務所 那覇市
（株）琉球総合保険サポート 那覇市
（株）リウスイ 那覇市
琉球大洋 （株） 那覇市
琉球通信工事 （株） 那覇市
（株）琉球リース 那覇市
琉球銀行国場支店 那覇市
（株）琉球銀行　営業統括部資産運用サポートグループ 那覇市
琉球日産自動車株式会社　泊サービスセンター 那覇市
琉球日産自動車株式会社　那覇国場店 那覇市
琉球放送 （株） 那覇市
理想沖縄（株） 那覇市
株式会社りゅうせきエネプロ　リハビリデイサービスぴたさぽ国場 那覇市
りゅうたん訪問看護ステーション 那覇市
りゅうはん株式会社（アクアクララ　リュウハン） 那覇市
琉球新報安里泊販売店 那覇市
株式会社リカーショップ新城 那覇市
リハビリ特化型デイサービス　リハビックス首里店 那覇市
（株） ﾛﾜｼﾞｰﾙ・ﾎﾃﾙｽﾞ沖縄 那覇市
沖縄ロジテム（株） 那覇市
株式会社ワークスタッフ沖縄営業所 那覇市
沖縄ワタベウェディング株式会社 那覇市
久米運転代行 久米島町
ハブ代行 久米島町
運転代行　球美 久米島町
美崎運転代行 久米島町
イーフ観光ホテル 久米島町
沖縄県農業協同組合久米島支店 久米島町
沖縄県立久米島高等学校 久米島町
（有）大田土木 久米島町
久米島町役場 仲里庁舎 久米島町
株式会社　南九州沖縄クボタ　久米島営業所 久米島町
久米島町社会福祉協議会 久米島町
公益社団法人地域医療振興協会　公立久米島病院 久米島町
久米島町有償バス 久米島町
久米建設（株） 久米島町
久米島ガス（株） 久米島町
久米島町消防本部 久米島町
久米島製糖（株） 久米島町
久米島工業開発（株） 久米島町
国洋建設（株） 久米島町
(株)高良建設 久米島町
社会福祉法人心の会　デイサービスセンターかりゆし 久米島町
デイサービスセンターわかみず 久米島町
（有）東開鉱業建設 久米島町
(有)仲里自動車学校 久米島町
日本郵便(株)久米島郵便局 久米島町
(有)比嘉組 久米島町



（株）丸吉組 久米島町
(株)宮城組 久米島町
株式会社りゅうせき　久米島物流センター 久米島町
アイズ運転代行 八重瀬町
is運転代行 八重瀬町
ああ運転代行 糸満市
I 運転代行 糸満市
運転代行あき 糸満市
AQUA　OKINAWA 八重瀬町
天晴運転代行 八重瀬町
ＡＮ１０運転代行 糸満市
運転代行ＣＡＲＯＬ 糸満市
NB代行 八重瀬町
ＳＧ代行 糸満市
ＳＳＳ運転代行 糸満市
運転代行カクテルα 糸満市
かなさ運転代行 糸満市
楓運転代行 糸満市
運転代行ギズ 糸満市
サン運転代行 糸満市
サン運転代行２ 糸満市
さくらや（運転代行） 糸満市
運転代行深夜便 糸満市
島人（しまんちゅ）運転代行 糸満市
せな運転代行 八重瀬町
ゼネラル運転代行 糸満市
ぞうさん代行 糸満市
Ｔ－ワールド運転代行 八重瀬町
７７３代行 八重瀬町
ＮａＮａ運転代行 八重瀬町
はえばる運転代行 糸満市
はなまる運転代行 糸満市
はっぴー運転代行 八重瀬町
運転代行ばらⅡ 糸満市
日の丸運転代行 糸満市
運転代行Ｐｕｒｅ２ 糸満市
ひめゆり運転代行 糸満市
運転代行冨士 糸満市
梟運転代行 糸満市
ＭＡＳＡ運転代行 糸満市
マギー運転代行 糸満市
丸石運転代行 糸満市
マルコウ運転代行 糸満市
みなと運転代行 八重瀬町
運転代行　むらやー 糸満市
運転代行ゆり 糸満市
夢運転代行 糸満市
ＲＵＮＡ運転代行 八重瀬町
運転代行Roots 糸満市
㈱アコーディアAH02 ｻﾞ･ｻｻﾞﾝﾘﾝｸｽｺﾞﾙﾌｸﾗﾌﾞ 八重瀬町
あけもどろ学園 八重瀬町
株式会社　赤マルソウ 糸満市
株式会社　朝日 糸満市
障害者支援施設　青葉園 糸満市
㈱アンドフィルムスタジオ　沖縄営業所 糸満市
（株）いちまん会　デイサービス　いさら 糸満市
（株）いちまん会　デイサービス　いちまん 糸満市
糸満市消防本部 糸満市
糸満市地域包括支援センターいちまん 糸満市



糸満市社会福祉協議会 糸満市
糸満市役所 糸満市
公益社団法人　糸満市シルバー人材センター 糸満市
糸満晴明病院 糸満市
（有）伊敷工事社 糸満市
（有）糸工房 八重瀬町
（有）糸満自動車学校 糸満市
（有）糸満スイミングスクール 糸満市
沖縄県立糸満高等学校 糸満市
医療法人助和の会 東風平第一医院 八重瀬町
糸満郵便局 糸満市
糸満市立学校給食センター 糸満市
株式會社ECO・ソリューション 糸満市
（株）上原土木 糸満市
㈱エスブロック　沖縄支店 八重瀬町
エッカ石油（株） 糸満市
（株）A-TRUCK沖縄支店 糸満市
沖食スイハン(株)糸満工場 糸満市
㈱沖縄機械整備 糸満市
沖興水産食品（株） 糸満市
公益財団法人　沖縄県平和記念財団　県営平和祈念公園 糸満市
沖縄県水産技術海洋技術センター 糸満市
沖縄県農業協同組合具志頭支店 八重瀬町
沖縄県農業協同組合東風平支店 八重瀬町
沖縄県農業協同組合（ＪＡおきなわ）糸満支店 糸満市
沖縄県酪農農業協同組合 八重瀬町
沖縄県立島尻特別支援学校 八重瀬町
沖縄水産高等学校 糸満市
沖縄県立西崎特別支援学校 糸満市
沖縄県農業研究センター 糸満市
沖縄県水産海洋技術センター 糸満市
沖縄古賀防水工業（株） 糸満市
沖縄食鶏加工株式会社 八重瀬町
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン糸満店 糸満市
沖縄トヨタ自動車(株)モビリティパーツ 糸満市
㈱沖縄スイミングスクール糸満校 糸満市
沖縄協同ガス（株） 八重瀬町
(株)沖縄伊藤園 糸満市
（株）沖縄プラスチック産業 糸満市
日立建機日本(株)沖縄南営業所 糸満市
（株）沖縄コンクリート 糸満市
沖縄少年院 糸満市
株式会社沖縄大榮 糸満市
沖縄リネンサプライ(株) 糸満市
(有)勝冷凍 糸満市
(株)ショージ沖縄出張所 八重瀬町
医療法人南嶺会勝連病院 糸満市
金秀バイオ株式会社 糸満市
株式会社　南九州沖縄クボタ 糸満市
学校法人津山学園  津山幼稚園 糸満市
(株)サン食品 糸満市
（株）青い海 糸満市
（株）嘉数グラビヤ 糸満市
㈱九州めいらく　沖縄営業所 糸満市
医療法人　白寿会　介護老人保護施設　白寿園 糸満市
共和ペイント（株） 糸満市
（有）協和工務店 八重瀬町
（株）近代美術 糸満市
具志頭給油所 糸満営業所 糸満市



國幸興發株式会社 糸満市
國幸興發株式会社 八重瀬町
グループホームかねぐすく 糸満市
沖縄県立向陽高等学校 八重瀬町
（株）呉屋組 糸満市
特別養護老人ホーム　ときわ苑 八重瀬町
合資会社　新垣材木店　西崎店 糸満市
日本郵便(株)東風平郵便局 八重瀬町
株式会社サニクリーン九州沖縄南部営業所 八重瀬町
㈱ざまみダンボール 糸満市
有限会社三和商事 八重瀬町
介護老人保健施設サクラビア 糸満市
新糸満造船（株） 糸満市
社会福祉法人　以和貴会　障害者支援施設ソフィア 糸満市
社会福祉法人転生会　特別養護老人ホーム転生会 八重瀬町
社会福祉法人転生会　サービス付き高齢者向け住宅花庭 八重瀬町
株式会社　ジェイシーシー 糸満市
社会福祉法人袋中園 糸満市
就労支援センターたまん 糸満市
シンコウテック㈱ 八重瀬町
放課後等デイサービス・児童発達支援　SpaceKids沖縄 糸満市
総合紙器（株） 糸満市
(株)大協開発 糸満市
多機能型事業所　すぺーす 糸満市
デイサービスセンターみなみ 糸満市
てだこ学園 八重瀬町
（株）照屋土建 糸満市
特別養護老人ホーム沖縄偕生園 糸満市
（有）豊秀興業　糸満営業所 糸満市
那覇鋼材株式会社　八重瀬機材センター 八重瀬町
南部水道企業団 八重瀬町
沖縄県立南部工業高等学校 八重瀬町
沖縄県立南部商業高等学校 八重瀬町
社団法人南部地区医師会  東風の里 八重瀬町
医療法人陽和会　南山病院 糸満市
那覇ゴルフ倶楽部 八重瀬町
（株）那覇王冠 糸満市
那覇魚類（株）糸満営業所 糸満市
南部電工（株） 糸満市
南部德洲会病院 八重瀬町
南光開発（株）糸満支店 糸満市
有限会社　南成生コン工業 糸満市
（株）西崎興業 糸満市
西崎生コン㈱ 糸満市
(株)西原商会九州　沖縄支店 糸満市
デイセンター　のんびり 糸満市
㈱ハウスドゥ住宅販売　糸満店 糸満市
パームヒルズゴルフリゾートクラブ 糸満市
光建設（株） 糸満市
ひめゆりクリニック 糸満市
有限会社ひかり部品店　糸満店 糸満市
（株）ふちかみ沖縄支店 八重瀬町
㈱フジタ沖縄支店　名城ﾋﾞｰﾁ作業所 糸満市
株式会社　麩久寿 糸満市
(株)Flourish　沖縄営業所 八重瀬町
文進印刷（株） 八重瀬町
ヘルパーステーションみなみ 糸満市
訪問介護ステーションいこい 八重瀬町
ホシザキ沖縄株式会社　南部営業所 八重瀬町



㈱ましき商会 糸満市
まさひろ酒造（株） 糸満市
株式会社　松原工業 糸満市
株式会社マツムラ 糸満市
マルヰ産業株式会社　南部支店 糸満市
社会福祉法人志紋福祉会　障害者支援施設みなみの里 糸満市
社会福祉法人大成福祉会みつる認定保育園 糸満市
宮一建設工業（有） 糸満市
(株)ミヤギパッケージ 八重瀬町
（株）宮平乳業 糸満市
八重瀬町教育委員会（学校教育課） 八重瀬町
八重瀬町役場（具志頭村庁舎） 八重瀬町
八重瀬町役場 八重瀬町
ヤンマー沖縄(株)南部支店 糸満市
ヤマトオートワークス沖縄(株) 糸満市
ヤマト石油株式会社 八重瀬町
ヤマト石油(株)配送センター 八重瀬町
ゆがふ製糖株式会社 八重瀬町
（株）優美堂 糸満市
医療法人 友愛会 南部病院 糸満市
社会医療法人 友愛会 介護事業部 糸満市
㈱吉田建材 糸満市
(株)琉興リース南部営業所 糸満市
㈱琉球銀行糸満支店 糸満市
リューセロ株式会社 糸満市
琉球内燃機（株）糸満工場 糸満市
琉球ホテル＆リゾート名城ビーチ 糸満市
琉南建設　株式会社 糸満市
和栄交易（株）沖縄支店 糸満市
アイ．キャン運転代行ルーキー 南城市
アキちゃん運転代行 南城市
あいうえお運転代行 与那原町
あいうえおⅡ運転代行 与那原町
あおい運転代行 南城市
あっ春ちゃん代行 与那原町
アルファ運転代行 南風原町
アニー代行 与那原町
あがり運転代行 与那原町
あひるちゃん運転代行 南城市
運転代行フルベース 与那原町
Ｈ＆Ｓ代行 南風原町
ＭＩ盛代行 南城市
エヌ運転代行 与那原町
大正運転代行 南城市
沖縄＠運転代行 南城市
沖縄＠2運転代行 南城市
大城運転代行 南城市
Good speed 南城市
K`s運転代行 南風原町
ココ運転代行 南風原町
Ｃｏｒｒｅｃｔ運転代行 南城市
サンサン運転代行 南城市
ざっきー代行 与那原町
代行しんちゃん 南風原町
翔南代行サービス 南風原町
スリー代行 南風原町
代行.ｃｏｍ 南城市
知念運転代行 南城市
つばさ運転代行 与那原町



てんぷす運転代行 南風原町
Ｔ代行 与那原町
DMK運転代行 南城市
南城運転代行 南城市
南海運転代行（株） 南城市
南山運転代行 南風原町
南星運転代行Ⅱ 南風原町
西運転代行 南風原町
ＮＥＷ代行 南城市
Ｈi運転代行 南城市
はな代行 南城市
八幡運転代行 南城市
ＢＥＡＴ運転代行 与那原町
ＢＥＡＴⅡ運転代行 与那原町
ひよこ代行 与那原町
ふぇ～ばる運転代行 南風原町
Ｆｒｅｅｄｏｍ運転代行 南風原町
みーばる運転代行 南城市
ｍｉｒａｉ運転代行 南風原町
家～回代行（やーかい） 南城市
良運転代行 南城市
りー運転代行 南城市
㈱旭堂　大里工場 南城市
アジア海洋沖縄　株式会社　南城ヤード 南城市
沖縄中央育成園あおぞら荘 南風原町
旭堂　大里工場 南城市
（株）アサヒプラント 南風原町
(株)アシストエンタープライズ 南風原町
社会福祉法人　愛隣園 与那原町
㈱アトル沖縄営業部 与那原町
株式会社　アイ・シー・エス 南風原町
イカリ消毒沖縄株式会社 南風原町
イオン琉球株式会社 南風原町
医療法人信和会　沖縄第一病院　 南風原町
医療法人信和会　沖縄第一病院　通所リハビリ・介護 南風原町
(株)WILL 那覇IC店 南風原町
エム・ケイ物産㈱ 南風原町
㈲オー・エス・ティー 南風原町
㈲大倉サッシ 南城市
大里総合建材（株） 南城市
大野産業(株) 南風原町
オキナワインターナショナルスクール 南城市
沖縄県印刷工業組合 南風原町
沖縄刑務所 南城市
公益社団法人　沖縄県環境整備協会 南城市
沖縄県中央家畜保健衛生所 南城市
沖縄県南部福祉事務所 南風原町
沖縄県農業共済組合 中央家畜診療所 南城市
沖縄県立沖縄盲学校 南風原町
沖縄県立開邦高等学校 南風原町
沖縄県立精和病院 南風原町
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター 南風原町
沖縄コカ・コーラボトリング（株）機器サービス部 南城市
沖縄コカ・コーラボトリング株式会社　機器サービス部 南城市
沖縄環境企画株式会社 南城市
沖縄ナブコ（株） 南風原町
（株）オキショウ 与那原町
（株）沖創工 南城市
（株）沖縄県食肉センター 南城市



（一財）沖縄県健康づくり財団 南風原町
沖縄バヤリース（株） 南城市
（有）大城生コン工業 南城市
（有）沖縄化製工業 南城市
沖縄県介護保険広域連合（南部調査認定事務所） 与那原町
特別養護老人ホーム朝日の家 南城市
（株）ジャパンビバレッジ沖縄 南風原町
沖縄県立知念高等学校 与那原町
（有）大松産業 南風原町
沖縄県農業共済組合中南部支所 南城市
沖縄県南部農業改良普及センター 南風原町
（株）沖縄イゲトー 南城市
沖縄県南部保健所 南風原町
沖縄メディカルセンター 南城市
おきなわ米飯　(株) 南風原町
（株）オキチク商事 南風原町
おきぎん証券南部事務所 南風原町
(株)スズケン沖縄薬品 南風原町
（株）開成　 南風原町
（株）アトル沖縄営業部 与那原町
(株)クラシアン沖縄営業所 南風原町
(株)琉球銀行南風原支店 南風原町
(株)琉球銀行与那原支店 与那原町
学校法人　嘉数女子学園（沖縄女子短期大学） 与那原町
（株）長嶺産業 南城市
カラダラボ南城船越 南城市
(株)興洋電子与那原営業所 与那原町
(株)ラウンドワン沖縄・南風原店 南風原町
株式会社　レキオエナジー 南風原町
（有）川満建装 南風原町
NTTフィールドテクノフィールドサービスセンタ 南風原町
沖縄県立開邦中学校 南風原町
（株）ブルボン沖縄営業所 南風原町
(株)スズキ自販沖縄アリーナ東浜 与那原町
（株）儀間生コン 南風原町
（株）技建 南城市
北丘高架橋作業所 南風原町
株式会社　共立実業 南城市
㈱共立メンテナンス　西日本事業部南城営業所 南城市
株式会社　近代美術 南風原町
クリナップ（株）沖縄営業所 南風原町
医療法人　正清会　久田病院 南風原町
株式会社　南九州沖縄クボタ　大里営業所 南城市
（有）ケンロク商事 与那原町
㈱交建企画 南風原町
合資会社　協和 南風原町
（有）國場商行 与那原町
コマツカスタマーサポート株式会社 南風原町
光文堂コミュニケーションズ(株) 南風原町
（有）寿ランド 南風原町
医療法人　嬉野が丘サマリヤ人病院 南風原町
(有)三友 南風原町
有限会社　咲尚建設事業本部 南風原町
社会福祉法人伊集の木会　玉川園 南城市
社会福祉法人喜寿会  小谷園 南城市
（株）守礼カントリークラブ（株） 南城市
（株）次郎工業 与那原町
社会福祉法人豊友会児童養護施設島添の丘 南城市
島尻消防組合 南城市



沖縄県農協　南城支店 南城市
ＪＡおきなわ佐敷支店 南城市
沖縄県農業協同組合知念支店（ＪＡおきなわ知念支店） 南城市
ＪＡおきなわ津嘉山支店 南風原町
ＪＡおきなわ南風原支店 南風原町
特別養護老人ホーム東雲の丘 南城市
沖縄県農協玉城支店 南城市
医療法人　信和会　介護老人保健施設おおざと信和苑 南城市
医療法人真徳会　通所リハビリテーション真徳苑 南城市
正晃（株）沖縄営業所 沖縄メディックス 南風原町
瀬底工務店㈱ 南城市
（株）ナカモト 南城市
㈲匠開発 南風原町
（有）田端設備工業 与那原町
（株）玉城園地　琉球ゴルフ倶楽部 南城市
(有)大一土建 南城市
有限会社　大地測量設計　南風原事務所 南風原町
タピック沖縄（株）ユインチホテル南城 南城市
大同火災海上保険(株)南部支社 与那原町
大東建託(株)沖縄南部支店 南風原町
株式会社　太陽スポーツクラブ 南風原町
社会福祉法人　千尋会 南風原町
㈲知念木工 南風原町
（株）中央医療器 南風原町
(株)津嘉山自動車学校 南風原町
（有）ツネダ塗装工業 南風原町
デイサービスアクティブ南城 南城市
㈱照正組　業務本部 与那原町
株式会社　Ｔ・Ｃ・Ｓ 南風原町
㈱東邦　南部営業所 南城市
ＴＯＴＯアクアエンジ(株) 南風原町
（株）東部電気土木 与那原町
東部消防組合消防本部 南風原町
ＴＯＴＯ株式会社　沖縄営業所 南風原町
トーマ産業（株） 与那原町
(株)とまとコーポレイション　南部営業所 南風原町
株式会社東和薬品沖縄販売　南部配送センター 南風原町
トヨタウン兼城店 南風原町
トヨタウン南風原店 南風原町
トヨタウン宮平店 南風原町
(株)那覇ミート 南城市
（株）長嶺商会 与那原町
株式会社南都　おきなわワールド 南城市
社会福祉法人　南城市社会福祉協議会大里支所 南城市
社会福祉法人　南城市社会福祉協議会玉城支所 南城市
社会副法人　南城市社会福祉協議会知念支所 南城市
那覇市環境部クリーン推進課 南風原町
南城市役所 南城市
南城市役所・スクールバス 南城市
南城市文化センター　指定管理者㈱共立メンテナンス 南城市
南城市学校給食センター 南城市
（有）那覇東クリーン 南風原町
㈱南都　南都酒造所 南城市
(株)ニック 南城市
日章電気工事（株） 南風原町
玉城郵便局（南風原中局玉城旧集配センター） 南城市
日本郵便(株)南風原中郵便局 南風原町
株式会社　大亜 南風原町
社会福祉法人　ニライカナイ 障害者支援施設　鵠生の叢 南城市



社会福祉法人ニライカナイ デイセンターおおさと 南城市
農業生産法人　㈱仲善 南城市
農業生産法人　(有)　EM玉城牧場牛乳 南城市
㈱ハウスドゥ住宅販売　与那原西原店 与那原町
沖縄県立南風原高等学校 南風原町
南風原町役場 南風原町
南風原はなぞの保育園 南風原町
南風原町教育委員会 南風原町
(株)馬天自動車学校 南城市
（有）はっぴー 南風原町
（有）ひが重機リース 南風原町
有限会社ひかり部品店与那原店 与那原町
(株)ふじ産業 南風原町
㈲フタバ種苗卸部 南城市
デイサービスほがらかおおみたけ 与那原町
Honda Cars沖縄与那原店 与那原町
マルヰ産業株式会社　佐敷工場 南城市
㈲丸清産業 南風原町
（株）マルキン家具 南風原町
（株）丸大 南風原町
㈱丸浩重機工業本社 南城市
（株）宮昌工業 南風原町
(有)宮城重機土木 南城市
(株)屋我商会　南風原営業所 南風原町
沖縄ヨコハマタイヤ㈱　本社・那覇営業所 南風原町
与那原在宅ケアセンター 与那原町
与那原町役場 与那原町
社会福祉法人　立命会　しらゆりの園地域密着型特養おおざと 南城市
琉球日産自動車㈱南風原店 南風原町
琉球協同飼料　株式会社 南風原町
リハビリ特化型デイサービス　リハビックス南風原店 南風原町
和光アクシス（株） 南風原町
渡辺パイプ沖縄株式会社 南風原町
運転代行ＡＳＫ 那覇市
Ｒ－１代行 豊見城市
あかじん代行 那覇市
アストロ運転代行 豊見城市
アタックⅡ運転代行 那覇市
アッもりもり代行 豊見城市
アールズＤＡＳＨ 豊見城市
ＡＸ代行（アックスだいこう） 豊見城市
あ！いいね！運転代行２４ｈ 那覇市
24時間の運転代行沖縄 豊見城市
イーグル２運転代行 那覇市
運転代行フーピンＪr 豊見城市
運転代行代走 那覇市
運転代行ウェルカム 那覇市
運転代行優愛 豊見城市
ウェーブ運転代行 豊見城市
ＡＰＥＸ代行（エーペックスだいこう） 豊見城市
えいちゃん代行 那覇市
合同会社願寿丸　アーバン平和運転代行 豊見城市
考運転代行 豊見城市
タンポポ代行 豊見城市
代行エンペラー 豊見城市
代行吉 那覇市
wa（ダブル エー） 那覇市
美風運転代行（ちゅらかじうんてんだいこう） 豊見城市
ディズニー運転代行 那覇市



照代行 豊見城市
ＴＧ代行 豊見城市
なかよし代行 豊見城市
なかよしJｒ代行 豊見城市
Barbie運転代行 那覇市
博運転代行 豊見城市
運転代行フーピン 豊見城市
Ｆａｍｉｌｙ運転代行 豊見城市
プリメリア運転代行 豊見城市
ＭＫ２運転代行 那覇市
夢限運転代行サービス 那覇市
もみじ運転代行2 那覇市
幸士（ゆきお）運転代行 那覇市
れもん運転代行 那覇市
赤嶺トンネル北作業所 豊見城市
株式会社安藤・間　九州支店　那覇空港作業所 那覇市
朝日エティック(株)沖縄支店 豊見城市
アスク沖縄株式会社 豊見城市
株式会社RCワークス 豊見城市
アップルレンタカー那覇空港店 豊見城市
育英義塾幼稚園 那覇市
イシグロ株式会社沖縄営業所 豊見城市
いすゞ自動車九州株式会社　沖縄支店 豊見城市
(株)イチネンアクセス　沖縄営業所 那覇市
大和情報サービス(株)イーアス沖縄豊崎 豊見城市
社会医療法人　友愛会　豊見城中央病院 豊見城市
医療法人おもと会　大浜第二病院 豊見城市
Ａ-ＣＲＥＡＴＥ沖縄株式会社 豊見城市
ANA沖縄空港株式会社 那覇市
エクセル航空株式会社 那覇市
株式会社エムアイディ沖縄営業所 那覇市
ＭＯＲ　Ｊａｐａｎ㈱ 那覇市
介護老人保健施設　はまゆう 豊見城市
岡部㈱沖縄支店 豊見城市
沖縄行政システム株式会社 那覇市
おもと会　デイサービスセンターとよみの杜 豊見城市
沖航燃（株） 那覇市
沖縄SV(株) 豊見城市
沖縄スイミングスクール(有)　豊見城校 豊見城市
沖縄キーコーヒー株式会社 豊見城市
沖縄コカ・コーラボトリング（株）豊見城営業所 豊見城市
（公財）　沖縄県交通安全協会連合会 豊見城市
沖縄県立南部農林高等学校 豊見城市
沖縄県立豊見城高等学校 豊見城市
沖縄国際ユースホステル 那覇市
沖縄道路メンテナンス（株） 豊見城市
沖縄バス(株)　豊見城営業所 豊見城市
ＢＸ沖縄文化シヤッター（株） 豊見城市
小禄みなみ診療所 那覇市
医療法人禄寿会 デイサービス小禄 那覇市
医療法人禄寿会　介護老人保健施設　禄寿園 那覇市
大保商事（株） 豊見城市
沖縄月星(株) 豊見城
沖縄ツーリスト(株)ＯＴＳレンタカー 豊見城市
オリオンビール㈱ 豊見城市
オリックス自動車(株)オリックスレンタカー那覇空港会員店 那覇市
オリックス自動車(株)オリックスレンタカーＪＡＬパックプレミア店 那覇市
オリックス自動車(株)オリックスレンタカー那覇空港店 豊見城市
沖縄県農業協同組合小禄支店 那覇市



沖縄県立小禄高等学校 那覇市
沖縄県立那覇西高等学校 那覇市
沖縄三和シャッター（株） 豊見城市
沖縄日通エアカーゴサービス(株) 豊見城市
一般財団法人沖縄コンベンションビューロー 那覇市
沖縄日野自動車（株） 豊見城市
沖縄県立豊見城南高等学校 豊見城市
㈱沖縄スイミングスクール　那覇校 那覇市
大林道路（株）沖縄営業所 那覇市
（株）沖縄第一興商 那覇市
沖縄特産販売株式会社 豊見城市
沖縄トヨタ自動車㈱シーサイド店 豊見城市
沖縄トヨタ自動車株式会社トヨタウン具志 那覇市
沖縄トヨタ自動車株式会社トヨタウンとよさき店 那覇市
沖縄トヨタ自動車株式会社トヨタウン那覇 那覇市
社会福祉法人まつみ福祉会　介護老人保健施設　桜山荘　就労移行支援事業所ゲラジョブセンターB型 豊見城市
桜山荘 「共に生きる町」たいら 豊見城市
桜山荘「共に生きる町」たかみね 豊見城市
㈱オキローボ 那覇市
株式会社　奥原電設 豊見城市
大阪航空局那覇空港事務所 那覇市
沖縄アウトレットモールあしびなー 豊見城市
沖縄医療生活協同組合 豊見城市
介護老人保健施設　友愛園 豊見城市
（株）アドスタッフ博報堂 那覇市
(株)スズキ自販沖縄アリーナ豊崎 豊見城市
学校法人聖公会学園  聖マタイ幼稚園 豊見城市
（株）九電工沖縄支店 豊見城市
（株）ケイ・テクノス　沖縄技術センタ 那覇市
㈱四季彩ペイント 那覇市
㈱第一医療器 豊見城市
(株)リュウロード 豊見城市
株式会社九電工沖縄営業所 豊見城市
学校法人　育英義塾幼稚園 那覇市
株式会社ネクステージ豊見城店 豊見城市
(株)保健科学研究所 豊見城市
（株）鏡原組 那覇市
（株）東恩納組とみしろ本部 豊見城市
株式会社　関西総合ビル管理 豊見城市
日本カルミック株式会社 那覇市
共立創研(株) 豊見城市
合同会社　金太郎開発 那覇市
(株)きゃん電研 那覇市
（株）クリードランドリーフォート 豊見城市
ＫＹシステム株式会社 豊見城市
(有)コーエー社 那覇市
コープおきなわ豊見城センター 豊見城市
西行建設株式会社　赤嶺トンネル北工事事務所 豊見城市
しばみつ保育園 豊見城市
清水・日本ファブテック異工種建設工事共同企業体 那覇市
社会医療法人友愛会在宅介護事業部 豊見城市
資生堂ジャパン（株）九州・沖縄支社（沖縄オフィス） 那覇市
社会医療法人友愛会友愛医療センター 豊見城市
ＪＡおきなわ豊見城支店 豊見城市
ＪＡおきなわ豊見城支店経済部 豊見城市
㈱新伸興行 豊見城市
ＪＡＬスカイエアポート沖縄(株) 那覇市
㈱白石ガス事業部　南部営業所 豊見城市
住友電設㈱沖縄営業所 豊見城市



社会福祉法人おもと会特別養護老人ホームすみれ 豊見城市
スカイレンタリース（株）那覇空港営業所 那覇市
沖縄スバル（株）豊崎店 豊見城市
生協ケアセンター 豊見城市
(株)仙台銘板　沖縄営業所 豊見城市
(株)善太郎組 那覇市
セコム琉球（株）南部営業所 豊見城市
株式会社ゼンリンインターマップ 那覇市
㈱大生通信 豊見城市
大和電工(株)豊見城事業部 豊見城市
株式会社　タカラ住建 豊見城市
株式会社　田中農園 豊見城市
たばる愛児保育園 那覇市
ダイキンＨＪＡＣソリューション沖縄（株） 那覇市
ダイキン工業株式会社那覇サービスステーション 那覇市
玉野総合コンサルタント株式会社沖縄支店 那覇市
(株)ダスキン沖縄　ダスキン具志支店 那覇市
大洋電気工事（株） 那覇市
第一印刷(株) 豊見城市
（株）大輝 豊見城市
（株）大米建設 那覇市
チロリンチャイルドスクール（有）チロリン幼児園 那覇市
有限会社　中央環境サービス公社 豊見城市
（有）壷川自動車学校 豊見城市
デイサービスセンターとよさき 豊見城市
ＴＭＣ沖縄販売(株) 那覇市
株式会社　電盛社　那覇小禄総合技術センタ 那覇市
東芝テック㈱　沖縄支店 那覇市
東芝テックソリューションサービス(株)那覇サービスステーション 那覇市
東急建設（株）九州支店（仮称）瀬長島リゾート温泉及び宿泊施設計画作業所 豊見城市
（株）トミコン 豊見城市
豊見城市役所 豊見城市
㈱トラベルレンタカー　那覇空港店 豊見城市
(株)トリム 那覇市
(有)とみしろ建材 豊見城市
介護老人福祉施設　良長園 豊見城市
豊見城市社会福祉協議会 豊見城市
豊見城市消防本部 豊見城市
（公社）豊見城市シルバー人材センター 豊見城市
豊見城偕生園 総合ケアセンター 豊見城市
（株）トヨタレンタリース沖縄 那覇市
豊見城市立学校給食センター 豊見城市
内閣府沖縄総合事務局土地改良総合事務所 豊見城市
社会福祉法人那覇市社会福祉協議会 那覇市
（株）那覇電工　豊見城営業所 豊見城
（株）南西産業 豊見城
那覇鋼材(株) 豊見城
那覇市学校給食センター（小禄） 那覇市
㈱南海部品商会豊見城営業所 豊見城
日本トランスオーシャン航空（株）メンテナンスセンター 那覇市
（有）日本プラント企画 エーススポーツクラブ 豊見城市
（株）日新電器産業　南部支店 豊見城市
日建リース工業株式会社　沖縄営業所 豊見城市
日本郵便(株)豊見城郵便局 豊見城市
日本総合整美株式会社 豊見城市
ニッポンレンタカー那覇空港第3営業所 豊見城市
社会福祉法人ニライカナイ　デイセンター那覇 那覇市
社会福祉法人ニライカナイ　こども発達支援センター　のびっと 那覇市
有限会社　日光建創 豊見城市



（株）ネクステージ豊見城SUV専門店 豊見城市
（有）パートナー企画 那覇市
ひまわりファクトリー 豊見城市
福岡インフライトケイタリング（株）沖縄事業所 那覇市
株式会社　ふじ産業　豊崎営業所 豊見城市
㈱フジタ　結縄支店 豊見城市
（株）フジレンタカー 那覇市
（株）富士薬品那覇営業所 那覇市
へいわだい保育園 豊見城市
（株）豊神建設　豊見城営業所 豊見城市
訪問看護ステーション　ちゅらぐくる 那覇市
HondaCars沖縄豊崎店 豊見城市
株式会社スマイル沖縄　訪問看護ステーションエール～応援～ 豊見城市
HondaDream沖縄豊崎 豊見城市
Honda Ｇｌｏｓｓ沖縄 豊崎センター 豊見城市
ボンドエンジニアリング株式会社沖縄営業所 豊見城市
（有）牧野建設 那覇市
タイムズモビリティネットワークス(株) 那覇市
前田道路株式会社　沖縄営業所 那覇市
㈱松宮オートサービス準備会社 豊見城市
株式会社マテックス　豊見城営業所 豊見城市
（有）丸徳ガス産業 那覇市
三浦工業（株）沖縄支店 豊見城市
(有)みね造園 豊見城市
明治産業（株）沖縄営業所 豊見城市
㈲やま店舗開発　 那覇市
やまうち木工（株） 豊見城市
（株）山川電気 豊見城支店 豊見城市
ヤマト運輸株式会社 那覇市
ヤマト生コン(株) 豊見城市
(有)金城工業 豊見城市
（有）津田建設 豊見城市
㈱ヨシケイ沖縄　豊見城営業所 豊見城市
介護老人保健施設  養生の里 豊見城市
(株)リネクト 那覇市
株式会社りゅうせきホームエネルギー事業部小禄事業所 那覇市
琉球銀行　豊見城支店 豊見城市
琉球国際航業（株） 那覇市
琉球産経（株） 豊見城市
琉球日産自動車（株）　豊崎店 豊見城市
琉球新報小禄南販売店 那覇市
礼邦幼稚園 那覇市
（株）レキオ・セキュリティーサービス 豊見城市
アーチ運転代行 浦添市
アシスト運転代行 浦添市
愛企画 浦添市
R－１　Ｊｒ．運転代行 浦添市
アロハ代行 西原町
アプリⅡ運転代行 西原町
イースト運転代行 西原町
イーグルＪr運転代行 浦添市
ＷＥＳＴ 浦添市
運転代行キャリー 浦添市
運転代行琉球Plus 西原町
運転代行浦添 浦添市
MIG運転代行 浦添市
運転代行響 浦添市
運転代行うりずん 浦添市
ウンテン代行サービス　 浦添市



Ｓ．Ｋ．代行 浦添市
ＳＤ代行 西原町
Ａ１運転代行 浦添市
輝！！運転代行 浦添市
金星運転代行 浦添市
国運転代行 浦添市
運転代行景 浦添市
運転代行國翔 西原町
こうちゃん代行 浦添市
運転代行 幸 浦添市
斉運転代行 浦添市
サンキュー代行 浦添市
Ｃｈａｐｐｉｅ代行 浦添市
自動車運転代行ポプラ 西原町
ＧＯＵ運転代行 浦添市
酔客（すいか）運転代行 西原町
ずみ運転代行 浦添市
隆運転代行 西原町
代行屋Daiko 西原町
だるま運転代行 浦添市
ちぃてつ代行 浦添市
運転代行D.Drive 浦添市
ＴＯＰ運転代行 浦添市
智代行 西原町
ナイト運転代行 西原町
渚運転代行 西原町
代行ナメック星人 浦添市
隼（はやぶさ）運転代行 浦添市
ＨＡＫＯＢＩＹＡ運転代行 西原町
ハーティ運転代行Ⅱ 浦添市
バーディー２運転代行 浦添市
バンタガ代行 浦添市
ＢＢ代行 西原町
福寿運転代行 西原町
ぼくらの運転代行 浦添市
舞　運転代行 西原町
MAX２４代行サービス 浦添市
運転代行ｍａ－ｍｏ 浦添市
丸正運転代行 浦添市
マルケイ代行 浦添市
みっちっち運転代行 浦添市
ミナミ運転代行 西原町
ｍｉｎｏ運転代行 浦添市
みつ星運転代行 浦添市
運転代行michi 浦添市
らくらく運転代行 西原町
ワイドー運転代行 西原町
わかさ運転代行 西原町
㈱東江ガス 浦添市
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社沖縄中部支社 浦添市
株式会社　アイム・ユニバース沖縄支社 浦添市
アクティブ工業株式会社 浦添市
アサヒ化粧品販売（株） 浦添市
朝日株式会社 浦添市
医療法人　愛和会 西原町
（株）安謝橋電機 浦添市
アサヒオリオン飲料株式会社　伊奈武瀬事務所 浦添市
アサヒオリオン飲料（株）　本店 浦添市
(株)アシスト冷熱工業 浦添市



アートコーポレーション(株)沖縄支店 浦添市
（株）新垣忠商事 浦添市
（株）東江建設 浦添市
アルフレッサヘルスケア(株) 浦添市
児童発達支援あろはkids牧港 浦添市
（株）イーエーシー 浦添市
株式会社　イチゴ 浦添市
いすゞ自動車九州株式会社　沖縄支社　浦添サービスセンター 浦添市
（株）池原商事 浦添市
（株）一心堂 浦添市
一建設(株)沖縄営業所 浦添市
合同会社イコル　イコル訪問看護ステーション 浦添市
一般財団法人沖縄県環境科学センター 浦添市
一般社団法人かりゆし結 浦添市
(株)イバノ 浦添市
（有）イシカワポンプ 浦添市
(株)石川酒造場 西原町
㈱うちこん 浦添市
（公社）浦添市シルバー人材センター 浦添市
社会医療法人仁愛会　浦添総合病院検診センター　 浦添市
浦添ガス工業（株） 浦添市
浦添協同クリニック 浦添市
浦添建設（株） 浦添市
浦添市教育委員会 こども青少年課 浦添市
社会福祉法人　浦添市社会福祉協議会 浦添市
浦添市消防本部消防署 浦添市
浦添市消防本部内間出張所 浦添市
浦添市消防本部牧港出張所 浦添市
浦添市保健相談センター 浦添市
浦添市上下水道事業 浦添市
浦添市役所　道路課 浦添市
浦添市役所　保育課 浦添市
浦添市役所 浦添市
浦添市役所　こども未来部　こども政策課 浦添市
浦添市役所　いきいき高齢支援課 浦添市
浦添市老人クラブ連合会 浦添市
（株）内間土建 浦添市
浦添商工会議所 浦添市
浦添市立学校給食　浦添共同調理場 浦添市
浦添中央・ニュータウン販売店 浦添市
ＮＥＣフィールディング（株）沖縄支店 浦添市
エイアンドダブリュー沖縄（株） 浦添市
ＳＰＫ株式会社 浦添市
エッカ石油（株） 浦添市
エッカ石油（株）西原営業所 西原町
エーテック(株) 浦添市
エクシオグループ株式会社　沖縄支店 西原町
(株)ＮＴＴフィールドテクノ九州支店沖縄営業所 浦添市
NTTフィールドテクノ沖縄設備部フィールドサービスセンタ 浦添市
（株）エフエム沖縄 浦添市
ＡＧＣ沖縄硝子建材（株） 西原町
ＮＳＫ㈱沖縄営業所 浦添市
（株）エレドック沖縄 西原町
エンパイヤ自動車株式会社　沖縄営業所 浦添市
大東ガスパートナー株式会社 浦添市
株式会社オーディフ 浦添市
尾家産業株式会社　沖縄営業所 浦添市
㈱沖縄アメル 浦添市
沖縄イヌイ㈱ 西原町



沖縄石油ガス（株） 浦添市
（株）沖産業　 浦添市
沖縄県立浦添工業高等学校 浦添市
（株）沖縄建材 浦添市
（株）沖縄工設 浦添市
（資）沖縄アルミ 浦添市
(有)沖縄クリーン工業 西原町
沖縄相互ガス株式会社 浦添市
(有)沖縄タカラ住設 浦添市
オキコ（株） 西原町
(株)オキセイ産業 西原営業所 西原町
沖電開発（株） 浦添市
沖電企業（株） 浦添市
（株）沖縄エネテック 浦添市
沖縄森永乳業（株） 西原町
沖縄ガス(株)ＬＰＧ西原充填所 西原町
沖縄協同青果（株） 浦添市
沖縄県企業局西原浄水管理事務所 西原町
沖縄県農業協同組合浦添支店 浦添市
沖縄県農業協同組合　西原支店 西原町
沖縄県花卉園芸農業協同組合 浦添市
沖縄県労働金庫浦添支店　普天間支店 浦添市
沖縄県立浦添高等学校 浦添市
沖縄県立浦添商業高等学校 浦添市
沖縄県立大平特別支援学校 浦添市
沖縄県立鏡が丘特別支援学校 浦添市
沖縄県立那覇工業高等学校 浦添市
沖縄県立陽明高等学校 浦添市
沖縄県立西原高等学校 西原町
沖縄県立浦添職業能力開発校 浦添市
沖縄県立産業廃棄物処理協同組合 西原町
沖縄工業商事（株） 浦添市
沖縄コカ・コーラボトリング（株） 浦添市
沖縄コカ・コーラボトリング（株）チェーンストア営業所 西原町
沖縄自動車販売協会 浦添市
沖縄シャーリング（株） 浦添市
沖縄食糧(株) 浦添市
沖縄スイミングスクール浦添校 浦添市
沖縄製線（株） 浦添市
沖縄鋳鉄工業（株） 西原町
沖縄電力（株） 浦添市
沖縄電力(株)送配電本部　配電部　配電業務グループ 浦添市
沖縄トヨタ自動車（株）　本社 浦添市
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン浦添店 浦添市
沖縄トヨタ自動車（株）トヨタウンぐすくま店 浦添市
沖縄トヨタ自動車株式会社　ぐすくま店 浦添市
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン勢理客店 浦添市
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン港川店 浦添市
沖縄トヨペット（株） 浦添市
沖縄日野出（株） 西原町
沖縄ふそう自動車（株） 浦添市
沖縄プラント工業（株）　本社 浦添市
沖縄プラント工業（株）火力部牧港事業所 浦添市
沖縄ホーチキ（株） 浦添市
沖縄ホンダ（株）ＨｏｎｄａＣａｒｓ沖縄牧港店 浦添市
沖縄ホンダ（株）ＨｏｎｄａＣａｒｓ沖縄仲西店 浦添市
沖縄ホンダ（株）ＨｏｎｄａＣａｒｓ沖縄大平店 浦添市
沖縄ホンダ株式会社 浦添市
沖縄マツダ販売（株） 浦添市



沖縄丸一（株） 浦添市
沖縄-ムトウ 浦添市
沖縄明治乳業（株） 浦添市
沖縄ヤマダ電機配工センター 浦添市
沖縄ユーシーシーコーヒー(株) 浦添市
沖縄療育園 浦添市
オパス（株） 浦添市
オリオンビール（株） 浦添市
(株)オーエスジー 浦添市
（株）大富建設コンサルタント 浦添市
（株）大平機械 西原町
㈱沖技 浦添市
オキジム（株） 浦添市
沖食スイハン(株) 浦添市
（株）沖電システム本社 浦添市
(有)沖縄電気建設 浦添市
（株）沖縄神洋ペイント 西原町
（株）沖縄ダイケン 浦添市
(株)沖縄コンクリート 浦添市
（株）沖伸建設 浦添市
（株）太名嘉組 浦添市
㈱沖縄建設技研 浦添市
（資）沖縄実業建材センター 浦添市
一般社団法人沖縄しまたて協会 浦添市
（有）沖縄給油設備 浦添市
障害者支援施設 沖縄コロニーセンター 浦添市
（有）沖縄小堀電気 浦添市
沖縄ビバレッジ（株） 浦添市
沖縄シャーリング(株)西原支店 西原町
ダンロップタイヤ九州（株） 浦添市
（株）オーシーシー 浦添市
株式会社ＯＣＳ　営業推進部 浦添市
大平産業 浦添市
株式会社　沖設備 浦添市
沖縄東邦(株) 西原町
オリエンタル機材(株) 西原町
大平不動産株式会社 浦添市
大原工業商事株式会社 西原町
（株）オール 西原町
介護老人保健施設　エメロードてだこ苑 浦添市
海洋プランニング（株） 浦添市
株式会社　沖産業ガス 浦添市
（株）加島事務機 浦添市
海洋食品（株） 浦添市
(株)不二家沖縄支店 浦添市
（株）沖縄開発工業 西原町
金秀アルミ工業（株） 西原町
金秀鉄工(株) 西原町
金秀建設（株）　西原支店 西原町
金秀鋼材（株） 西原町
㈱オキセイ産業 浦添市
（株）沖縄銀行事務部 浦添市
(株)武蔵野沖縄 浦添市
金秀商事（株） 西原町
株式会社沖縄広貫堂 浦添市
株式会社 日新電器産業（本社） 浦添市
（株）ローソン沖縄 浦添市
(株)友江 浦添市
(株)レカム沖縄 浦添市



（株）カナダ物産 浦添市
株式会社りゅうせき　浦添物流センター 浦添市
(株)りゅうせきライフサポート 浦添市
(株)沖電工保修部 浦添市
(株)東京海上日動パートナーズ九州沖縄支店沖縄支社 浦添市
（株）かねよし 浦添市
(株)西原グリーンセンター 西原町
(株)沖縄丸一食品 浦添市
（株）さわふじ 浦添市
（株）マルキン海産 浦添市
(株)ユヤマ沖縄営業所 浦添市
(株)スズキ自販沖縄アリーナ浦添東店 浦添市
(株)りゅうせきフロントライン 浦添市
株式会社ゆにてっくす 西原町
(株)ジーマックス 浦添市
(有)川建設 中城村
(株)学秀館 西原町
(株)島袋 浦添市
(株)鈴木シャッター沖縄支店 浦添市
（株）日本ケアサプライ沖縄営業所 西原町
(株)りゅうせき総合エネルギー事業本部海上輸送事業部 浦添市
ガルフウェーブソーン前田 浦添市
（資）川平商会 浦添市
(有)神崎ガス工業 浦添市
（株）ヤナセ九州営業本部沖縄支店 浦添市
株式会社　伊禮産業 浦添市
（株）キャリア・プラン 浦添市
（株）金城商事 浦添市
北那覇税務署 浦添市
（株）喜名新 浦添市
きずな訪問看護ステーション 浦添市
球陽生コンクリート（株）　那覇工場 浦添市
協和ガス（株） 浦添市
（株）協和建設コンサルタント 浦添市
協栄海事土木（株） 浦添市
（株）許田商会 浦添市
(有)共栄電工 浦添市
（有）共進電機 西原町
（株）きんでん沖縄営業所 浦添市
（株）輝陽 浦添市
株式会社　南九州沖縄クボタ　沖縄事務所 浦添市
㈱久米島の久米仙 浦添市
クリフト㈱沖縄営業所 浦添市
㈱グリーンクロス沖縄支社 浦添市
株式会社グリーンテックトーバル 浦添市
(株)ケアネット德洲会沖縄 浦添中央ケアセンター 浦添市
興和（株）沖縄営業所 浦添市
（株）國場組　設備部西原事業所 西原町
(株)いしかわ文明堂 西原町
独立行政法人国際機構沖縄国際センター（ＪＩＣＡ） 浦添市
（株）国際ビル産業本社 浦添市
興南施設管理（株） 浦添市
国際物産（株） 浦添市
国立大学法人琉球大学 西原町
国立大学法人琉球大学　上原事業場 西原町
國和建設株式会社 西原町
生活協同組合コープおきなわ西原センター 西原町
生活協同組合コープおきなわ浦添センター 浦添市
株式会社彩園沖縄営業所 西原町



在宅介護総合センター　やえせＡｓｓｅｍｂｌｅ　Ｇａｒｄｅｎ 浦添市
沖縄サンポッカ株式会社 浦添市
（株）佐久本工機 浦添市
ザ・テラスホテルズ(株)コクワ流通サービスカンパニー　コクワエナジー西原営業所 西原町
（株）サニクリーン九州　沖縄営業所 浦添市
（株）三虎 浦添市
株式会社　三志ａｃｔ． 西原町
笹尾商工（株） 浦添市
座波建設（株） 浦添市
㈱三愛通信沖縄支店 浦添市
山陽警備保障沖縄（株） 浦添市
三和工設（株） 浦添市
（株）新洋 浦添市
医療法人仁愛会　浦添総合病院 浦添市
ジーマ株式会社 浦添市
(株)ジーマアクセス 浦添市
（株）ＪＳＬインターナショナル 浦添市
JSS浦添スイミングスクール 浦添市
昭和（株）沖縄支社 浦添市
昭和技研（有） 浦添市
昭和薬科大学附属高等学校・中学校 浦添市
新沖縄観光開発（株） (沖縄カントリークラブ) 西原町
沖縄スバル自動車（株） 浦添市
（株）ジムキ文明堂 浦添市
有限会社　島八工業所 西原町
ジャパン建材株式会社　沖縄営業所 浦添市
社会福祉法人　若竹福祉会 浦添市
（株）尚生堂 浦添市
シンコー沖縄（株） 浦添市
(株)神洋 西原町
（株）芝岩エンジニアリング 西原町
株式会社スズキ自販沖縄 西原町
砂辺松福テント（株） 西原町
生活協同組合コープおきなわ浦添センター本部 西原町
（株）宣伝 西原町
総合包装（株） 西原町
（株）大亜 浦添市
㈱第一港運 浦添市
（株）タカダ 浦添市
㈱隆盛コンサルタント 浦添市
有限会社　瀧澤運送 西原町
（株）拓琉金属 浦添市
大成設備工業株式会社 西原町
㈱田中工業 浦添市
（株）タマイチ 浦添市
大伸（株） 浦添市
（株）第二波之上自動車学校 浦添市
大同火災海上保険（株）浦添支社 浦添市
（株）大東エンジニヤリング 浦添市
（株）大興鋼業 西原町
㈱大成ホーム　本社 浦添市
大和冷機工業（株）沖縄営業所 浦添市
（株）大東商事 浦添市
株式会社 大洋土木コンサルタント 浦添市
（株）タダシ建設 西原町
㈱タイキ 西原町
株式会社　大協通信　沖縄支店 浦添市
（株）田幸技建コンサルタント 浦添市
（株）チェリオ沖縄 浦添市



（株）中央建設コンサルタント 浦添市
ツクイ沖縄浦西 浦添市
(有)デーコム 浦添市
帝人在宅医療(株)福岡支店沖縄営業所 浦添市
テルウェル西日本(株)九州支店沖縄営業支店 浦添市
（株）デンソーサービス沖縄 浦添市
てだこ建材株式会社 浦添市
電気興業株式会社　沖縄営業所 浦添市
㈲東部通信建設 西原町
(株)トーホーフードサービス沖縄支店 浦添市
（有）十和通信 浦添市
(株)常盤メディカルサービス 浦添市
（株）トクシュ 西原町
特別養護老人ホーム守礼の里 西原町
トミー沖縄ノボサイエンス㈱ 浦添市
（株）富村商事 浦添市
東洋建機株式会社 西原町
東洋コンクリート（株） 西原町
（株）ナイソ 浦添市
㈲仲モータス 浦添市
株式会社　ナックス　沖縄支店 浦添市
（株）名護鉄工所 西原町
(有)長浜建設 西原町
長嶺電機（株） 浦添市
那覇酒類販売（株） 浦添市
（株）名渡山鉄工 西原町
南西石油（株） 西原町
南西電設（株） 浦添市
南石開発(株) 西原町
南島酒販株式会社 西原町
名嘉食品（株） 浦添市
有限会社日琉通信 西原町
日本キャタピラー合同会社 西原町
日本コムシス沖縄支店 西原町
日特建設(株)沖縄営業所 浦添市
（社）日本自動車連盟沖縄県支部 浦添市
日本光電九州(株) 浦添市
西事務機 西原町
西日本高速道路総合サービス沖縄(株)施設保全事務所 浦添市
西日本高速道路総合サービス沖縄(株)交通管理隊 浦添市
西日本高速道路総合サービス沖縄(株)技術事務所 浦添市
西日本高速道路総合サービス沖縄(株)総括料金所 浦添市
西日本高速道路総合サービス沖縄(株)道路敷地管理 浦添市
西日本高速道路総合サービス沖縄（株）土木保全事務所 浦添市
西日本高速道路総合サービス沖縄（株）本社 浦添市
西日本高速道路（株）九州支社沖縄高速道路事務所 浦添市
西日本高速道路ファシリティーズ(株)福岡営業所沖縄保全事務所 浦添市
西原産業合資会社 西原町
西原町社会福祉協議会（社会福祉法人） 西原町
公益社団法人西原町シルバー人材センター 西原町
西原町役場 西原町
西原町役場　上下水道課 西原町
日献産業（株） 浦添市
日産部品沖縄販売(株) 浦添市
ニッケンリース（株） 浦添市
日本オーチス・エレベーター（株）沖縄営業所 浦添市
日本年金機構浦添年金事務所 浦添市
（株）日本フェニックス 浦添市
日本メックス(株)沖縄営業所 浦添市



㈲ネットグスク 西原町
有限会社　城間通信 西原町
ＰＡＺＬＩＮＥ株式会社 浦添市
高速道路トールテクノロジー（株）沖縄テクノショップ 浦添市
パイオニア電設（株） 浦添市
㈲麦飯石の水 浦添市
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄（株） 浦添市
（有）花城通信 西原町
（有）春水工業 浦添市
（資）廣組 浦添市
比嘉工業（株） 西原町
有限会社　梁山泊 浦添市
日乃出鉄工（株） 西原町
（有）平伊工業 西原町
(株)比嘉電工　　 西原町
光通信工業（株） 浦添市
光プログレス株式会社 西原町
株式会社　比嘉製茶 西原町
(株)ファッションキャンディ浦添流通センター 浦添市
フォーモストブルーシール（株） 浦添市
福山商事（株） 浦添市
フクダ電子西部南販売（株）沖縄営業所 浦添市
フクダライフテック九州(株)沖縄営業所 浦添市
富士フイルムＢＩ沖縄株式会社　中部支店 浦添市
富士フィルムメディカル（株）沖縄営業所 西原町
富士薬品　宜野湾支店 浦添市
ブリヂストンタイヤ沖縄販売（株） 浦添市
㈱ブロードリーフ　沖縄営業所 浦添市
医療法人へいあん平安病院 浦添市
ヘルパーステーション中西 浦添市
訪問看護ステーションクラセル浦添店 浦添市
（資）堀川工業所 浦添市
北部製糖（株） 浦添市
株式会社　マイテレホン 浦添市
株式会社前川制作所　沖縄営業所 浦添市
医療法人博愛会　牧港中央病院 浦添市
（株）丸産業 浦添市
丸正印刷（株） 西原町
（資）丸善 浦添市
（株）丸石設備 浦添市
（株）丸忠 浦添市
（株）丸福 浦添市
有限会社　丸吉青果 浦添市
牧港建設（株） 浦添市
牧港ドライビングスクール 浦添市
牧港ひまわり幼稚園 浦添市
松田進学塾 浦添市
丸政商事（株） 浦添市
マルヰ産業（株）西原支店 西原町
（有）マルキヨ製菓 浦添市
エコソリューションズ社 パナソニック(株) 沖縄電材営業所 浦添市
パナソニックリビング九州(株)沖縄支店 浦添市
（有）丸市ミート 浦添市
学校法人　　みのり学園 浦添市
三井食品（株）九州支社沖縄支店 浦添市
港川プロジェクト新築工事 浦添市
宮城珠算学校 浦添市
三善建設（株） 西原町
有限会社村吉ガス圧接工業 西原町



(株)沖縄メディコ 浦添市
（株）メイクマン 浦添市
㈱明成建設 浦添市
明和システム（株） 浦添市
森永製菓株式会社 浦添市
（株）屋部土建　浦添本社 浦添市
（株）屋部土建　西原営業所 西原町
屋部土建・南洋土建・高橋土建JV　陽明高校校舎改築工事（建築１工区）作業所 浦添市
（株）ヤビク商事 浦添市
（株）山正物産 西原町
ユアサ商事(株)沖縄営業所 浦添市
(有)三崎工業 浦添市
ＵＤトラックス株式会社沖縄カスタマーセンター 浦添市
豊物産（株） 浦添市
日本郵便(株)浦添郵便局 浦添市
有限会社　トモ・プランニング 浦添市
（有）ユナイテッドシステム 浦添市
（有）良組 西原町
有限会社　与座建設 浦添市
（株）ライトモータース 浦添市
（株）ライン沖縄 西原町
（株）リウエン 浦添市
㈱リウデン 浦添市
リハビリデイサービスぴたさぽ牧港 浦添市
（株）琉球伊奈 浦添市
（株）琉建工業 西原町
リウコン（株） 西原町
琉球銀行(株)　事務総括部 浦添市
(株)琉球銀行内間支店 浦添市
(株)琉球銀行西原支店 西原町
(株)琉球銀行城間支店 浦添市
琉球港運（株） 浦添市
琉球ゴーレックス（株） 西原町
琉球設備工業（株） 西原町
琉球セメント（株） 浦添市
リハビリデイサービスぴたさぽ経塚 浦添市
（株）りゅうせき 浦添市
琉球通信工事（株） 西原町
琉球日産自動車（株） 浦添市
琉球日産自動車株式会社浦添店 浦添市
琉球日産自動車株式会社浦添第一サービス 浦添市
琉球ミート（株） 浦添市
りゅうぎんビジネスサービス（株） 浦添市
（株）りゅうせき建設 浦添市
（株）琉薬 浦添市
(株)琉球エンジニア 浦添市
琉球警備保障(株) 浦添市
㈱りゅうにちホールディングス 浦添市
琉穂建設工業（株）浦添本店 浦添市
リリカラ（株）沖縄営業所 浦添市
琉球新報　西原東販売店　我謝２販売店 西原町
琉球造船鉄工株式会社 浦添市
琉球新報内間・小湾販売店 浦添市
医療法人 六人会 ロクト整形外科クリニック 浦添市
株式会社ロジクエスト沖縄支店 浦添市
（株）湧川商会 浦添市
Ｒ代行 宜野湾市
ＡＳＫＡ運転代行 中城村
ａｇａｉｎ運転代行 宜野湾市



アールスリー代行 宜野湾市
ありさ運転代行 宜野湾市
アルパカ代行 中城村
安全運転代行サービス 宜野湾市
いちゃりばサービス代行 宜野湾市
運転代行マル 中城村
ＣＬＡＮ（クラン）運転代行 宜野湾市
運転代行クリエイト 宜野湾市
運転代行シティー 宜野湾市
運転代行寅さん 宜野湾市
運転代行新栄 宜野湾市
運転代行鈴 中城村
運転代行６(ロク) 宜野湾市
運転代行タイム 宜野湾市
運転代行　友 中城村
８(えいと)運転代行 宜野湾市
８（エイト）運転代行 宜野湾市
運転代行エイワ 宜野湾市
運転代行エスエス 宜野湾市
沖代行 宜野湾市
運転代行Ｏ・Ｋ 宜野湾市
おーい代行 宜野湾市
オキツー運転代行 宜野湾市
運転代行カーズ 宜野湾市
運転代行きんちゃんセブン 宜野湾市
キラリ運転代行 宜野湾市
グリーン運転代行 宜野湾市
クッキーⅡ代行 宜野湾市
５５代行 中城村
コール運転代行 宜野湾市
ＳＡI代行 宜野湾市
運転代行SAN城　Ⅱ 中城村
ステーション代行サービス 中城村
すみれ運転代行 宜野湾市
すみれ運転代行2 宜野湾市
セブン代行 宜野湾市
Ｚ（ゼット）運転代行 宜野湾市
椿運転代行 宜野湾市
Ｄ．Ｋ運転代行 宜野湾市
運転代行トライ 宜野湾市
運転代行　和結 宜野湾市
運転代行Ｎｅｗ Ｒｉｖｅｒ 宜野湾市
ＮＥＸＴ　Ａｇａｉｎ　代行 宜野湾市
nono運転代行 宜野湾市
はごろも運転代行 宜野湾市
運転代行バーディー 宜野湾市
華運転代行 宜野湾市
濱運転代行 宜野湾市
秀代行 宜野湾市
運転代行普天間 中城村
代行５５５ 宜野湾市
運天代行　まいふか 宜野湾市
Ｍａｎａ代行 宜野湾市
まりん代行 宜野湾市
運転代行マブヤー 宜野湾市
運転代行Ｍｉｒａｉ 宜野湾市
ムーミン運転代行 宜野湾市
運転代行睦 宜野湾市
優ちゃん代行 宜野湾市



ＬＩＦＥ　ＳＴＹＬＥ代行 宜野湾市
ラン運転代行 宜野湾市
りんの代行 宜野湾市
(株)あいあいケータリング沖縄 宜野湾市
アイリスオーヤマ株式会社　沖縄支店 宜野湾市
有限会社　アイジェイエス 宜野湾市
㈱アソシエ 宜野湾市
株式会社　アーキジオ　パシフィック支店 宜野湾市
（株）アドイースト 中城村
アメリカンエンジニアコーポレイション 宜野湾市
（株）アミューズメント沖縄 宜野湾市
社会福祉法人いなほ会 中城村
ウイトコインダストリー（株） 宜野湾市
上城技術情報（株） 宜野湾市
(株)沖縄三和メディカル 宜野湾市
(株)オキセイ産業中城営業所 中城村
(株)おきぎんエス・ピー・オー 宜野湾市
沖縄県消防学校 中城村
(公財)沖縄県建設技術センター 宜野湾市
沖縄県下水道管理事務所 宜野湾市
沖縄県立普天間高等学校 宜野湾市
沖縄コカ・コーラボトリンク（株）中部営業所 中城村
沖縄砂利採取事業協同組合 宜野湾市
沖縄情報システム（株） 宜野湾市
沖縄セメント工業㈱生コン事業部添石工場 中城村
沖縄綜合警備保障株式会社 宜野湾市
沖縄西濃運輸（株） 宜野湾市
㈱沖縄電子 宜野湾市
沖縄ペプシビバレッジ（株）（サントリーフーズ沖縄（株）） 宜野湾市
沖縄三菱電機販売（株） 宜野湾市
沖縄綿久寝具（株）　本社工場 宜野湾市
沖縄綿久寝具（株）　中城工場 中城村
沖縄ヤクルト（株） 宜野湾市
沖縄ケーブルネットワーク株式会社　中部センター 宜野湾市
(株)沖縄エンジニヤ 宜野湾市
沖縄プリンスホテルオーシャンビューぎのわん 宜野湾市
オパス（株）事業本部 宜野湾市
有限会社　沖縄中部ガス 宜野湾市
株式会社　大西電気 宜野湾市
㈱沖産業 宜野湾市
（株）沖縄仮設 中城村
(株)沖縄環境分析センター 宜野湾市
（株）オキナワ技研 中城村
㈱沖縄ゼネラルサービス 宜野湾市
（株）沖縄ホーメル 中城村
（学校法人）カトリック沖縄学園 宜野湾市
（株）大山テクノセンター 中城村
株式会社沖電工配電管理部浦添営業所 宜野湾市
(有)海邦造園 宜野湾市
(株)開成 宜野湾市
花王フィールドマーケティング(株)　九州支社沖縄支店 宜野湾市
花王プロフェッショナルサービス(株) 宜野湾市
花王グループカスタマーマーケティング株式会社　九州支社沖縄支店 宜野湾市
(株)琉球銀行宜野湾支店 宜野湾市
(株)学友館 宜野湾市
(株)川橋建設 宜野湾市
(株)ラウンドワン沖縄宜野湾店 宜野湾市
(株)川本製作所 沖縄営業所 宜野湾市
(株)ＬＩＸＩＬ沖縄支店 宜野湾市



(株)ＬＩＸＩＬトータルサービス　九州支店沖縄営業所 宜野湾市
(株)サニクリーン九州沖縄東部営業所 中城村
沖縄県立宜野湾高等学校 宜野湾市
医療法人球陽会海邦病院 宜野湾市
（医）宜野湾整形外科医院 宜野湾市
(株)機電工業 宜野湾市
（株）宜野湾自動車学校 宜野湾市
宜野湾ガス（株） 宜野湾市
宜野湾市社会福祉協議会 宜野湾市
宜野湾市消防本部消防署 宜野湾市
宜野湾市消防本部消防署真志喜出張所 宜野湾市
宜野湾市消防本部我如古出張所 宜野湾市
宜野湾市上下水道局 宜野湾市
宜野湾市役所 宜野湾市
金城重機（株） 中城村
金城重機（株）　沖縄営業所 中城村
（株）球電舎 宜野湾市
宜野湾市保健相談センター 宜野湾市
介護老人保健施設ぎのわんおもと園 宜野湾市
株式会社久保田安全ガラス宜野湾 宜野湾市
クリアス不動産開発株式会社 宜野湾市
合同会社エナジーデイサービスセンターぎのわん 宜野湾市
光南建設（株） 宜野湾市
興南工業㈲ 宜野湾市
株式会社 さんだん花 宜野湾市
（株）サンシャイン 宜野湾市
サトウ(株) 宜野湾市
(株)サンエーエディオンテクノセンター 宜野湾市
株式会社　サンゲツ沖縄 宜野湾市
三建設備工業株式会社　グローバル事業本部沖縄分室 宜野湾市
(株)三栄電工沖縄営業所 宜野湾市
（株）サンプラント　沖縄支店 宜野湾市
沖縄県農業協同組合 宜野湾支店 宜野湾市
株式会社　沖縄シー・アイ・シー 宜野湾市
㈱ＳＤＡＴ　沖縄支店 中城村
ＪＡおきなわ中城支店 中城村
学校法人シオン学園附属シオン幼稚園 宜野湾市
慈愛幼稚園 宜野湾市
（資）新藤土質調査 宜野湾市
ＪＳＳスイミングスクール沖縄中央 宜野湾市
児童デイサービスまはろ宜野湾大謝名 宜野湾市
児童デイサービスまはろ宜野湾伊佐 宜野湾市
児童デイサービスまはろ宜野湾志真志 宜野湾市
児童発達支援あろはkids志真志 宜野湾市
(株)Jリスクマネージメント 宜野湾市
社会福祉法人ハイジ福祉会　障害者支援施設グリーンホーム 中城村
清水・大米特定建設工事共同企業体　琉球大学（西普天間）病院新営その他工事 宜野湾市
㈱セイコー 宜野湾市
セコム琉球㈱宜野湾支社 宜野湾市
世紀東急工業(株)沖縄中部営業所 宜野湾市
全国共済農業協同組合連合会沖縄県本部自動車損害調査部宜野湾自動車サービスセンター 宜野湾市
有限会社正光機械本社 宜野湾市
(有)総合油脂 中城村
株式会社　添　空調設備 中城村
(株)ダイコー沖縄 宜野湾市
(有)田場機工 宜野湾市
医療法人玉木病院 宜野湾市
大育幼児学園 中城村
大成ロテック（株）沖縄工事事務所 宜野湾市



ダイドードリンコ（株）西日本第二支店　沖縄オフィス 宜野湾市
拓南製作所株式会社 中城村
拓南製作所株式会社　伸線株式会社 中城村
拓南製作所株式会社　防錆事業所 中城村
（株）大設 宜野湾市
（株）ダイショー 宜野湾市
有限会社　大発工業 宜野湾市
(株)知名通信 中城村
沖縄県立中部商業高等学校 宜野湾市
（有）津城電気工事 中城村
医療法人緑水会宜野湾記念病院　通所リハビリテーションぎのわん 宜野湾市
医療法人おもと会デイサービスセンター上原 宜野湾市
デルタ電気工業㈱ 宜野湾市
デイサービスおれんじ 宜野湾市
(株)ティーバイティーホールディングス 中城村
特定非営利活動法人ピーエーアイおきなわ 宜野湾市
（株）トーエイ 宜野湾市
株式会社 トーショー沖縄営業所 宜野湾市
医療法人徳山会山川歯科医院 宜野湾市
(株)トミレディオ 宜野湾市
医療法人守礼の会 介護老人保健施設中城苑 中城村
長田広告株式会社　沖縄営業所 宜野湾市
中城村役場 中城村
社会福祉法人　中城村社会福祉協議会 中城村
南建工業（株） 宜野湾市
(有)長堂材木店 宜野湾市
那覇鋼材株式会社　宜野湾支店 宜野湾市
日本郵便株式会社　宜野湾郵便局　郵便部 宜野湾市
日本郵便株式会社　宜野湾郵便局　金融渉外部 宜野湾市
日本郵便株式会社　中城郵便局 中城村
（株）日本電設 宜野湾市
西日本警備保障（株） 宜野湾市
西日本フード（株）沖縄事業部 宜野湾市
新田ペイント（株） 宜野湾市
障がい福祉サービス事業所はごろも 宜野湾市
鉢嶺材木店 中城村
有限会社　パーソナルフードサービス 宜野湾市
パナホーム（株）沖縄支社 宜野湾市
パナソニックリフォーム株式会社九州支社沖縄営業所 宜野湾市
(株)パスコ環境文化コンサルタント事業部環境技術部沖縄調査事務所 宜野湾市
光電気工事（株） 宜野湾市
社会福祉法人　幸福義会　ピノキオ保育所 宜野湾市
(有)富士石油 中城村
（株）富士建設 宜野湾市
ファーイーストサービス（株） 宜野湾市
普天間石油 宜野湾市
フクシマガリレイ(株)沖縄支店 宜野湾市
特別養護老人ホーム福寿園 宜野湾市
(株)プログレッシブエナジー 中城村
株式会社　プロトソリューション 宜野湾市
訪問看護ステーション　デューン沖縄 中城村
丸井産業株式会社沖縄営業所 宜野湾市
㈱埋蔵文化財サポートシステム沖縄支店 宜野湾市
(株)丸久商会 宜野湾市
マリンフーズ株式会社沖縄事業所 宜野湾市
株式会社マルケン建設工業 中城村
マレア沖縄・宜野湾マリン支援センター 宜野湾市
前田建設（株） 宜野湾市
町田機工（株） 中城村



(株)丸新建設 宜野湾市
美津濃株式会社沖縄営業所 宜野湾市
森正工業（株） 宜野湾市
（株）山内組 宜野湾市
ヤシマ工業株式会社中部営業所 宜野湾市
（株）山里機工 宜野湾市
（株）屋良材木店 宜野湾市
ヤンマー沖縄（株） 宜野湾市
ヤマデン(株) 中城村
(有)大和装美 宜野湾市
(有)オンタリオサービス 宜野湾市
(有)宜野湾鶏卵販売 宜野湾市
(有)ゆいまーる水道 宜野湾市
有限会社　五和工業 宜野湾市
㈱ヨシケイ沖縄宜野湾営業所 宜野湾市
（株）ヨナシロ中城モール 中城村
(株)ヨシケイ沖縄 宜野湾市
（有）与那嶺ダクト 宜野湾市
株式会社　ラグナガーデンホテル 宜野湾市
有限会社　雷光電気工事 宜野湾市
㈱琉球銀行　普天間支店 宜野湾市
（株）琉仁カスタマーサービス 中城村
琉球建設産業(株) 宜野湾市
合資会社　琉球孵卵場 中城村
運転代行あーちん 北中城村
運転代行あーちん２ 北中城村
愛ランド運転代行 沖縄市
愛代行 沖縄市
ＡＣＣＥＳＳ 沖縄市
愛正運転代行 沖縄市
あさひ運転代行１番 沖縄市
あしすと代行 北中城村
運転代行アポロ 沖縄市
アメジスト運転代行 沖縄市
イースタン代行 沖縄市
ｅ代行 沖縄市
うまるーん運転代行 沖縄市
運転代行一番桜２ 沖縄市
運転代行九班 沖縄市
運転代行ファミリー 沖縄市
運転代行まるた 沖縄市
運転代行華蓮 沖縄市
運転代行マル安 沖縄市
運転代行ＧＯＤ 沖縄市
運転代行ⅡＰｉｅｃｅ 沖縄市
Wing運転代行 沖縄市
運転代行　Ａ 沖縄市
ＡＧ代行 沖縄市
ＬＲ運転代行 北中城村
Ｎ．Ｋ運転代行 北谷町
ＧＳＳ運転代行 沖縄市
ＫＡＺＵ代行 沖縄市
かぐら 沖縄市
運転代行クレスト 北中城村
９２代行 沖縄市
運転代行ＱＵＥＥＮ 北谷町
クロエ運転代行 沖縄市
運転代行　コース 沖縄市
サクセス運転代行 沖縄市



３５運転代行 沖縄市
３９（サンキュー）運転代行 沖縄市
ＨＥＬＬＯ運転代行 沖縄市
ジェニー運転代行 沖縄市
紹代行 沖縄市
SHIZUKU運転代行 沖縄市
ジープ運転代行 沖縄市
スーパー代行 沖縄市
SELECT 沖縄市
運転代行そよ風 北谷町
代行ＮＯＡＨ 北中城村
代行ナカマ 沖縄市
運転代行　ＤＩＡ（ダイヤ） 沖縄市
運転代行　辰樹 沖縄市
つは運転代行 北谷町
運転代行ツトム 沖縄市
ＴＹ代行 沖縄市
寅次郎エンタープライズ 沖縄市
ハンビー代行 北谷町
ドルフィン代行 沖縄市
どこでもドア 沖縄市
ＴＲＵＳＴ運転代行 沖縄市
ドライバー運転代行 沖縄市
なりた運転代行 沖縄市
ＮＩＧＨＴＳ運転代行 沖縄市
運転代行なんくる 沖縄市
運転代行　ぱなぱな 沖縄市
ハイビスカス運転代行 沖縄市
パーク代行 沖縄市
ハラミ運転代行 沖縄市
バンバン代行 沖縄市
ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ運転代行 沖縄市
運転代行Ｂ・Ｂ 沖縄市
運転代行ヒーロー 沖縄市
運転代行B 沖縄市
Ｐｉｅｃｅｓ代行 沖縄市
颯来代行Ⅱ 北谷町
運転代行Ｐｏｎｙポニー 沖縄市
Ｍajun運転代行 北谷町
運転代行マルサン 北中城村
運転代行まるたＪｒ. 沖縄市
まりんⅡ運転代行 北谷町
まるみ運転代行 沖縄市
まめ星代行 沖縄市
運転代行みさと 沖縄市
みつぼし運転代行 北谷町
女神代行 沖縄市
夢航海 北中城村
Ｕ・Ｓ・Ａ運転代行 沖縄市
ＵＦＯ運転代行 北谷町
ライズ運転代行 沖縄市
Ｌｕｃｋ代行 沖縄市
ＬＥＥ運転代行 北中城村
リアン 沖縄市
ＯＮＥ　Ｓｔｅｐ　運手代行 沖縄市
医療法人卯の会　新垣病院 沖縄市
医療法人アガペ会　北中城若松病院 北中城村
医療法人アガペ会　介護老人保健施設　若松苑デイサービス 北中城村
AsiaticTrans-pacific A Division of pasha Group アジアティック　トランスパシフィック 沖縄市



(株)アソシア 北谷町
(株)アソシアソーシャルトレーニング 北谷町
医療法人安心会　障害者多機能型支援施設チャレンジ 沖縄市
（社福）琉球キリスト教奉仕団　特別養護老人ホーム　愛の村 北中城村
アゲダ空調設備（株） 北中城村
泡瀬北デイサービスセンター 沖縄市
愛聖クリニック 沖縄市
愛聖クリニックデイケアセンター 沖縄市
愛聖クリニック　デイサービスセンターはる 沖縄市
（株）アメニス空調 沖縄市
(株)エイジングウェルアユーラ放課後等デイサービス沖縄１ 沖縄市
いきがいのまち　デイサービス美里 沖縄市
いきがいのまち　サポートステーション 沖縄市
伊是名電気通信株式会社 沖縄市
一般社団法人　中部地区医師会 北谷町
一般社団法人　中部地区医師会　八重島事務所 沖縄市
医療法人沖縄徳洲会　中部徳洲会病院 北中城村
医療法人徳洲会　ハンビークリニック　 北谷町
医療法人真愛会　伊佐整形外科 沖縄市
医療法人奨進会　東部クリニック 沖縄市
伊藤ハム販売株式会社沖縄営業所 沖縄市
（有）イナテック 北谷町
（株）伊禮産業　産業エネルギー部　 沖縄市
合資会社　伊礼紙業 沖縄市
（株）インストール沖縄 沖縄市
医療法人徳洲会　ちゅうとく訪問看護ステーション 沖縄市
医療法人安心会　障害者多機能型支援施設チャレンジ 沖縄市
医療法人徳洲会　中部徳洲会病院居宅介護支援事務所 沖縄市
上門工業（株） 沖縄市
㈱エステック　沖縄営業所 沖縄市
株式会社　エノビ防災技研 沖縄市
株式会社エコプラス 沖縄市
おきぎん証券(株)中部事務所 沖縄市
太田建設（株） 沖縄市
大月設計㈱ 北中城村
（株）オカノ沖縄市営業所 沖縄市
（株）おきぎんリース中部営業部 沖縄市
（株）沖善社　本社 沖縄市
（有）沖送電 沖縄市
沖縄セメント工業（株）生コン事業部嘉手納工場 北谷町
社会法人　麗峰会　特別養護老人ホーム沖縄一条園 沖縄市
沖縄エンタープライズ（株） 沖縄市
沖縄県企業局　北谷浄水管理事務所 北谷町
沖縄県立泡瀬特別支援学校 沖縄市
沖縄県立美来工科高等学校 沖縄市
沖縄県立美咲特別支援学校 沖縄市
沖縄県立美咲特別支援学校はなさき分校 北中城村
沖縄県立美里工業高等学校 沖縄市
沖縄県立美里高等学校 沖縄市
沖縄県中部保健所 沖縄市
沖縄県コザ児童相談所 沖縄市
沖縄県労働金庫　コザ支店具志川支店 沖縄市
沖縄県生コンクリート協同組合 中部営業部 沖縄市
沖縄県中古自動車販売商工組合 北中城村
沖縄県総合運動公園 沖縄市
沖縄県農業協同組合コザ支店 沖縄市
沖縄県立球陽高等学校 沖縄市
沖縄県中部農業改良普及センター 沖縄市
沖縄県飼料協業組合 沖縄市



沖縄県中部土木事務所 沖縄市
沖縄県花卉園芸農業協同組合中部センター 沖縄市
（公財）沖縄こどもの国 沖縄市
沖縄市教育委員会(生涯学習課） 沖縄市
社会福祉法人　沖縄市社会福祉協議会 沖縄市
沖縄市消防本部 沖縄市
沖縄振興開発金融公庫中部支店 沖縄市
公益社団法人沖縄市シルバー人材センター 沖縄市
沖縄市役所　 沖縄市
沖縄市役所　建築公園課 沖縄市
沖縄市教育委員会市民スポーツ課 沖縄市
沖縄市役所　道路課 沖縄市
沖縄市水道局 沖縄市
沖縄市養鶏団地組合 沖縄市
沖縄市立学校給食センター 沖縄市
沖縄市管工事協同組合 沖縄市
沖縄市地域包括支援センター中部南 沖縄市
沖縄市学校給食センター第３調理場 沖縄市
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン池原店 沖縄市
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウンコザ店 沖縄市
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン北谷店 北谷町
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン北谷ランド店 北谷町
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン登川店 沖縄市
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン松本店 沖縄市
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン美浜店 北谷町
沖縄テクノクリート  （株）  　 沖縄市
（一財）沖縄電気保安協会  中部支店 沖縄市
沖縄パナソニック特機（株）中部営業所 沖縄市
沖縄中部療育医療センター 沖縄市
沖水化成（株） 沖縄市
沖縄浄管センター（資） 沖縄市
沖縄税務署 沖縄市
沖縄美装管理株式会社 沖縄市
（株）沖縄豊和 沖縄市
医療法人一灯の会沖縄中央病院 沖縄市
沖縄協同ガス（株）中部営業所 沖縄市
オリオンサポート株式会社 沖縄市
沖縄新エネ開発（株） 北谷町
（株）沖縄タイムス社　中部支社 沖縄市
沖縄ろう学校 北中城村
沖縄日野自動車（株）中部営業所 沖縄市
（株）沖永開発事業本部 北中城村
(株)沖舗 沖縄市
(有)沖塗工業 北谷町
（株）奥原電設 沖縄市
（株）ＯＣＳ中部営業所 沖縄市
沖縄海兵隊キャンプ作業所 北谷町
（株）開成　中部支店 沖縄市
㈲華南産業 沖縄市
川畑自動車学校 沖縄市
(有)海邦生コン工業 沖縄市
（株）環境ソリューション 沖縄市
(有)観光ホテルオリンピア 沖縄市
球陽生コンクリート（株）松本工場 沖縄市
北中城村島袋自治会 北中城村
沖縄県立北中城高等学校 北中城村
極東警備センター(株) 沖縄市
北中城村社会福祉協議会 北中城村
北中城村役場 北中城村



北中城村あやかりの杜 北中城村
株式会社　儀間通信 沖縄市
㈲共栄電気工事 沖縄市
（株）共立メンテナンス　ザ・ビーチタワー沖縄 北谷町
株式会社　求人おきなわ　中部営業所 沖縄市
ＣＲＡＧＬＡＲ　ＣＡＢＬＩＮＧ　合同会社 沖縄市
（株）グレートイースタン サムズレストラングループ 沖縄市
（有）クラウン工業 沖縄市
㈱倉敷 沖縄市
倉浜衛生施設組合 沖縄市
（株）健康科学センター（株） 沖縄市
㈲幸地建設 沖縄市
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構沖縄支部　沖縄職業能力開発促進センター 北谷町
（株）国際ビル産業　中部支社 北谷町
社会福祉法人高洋会　指定介護老人福祉施設 陽明園 北谷町
社会福祉法人高洋会　小規模多機能介護ちゃたん 北谷町
コロニーワークショップ沖縄 沖縄市
沖縄県立コザ高等学校 沖縄市
沖縄県コザ県税事務所 沖縄市
（有）丸菱コザ自動車学校 沖縄市
（有）コザ生コン工業 沖縄市
コザ年金事務所 沖縄市
株式会社　コーベラ 沖縄市
コザ信用金庫 沖縄市
（株）サニクリーン九州 沖縄中部営業所　 沖縄市
（株）サンコー 沖縄市
崎原土建（株） 北谷町
（資）三和自動車商会 沖縄市
（株）佐久本工機 北中城村
サンライズ観光ホテル 沖縄市
サイアスホーム株式会社 沖縄市
有限会社サンオキ　北中営業所 北中城村
昭和瀝青工業（株）沖縄営業所 沖縄市
就労サポートe-ステップ 北谷町
（有）新里塗装工業 沖縄市
(株)新秀 沖縄市
（株）新洋　中部営業所 沖縄市
ＪＡおきなわ美里支店 沖縄市
㈱ＧＬＢＢ　ジャパン 北谷町
ジョンソンコントロールズ（株）沖縄事務所 北谷町
社会福祉法人　希愛会　特別養護老人ホーム　琉和の森 沖縄市
社会福祉法人　杉の子福祉会　杉の子保育園 沖縄市
社会福祉邦人美原福祉会　デイサービスセンター美原おきなわ 沖縄市
すこやかホールディングスビル 沖縄市
（株）スズキ自販沖縄　アリーナ北谷 北谷町
株式会社　精巧エンジニアリング 沖縄市
セコム琉球株式会社中部支社 沖縄市
㈱設備技研 沖縄市
(株)セノン沖縄支社 北谷町
社会福祉法人輝翔福祉会ｾﾙﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰぴゅあ 沖縄市
セフテック㈱　沖縄営業所 沖縄市
（株）センターサービスステーション 北谷町
専門学校　日経ビジネス 沖縄市
第一工業㈱ 沖縄市
第一農薬（株） 沖縄市
大東建託（株）沖縄中部支店 沖縄市
大東建託リーシング株式会社　美里店 沖縄市
大東建託パートナーズ株式会社　沖縄中部営業所 沖縄市
㈱大商　沖縄支店 北谷町



拓南製鐵株式会社　新中城工場 沖縄市
玉鐵建設（株） 沖縄市
たまきクリニック　（医療法人）　八重会 北谷町
タマホーム(株)沖縄 北谷町
医療法人タピック介護老人保健施設  亀の里 沖縄市
託一株式会社　中部支社 沖縄市
ダスキンヘルスレント泡瀬ステーション 沖縄市
株式会社　沖縄第一興商　中部支店 沖縄市
(株)ダスキン沖縄ダスキン美里支店 沖縄市
株式会社髙江州工機 沖縄市
大同火災海上保険（株）中部支社 沖縄市
有限会社　地下計測　事業本部 沖縄市
（有）知念電気工事社 沖縄市
社会医療法人敬愛会 ちばなクリニック 沖縄市
沖縄県立北谷高等学校 北谷町
（資）北谷スポーツセンター 北谷町
北谷町教育委員会 北谷町
北谷町シルバー人材センター 北谷町
北谷町生涯学習プラザ 北谷町
社会福祉法人　北谷町社会福祉協議会 北谷町
社会福祉法人　北谷町社会福祉協議会指定通所介護事業所 北谷町
北谷町役場 北谷町
中部協同病院 沖縄市
医療法人ちゅうざん病院　通所リハビリテーション 沖縄市
（株）中部鋼材 沖縄市
（質）中部自動車整備工場 沖縄市
㈲中部電算フォーム 沖縄市
介護老人保健施設 おきなわ徳洲苑 沖縄市
沖縄県中部福祉事務所 沖縄市
（財）北谷町公共施設管理公社 北谷町
中部電水工事（株） 沖縄市
ツクイ沖縄古謝 沖縄市
(有)津嘉山ステンレス工業 沖縄市
株式会社Tsudoi　Company 北谷町
（名）でいごホテル 沖縄市
デイサービスセンター海邦 沖縄市
デイサービス　WAN　STYLE 沖縄市
東建コーポレーション（株）北谷支店 北谷町
（株）東興電設 沖縄市
（有）東南植物楽園 沖縄市
とけし商事（株） 北谷町
（有）當山設備興業 北谷町
東京第一ホテルオキナワグランメールリゾート 沖縄市
東洋電気工事（株） 沖縄市
東洋ワークセキュリティ沖縄（株）中部営業所 沖縄市
㈱トラストエンジニア 沖縄市
（有）仲真組 沖縄市
社会医療法人敬愛会 中頭病院 沖縄市
仲本建設（株） 沖縄市
（株）仲本工業 沖縄市
永山商事（株） 沖縄市
永山水道工事社 沖縄市
中城海上保安部 沖縄市
那覇鋼材株式会社　中部支店 沖縄市
那覇鋼材株式会社　中部鉄筋・鋼材加工センター 沖縄市
㈱南星 北中城村
(株)南星実業 沖縄市
中城北中城消防組合 北中城村
(株)ＮＩＰＰＯ　沖縄建築工事事務所 沖縄市



レイズネクスト(株)沖縄事務所 北中城村
（株）西日本電工　沖縄営業所 沖縄市
ニライ消防本部　北谷消防署 北谷町
日建リース工業（株）沖縄営業所 北中城村
日本テクノ株式会社　ﾃｸﾉ･ｻﾃﾗｲﾄｵﾌｨｽ 沖縄市
日本郵便（株）沖縄美里郵便局 沖縄市
日本郵便（株）沖縄郵便局 沖縄市
日本郵便（株）沖縄郵便局（四輪） 沖縄市
ニライスポーツクラブ・二ライ保育園 沖縄市
北谷町社会福祉協議会「ニライの里」 北谷町
（株）西自動車商会 沖縄市
PACIFIC　LOGISTICS　(株) 沖縄市
（株）ハンジャ・ネットワークス 北中城村
㈱　ビッグワン　本社 沖縄市
ひだまり保育園 北谷町
ビーシー商事（名）クラウンホテル 沖縄市
ひまわりガス（株） 沖縄市
（株）ひが家具 北谷町
㈱富士薬品沖縄営業所 沖縄市
(有)フジ砕石 沖縄市
㈱プラザハウス 沖縄市
（株）ファルコバイオシステムズ 沖縄市
不二宮工業（株）事業本部 北中城村
（有）普天間自動車学校 北中城村
プレステージホーム沖縄㈱　泡瀬ベイ支店 沖縄市
米軍キリン小学校建築工事事務所 北中城村
株式会社ＨＥＸＥＬ　Ｗｏｒｋｓ沖縄営業所 沖縄市
HondaCars沖縄北谷店 北谷町
HondaDream沖縄北谷 北谷町
沖縄ホンダ（株）　ＨｏｎｄａＣａｒｓ池原店 沖縄市
沖縄ホンダ㈱Honda Cars沖縄泡瀬店 沖縄市
ホシザキ沖縄（株）中部・中央営業所 北谷町
マチダテクノ（有） 沖縄市
マルヰ産業（株）中部支店 沖縄市
株式会社丸高 沖縄市
（資）美池自動車学校 沖縄市
美さと児童園 沖縄市
ミサトスイミングスクール   （有） 沖縄市
ミツイワ（株）中部営業所 沖縄市
（株）南日本警備保障 沖縄市
社会福祉法人　美原福祉会　デイサービスセンター美原いけはら 沖縄市
（有）宮城解体　比屋根支店 沖縄市
㈲宮城解体　本社 北谷町
みやす総合プロジェクト宮平自動車整備工場 沖縄市
恵みマラナタバプテスト教会 沖縄市
株式会社　基土木 沖縄市
（株）ももやま 沖縄市
ももやま保育園 沖縄市
（株）山城生コンクリート工業 中部工場 沖縄市
(有)大和サービス 沖縄市
ヤンマー沖縄㈱中部支店 沖縄市
有限会社わらいふ 沖縄市
（有）コザ砂販売所 沖縄市
特定非営利活動法人　友志企画 沖縄市
（株）USEN沖縄中部支店 沖縄市
㈱ゆたか 沖縄市
株式会社ユニバーサルホーム沖縄店 北谷町
㈱ラクセスイノベーション 沖縄市
(株)リアンズ沖縄　リネンサプライクリーニング工場 沖縄市



社会福祉法人　緑樹会 沖縄市
(有)緑新開発 沖縄市
琉球開発（株） 沖縄市
（有）琉球動力 沖縄市
琉球日産自動車（株）　中部支店 沖縄市
㈱琉球リース　営業第三部 沖縄市
リコージャパン（株）　中部サービスステーション 沖縄市
ＬＩＴＡＬＩＣＯワークス沖縄 沖縄市
リハビリ特化型デイサービス　リハビリックス北谷店 北谷町
琉球コンベヤ株式会社 沖縄市
琉球管理産業株式会社 沖縄市
琉球新報　中部支社 沖縄市
（株）りゅうせきエネプロ　中部支店 沖縄市
琉球日産自動車（株）　北谷店 北谷町
琉球日産自動車（株）中部営業所 沖縄市
（株）琉球保安警備隊 沖縄市
琉球肥料株式会社 沖縄市
株式会社琉球銀行コザ十字路支店 沖縄市
株式会社琉球銀行コザ支店 沖縄市
株式会社琉球銀行　泡瀬支店 沖縄市
株式会社琉球銀行　北谷支店 北谷町
琉球クオール株式会社 沖縄市
株式会社琉球新報販売センター　比屋根販売店 沖縄市
株式会社琉球新報販売センター　呉屋久保田販売店 沖縄市
琉球通信工事株式会社　アクセス事業部 沖縄市
株式会社　りゅうせき中部支店 沖縄市
(株)琉興リース 沖縄市
(株)ルネサンススポーツクラブルネサンスライカム24 北中城村
（株）ワットカンパニー 沖縄市
わかばクリーン㈱ 沖縄市
(有)和興産業 沖縄市
(株)ワンアップ 北中城村
アクア代行 嘉手納町
アットサービス運転代行 読谷村
うふどう代行 読谷村
運転代行GO！えん 読谷村
運転代行ヒマワリⅢ 読谷村
えんじぇる運転代行 読谷村
コバルト運転代行 読谷村
運転代行おもてなし 読谷村
ダイコー アロハ 読谷村
ちーかー運転代行 読谷村
運転代行ＮＥＸＴ 読谷村
運転代行パール 嘉手納町
ひぐらし運転代行 読谷村
Ｐ運転代行 読谷村
運転代行ＢＡＳＥ 読谷村
運転代行ベスト 読谷村
運転代行美浜 嘉手納町
みはま運転代行 嘉手納町
むすび運転代行 読谷村
むらさき運転代行サービス 読谷村
ゆんたんざ運転代行 読谷村
百合代行 嘉手納町
やがてくる代行 読谷村
株式会社 東江電気工事 嘉手納町
株式会社 池原建設（本社） 株式会社　池原建設　建設事業部 読谷村
(有)稲一 嘉手納町
学校法人キリスト栄光学院　栄光幼稚園 嘉手納町



㈱沖秀建設 読谷村
（株）沖縄豊和 嘉手納町
(株)沖広産業 読谷村
(有)沖広開発 読谷村
沖縄県農協 嘉手納支店 嘉手納町
沖縄県農業協同組合　読谷支店 読谷村
沖縄県立読谷高等学校 読谷村
沖縄県介護保険広域連合 読谷村
沖縄三協立山アルミ 株式会社 読谷村
沖縄ハム総合食品(株)沖縄ハム本社工場 読谷村
(株)お菓子のポルシェ 読谷村
（株）おきさん本社 嘉手納町
(株) 沖縄丸和 読谷村
沖縄防衛局 嘉手納町
学校法人沖縄クリスチャンスクール 読谷村
（有）大協建設 読谷村
（株）森岡産業 読谷村
沖縄県立嘉手納高等学校 嘉手納町
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン読谷店 読谷村
（株）オカノ中部営業所 嘉手納町
㈱徳里産業 嘉手納町
（有）カデナ自動車学校 読谷村
(株)御菓子御殿 読谷村
かでな振興（株） 嘉手納町
(株)マルイ読谷中間処理場 読谷村
嘉手納町社会福祉協議会 嘉手納町
嘉手納町役場　総務課 嘉手納町
寿味屋食品株式会社　 読谷村
金秀鋼材（株）読谷営業所 読谷村
協栄生コンクリート(株) 読谷村
きりん保育園・幼稚園 読谷村
通所介護ケアセンターきらめき 読谷村
きらめき大湾東 読谷村
児童デイケアサービスきらめき大湾 読谷村
就労支援継続B型ジョブきらめき 嘉手納町
（有）ケアステーション花織 読谷村
三建設備株式会社 読谷村
社会福祉法人 残波かりゆし会 元気サポートウェルよみたん 読谷村
社会福祉法人 残波かりゆし会 就労サポートe-ライン 読谷村
社会福祉法人　海邦福祉会 読谷村
ジ・ウザテラス 読谷村
有限会社　繁久産業 読谷村
社会福祉法人沖縄社会福祉事業団よみたん救護園 読谷村
社会福祉法人比謝川福祉会　たけのこ保育園 読谷村
（有）システム協栄 読谷村
就労支援センターうぃず 読谷村
有限会社 尚伸電工 嘉手納町
社会福祉法人 祥永会特別養護老人ホーム読谷の里 読谷村
社会福祉法人　読谷村社会福祉協議会 読谷村
住み和商会 読谷村
株式会社　大興建設 嘉手納町
有限会社 玉城電工 読谷村
高志保園 読谷村
大和リゾート（株）Royal Hotel沖縄残波岬 読谷村
（株）テクノリス 嘉手納町
（有）徳里ハウジング 嘉手納町
独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構沖縄支部 嘉手納町
(株)とまとコーポレイション 嘉手納町
ニライ消防本部　嘉手納消防署 嘉手納町



ニライ消防本部読谷消防署 読谷村
(有)ニューラッキーランドリー 読谷村
日本郵便(株)沖縄郵便局読谷集配分室 読谷村
株式会社 比謝川電気　嘉手納本社 嘉手納町
社会福祉法人　比謝川福祉会わかたけ保育園 読谷村
特別養護老人ホーム　比謝川の里 嘉手納町
光の子幼児学園 嘉手納町
比謝川ガス株式会社 読谷村
（有）比嘉酒造 読谷村
（有）福地組 嘉手納町
訪問介護ステーション　クラセル読谷店 読谷村
ホテル日航アリビラヨミタンリゾート 読谷村
株式会社  山中組 読谷村
㈲有志建設 読谷村
夢咲デイサービスセンター喜名 読谷村
読谷中央幼稚園 読谷村
（有）世名城 嘉手納町
読谷協同産業（株） 読谷村
読谷村シルバー人材センター 読谷村
学校法人　こばと学園 読谷村
読谷村役場 読谷村
医療法人　ライフケア読谷 読谷村
赤道代行 うるま市
赤とんぼ代行 うるま市
天の川運転代行 うるま市
安慶名代行 うるま市
運転代行　暁 うるま市
運転代行ネットワーク沖縄 うるま市
運転代行とんぼ うるま市
夷（えびす運転代行） うるま市
ＭＴ代行 うるま市
おき代行 うるま市
オレンジ代行 うるま市
カインド代行 うるま市
がじゅまる代行 うるま市
キティー運転代行 うるま市
くっきー代行 うるま市
運転代行具志川 うるま市
運転代行ぐっぴぃー うるま市
ＧＯちゃん運転代行 うるま市
こんばんは代行 うるま市
サポート２（運転代行） うるま市
さんま運転代行 うるま市
サザン代行 うるま市
運転代行Ｊｏｋｅｒ うるま市
スター運転代行 うるま市
スポーツ運転代行 うるま市
セイフティー運転代行 うるま市
運転代行太陽２ うるま市
Ｔakky's　運転代行 うるま市
運転代行ダッシュ うるま市
TA・Ⅱ運転代行 うるま市
ちょこ運転代行 うるま市
運転代行でいご うるま市
Ｄ運転代行 うるま市
ＤＨ代行 うるま市
運転代行てんてん うるま市
ニュー花笠 うるま市
ネットワークサービス代行 うるま市



ビークルズ代行 うるま市
春正運転代行 うるま市
運転代行ＰＵＬＳＡＲ うるま市
光代行 うるま市
HOMERUN代行 うるま市
運転代行　丸大 うるま市
ＭＡＳＴ ＪＡＰＡＮ うるま市
緑代行 うるま市
みんなの代行 うるま市
メルシー運転代行 うるま市
めだか代行・上門　正明 うるま市
ゆくみ代行 うるま市
(有)ネットワークサービス うるま市
來夢運転代行 うるま市
リアル運転代行 うるま市
運転代行りんご うるま市
６３自動車運転代行 うるま市
童神(わらび)運転代行 うるま市
アイ・アール(株)中部リサイクルセンター うるま市
（株）東江ガス中部支店 うるま市
安ゲ名自動車学校 うるま市
（有）アクシア技検 うるま市
アサヒ（株）中部営業所 うるま市
医療法人沖縄寿光会与勝病院 うるま市
医療法人和泉会　いずみ病院 うるま市
医療法人社団　志誠会　平和病院 うるま市
医療法人　徳洲会　与勝あやはしクリニック うるま市
医療法人一麦会　伊禮内科クリニック　リハビリ型デイサービスセンター うるま市
渡辺パイプ沖縄株式会社　中部営業所 うるま市
出光エンジニアリング(株)沖縄事業所 うるま市
社会福祉法人　宇堅福祉会　就労サポートセンターありんこ うるま市
医療法人　賢儀天寿会　うるま記念病院 うるま市
うるま市立学校給食センター うるま市
うるま市教育委員会 うるま市
うるま市社会福祉協議会（本所） うるま市
うるま市与那城社会福祉センター うるま市
うるま市消防本部 うるま市
うるま市平安座出張所 うるま市
うるま市与勝消防署 うるま市
うるま市役所 うるま市
うるま市水道部 うるま市
うるま市役所（うるみん） うるま市
うるま市勝連平安名自治会 うるま市
エッカ石油（株）中部営業所 うるま市
社会福祉法人　緑和会　栄野比の里 うるま市
沖縄工業検査（株） うるま市
沖縄港運株式会社　中部支店 うるま市
沖縄海運産業株式会社 うるま市
(株)沖縄環境保全研究所 うるま市
沖縄県衛生環境研究所 うるま市
沖縄管理産業（株） うるま市
沖縄県立中部農林高等学校・沖縄県立中部農林高等支援学校 うるま市
沖縄県立具志川高等学校 うるま市
沖縄県立与勝高等学校（与勝緑が丘中学校） うるま市
沖縄県立具志川職業能力開発校 うるま市
沖縄県立中部病院 うるま市
(株)積水化成品沖縄 うるま市
沖縄石油基地（株） うるま市
沖縄出光株式会社　沖縄油槽所 うるま市



沖縄ターミナル（株） うるま市
沖縄東邦（株）中部営業所 うるま市
沖縄プラント工業（株）具志川事業所 うるま市
（株）オフィスシステムプロダクト沖縄中部支店 うるま市
沖縄電機工業（株） うるま市
日立建機日本(株)沖縄中央営業所 うるま市
沖縄電力(株)送配電本部うるま支店 うるま市
(株)沖縄多久パイププレハブレファブ加工センター うるま市
（株）沖電工配電管理部 うるま市
株式会社　沖正設備 うるま市
株式会社　沖縄丸和 うるま市
株式会社ネクステージ沖縄うるま店 うるま市
（株）スズキ自販沖縄コザ営業所 うるま市
（株）スズキ自販沖縄 うるま市
(株)りゅうせき建設環境事業部てぃーだ うるま市
(株)東京海上日動パートナーズ九州沖縄支店中部支社 うるま市
（株）開邦工業 うるま市
（株）ケアネット徳洲会沖縄うるまケアセンター うるま市
㈱東和薬品沖縄販売 うるま市
（株）北丘自動車学校 うるま市
ぐしかわ珠算教室 うるま市
具志川花園幼稚園 うるま市
沖縄県立具志川商業高等学校 うるま市
具志川厚生園 うるま市
（株）ぐしけん うるま市
(株)ＧＥＮＫＩ うるま市
コベルコ建機日本(株)九州支社沖縄営業所沖縄工場 うるま市
コンボルト・ジャンパン株式会社 うるま市
（有）サン企画 うるま市
三基型枠工業（株）沖縄支店 うるま市
ＪＡおきなわ　具志川支店 うるま市
社会福祉法人うるま市社会福祉協議会石川支所 うるま市
昭和化学工業（株） うるま市
昭和製紙（株） うるま市
㈱白石ガス事業部中部営業所 うるま市
㈱眞和テック うるま市
沖縄スバル（株）具志川店 うるま市
すながわ内科クリニック うるま市
住重横須賀工業(株)　沖縄事務所 うるま市
生活協同組合コープおきなわ具志川センター うるま市
タイガー産業（株） うるま市
社会福祉法人大樹会　就労継続支援施設くわの実 うるま市
㈱高安工務店鉄筋加工センター うるま市
（有）田原コンクリート工業 うるま市
拓南商事（株） うるま市
株式会社玉栄鉄筋工業 うるま市
（有）知念産業 うるま市
（有）中部大理石 うるま市
デイサービスセンター輝 うるま市
デイサービスセンターうるまの里 うるま市
デイサービスセンターあやはし苑 うるま市
うるま市障がい者支援センターあやはし苑 うるま市
(株)照屋鉄筋工業 うるま市
（株）とも建設 うるま市
トヨタウンうるま江洲店 うるま市
（有）仲電工 うるま市
(株)日新電器産業　中部支店 うるま市
株式会社　名護工業 うるま市
日昭株式会社　沖縄支店 うるま市



日プラ(株)沖縄工場 うるま市
(有)ネットワークサービス うるま市
南風原公民館(自治会） うるま市
デイサービスセンターはぴねす うるま市
ケアプラン　はぴねす うるま市
（株）PALTAC沖縄支店 うるま市
（有）光造園 うるま市
（株）コンピュータ沖縄 うるま市
平宮産業（株） うるま市
株式会社　久和建創 うるま市
（有）福雄建装工業 うるま市
(株)沖縄不二サッシ うるま市
（有）双葉アルミ工業 うるま市
（有）双葉食品 うるま市
平安株式会社 うるま市
平敷屋公民館(自治会） うるま市
社会福祉法人　かなさ保育園 うるま市
平安座総合開発（株） うるま市
沖縄県立前原高等学校 うるま市
（株）丸石建設 うるま市
まるいし製麺 うるま市
（株）丸中商会 うるま市
（有）三和工業 うるま市
（有）宮里農園 うるま市
（株）みつわ産業 うるま市
宮平ポンプ うるま市
㈱屋部土建　中部営業所 うるま市
大和コンクリート工業（株） うるま市
ヤマト生コン(株) うるま市
らいおんハートリハビリデイサービス平安郷 うるま市
ゆがふ製糖（株） うるま市
日本郵便(株)具志川郵便局 うるま市
日本郵便(株)与勝郵便局 うるま市
㈱　ヨシケイ沖縄　本社 うるま市
リハビリ特化型デイサービス　リハビックスうるま店 うるま市
琉球ペイント（株） うるま市
琉幸建設（株） うるま市
株式会社　琉球新報販売センター　具志川中央販売店 うるま市
ローゼルこどもＤＡＹさぽーと２ うるま市
（株）ＹＫＫＡＰ沖縄 うるま市
あがちダイコウ うるま市
運転代行石川Ａ うるま市
イエローエイト運転代行 うるま市
運転代行無限 うるま市
運転代行Annie.K 宜野座村
運天代行おやつ 恩納村
運転代行NEW元気 恩納村
ＮＫ運転代行 金武町
ST代行 うるま市
がらまん代行 宜野座村
かりー運転代行 うるま市
ココナツ運転代行 うるま市
運転代行さーいこう 金武町
JB運転代行 金武町
運転代行スペード 恩納村
ＺＥＲＯ代行 金武町
中部ｊｒ代行 うるま市
ハピネス代行 うるま市
東山運転代行 うるま市



運転代行マリン うるま市
運転代行ＭＡＸ 恩納村
マリン沖縄代行 うるま市
運転代行真心KOKORO うるま市
運転代行　道 宜野座村
モリ運転代行 金武町
運転代行山城 うるま市
運転代行ＬＵＣＫ 宜野座村
アイ・サンド鉱業（株） 金武町
有銘珠算学院 うるま市
介護老人保健施設いしかわ願寿ぬ森 うるま市
伊芸区事務所 金武町
石川三育保育園幼稚園（ｾﾌﾞﾝｽﾃﾞｰｱﾄﾞﾍﾞﾝﾁｽﾄ 教会） うるま市
（株）伊波材木 うるま市
うるま市社会福祉協議会石川支所 うるま市
(資)石川サービスステーション うるま市
（有）池間製氷 うるま市
社会福祉法人おきなわ福祉会　石水の里 うるま市
社会福祉法人育賛会 特別養護老人ホーム楽寿園 うるま市
うるま市石川消防署 うるま市
Ｓ・ＴＥＣ(株) 恩納村
沖縄セメント工業（株）生コン事業部　金武工場 金武町
（株）沖縄ダイケン北部支店 うるま市
太田建設（株）石川事業所 うるま市
(株)大川工業 うるま市
沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ 恩納村
沖縄県企業局　石川浄水管理事務所 うるま市
学校法人沖縄科学技術大学院大学 恩納村
沖縄県立石川高等学校 うるま市
恩納村役場 恩納村
沖縄プラント工業(株)石川事業所 うるま市
沖縄プラント工業(株)金武事業所 金武町
オリエンタルヒルズ沖縄 恩納村
沖縄ビルメンテナンス北部営業所 恩納村
㈱おきなわ有機 うるま市
カリユシドリームハウジング（株） 恩納村
漢那区事務所 宜野座
医療法人ユカリア沖縄　かんな病院 宜野座
(株)丸善組 うるま市
(株)キョウリツ うるま市
㈱屋嘉実業 金武町
カフーリゾート　フチャク　コンドーホテル 恩納村
(有)宜野座電機工業 宜野座
（有）宜野座ビル管理 宜野座
金武区事務所 金武町
金武地区消防衛生組合金武消防署 金武町
金武地区消防衛生組合恩納分遣所 恩納村
金武地区消防衛生組合宜野座分遣所 宜野座
宜野座区事務所 宜野座
沖縄県宜野座高等学校 宜野座
宜野座村役場 宜野座
社会福祉法人　金武あけぼの会 金武町
金武町総合保健福祉センター 金武町
金武町役場 金武町
医療法人ぎんばるの杜 金武ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｸﾘﾆｯｸ 金武町
（有）国吉組 金武町
株式会社　南九州沖縄クボタ　中部営業所 金武町
沖縄コカ・コーラボトリング（株）うるま営業所 うるま市
サンマリーナ・オペレーションズ（株） 恩納村



さわだ建設(株) うるま市
ジ・アッタテラスクラブタワーズ　ジ・アッタテラスゴルフリゾート 恩納村
（株）ジェイペック石川カンパニー うるま市
社会福祉法人　恩納村社会福祉協議会 恩納村
宜野座村　社会福祉協議会 宜野座村
社会福祉法人起産石川　石川学院 うるま市
医療法人　信愛会 金武町
城原区事務所 宜野座村
惣慶区事務所 宜野座村
（株）タバタ うるま市
多幸山（株） 恩納村
(株)大伸重機建設 宜野座村
(有)大成住託 うるま市
特別養護老人ホーム谷茶の丘 恩納村
J-POWERジェネレーションサービス(株)石川石炭火力運営事業所 うるま市
社会福祉法人清明会（介護老人福祉施設でいご園） 宜野座村
（有）富島建設 金武町
特別養護老人ホーム　光が丘 金武町
独立行政法人国立病院機構琉球病院 金武町
なかよし保育園 うるま市
中川区事務所（中川区公民館） 金武町
並里区事務所 金武町
（株）仲間組 金武町
（有）仲正組 金武町
仲程土建（株） 宜野座村
(有)ナカムラ造園土木 金武町
那覇鋼材㈱　石川支店 うるま市
西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社　土木保全事務所　金武事業所 金武町
(株)西原商会　九州沖縄中部営業所 うるま市
日本郵便(株)石川郵便局 うるま市
(株)日本ピーエス　恩納南BP2号橋　作業所 恩納村
沖縄県農業協同組合恩納支店 恩納村
沖縄県農業協同組合宜野座支店 宜野座村
沖縄県農業協同組合金武支店 金武町
ハイアット　リージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 恩納村
バルコン（株） うるま市
ハレクラニ沖縄 恩納村
ＰＧＭゴルフリゾート沖縄 恩納村
HIYORIオーシャンリゾート沖縄 恩納村
(株)　ピーエス三菱 うるま市
（資）平安名組 恩納村
（株）ホカマ 金武町
医療法人ほくと会  北部病院 宜野座村
ホテルみゆきビーチ 恩納村
北陽生コンクリート（株） 宜野座村
北部造園土木（株） 宜野座村
ホテルモントレ沖縄　スパ＆リゾート 恩納村
（株）丸政工務店 金武町
松田区事務所 宜野座村
ＡＮＡインターコンチネンタル（万座ビーチリゾート） 恩納村
社会福祉法人　美原の里 うるま市
デイサービスセンター美原石川 うるま市
ムーンホテルズ アンド リゾーツ（株） 恩納村
屋嘉区公民館 金武町
㈱屋部土建石川事務所 うるま市
ヤマト生コン(株) 宜野座村
美らオーチャードゴルフ倶楽部 恩納村
学校法人カトリック学園　ヨゼフ幼稚園 うるま市
リザンシーパークホテル谷茶ベイ 恩納村



学校法人智晴学園 専門学校 琉球リハビリテーション学院 金武町
㈱琉球銀行石川支店 うるま市
（株）エイチ・ピー・ディコーポレーション沖縄支店（ルネッサンスリゾートオキナワ） 恩納村
社会福祉法人おきなか福祉会 うるま市
運転代行Ｒ 名護市
あかばな運転代行 名護市
昭代行 名護市
あじさい運転代行 名護市
あずま代行 名護市
あすなろ代行 名護市
いちご代行 名護市
運転代行ムー 名護市
運転代行ＯＮＥ 名護市
運転代行スマイル 名護市
運転代行エム 名護市
ＯＫⅡ代行 名護市
蛙代行Ⅱ 名護市
がじゅまるレンタカー運転代行 大宜味村
がんくー 名護市
岸運転代行 名護市
国頭代行 国頭村
コト代行 名護市
運転代行　島人 名護市
シャーク代行 名護市
すえひろ運転代行 名護市
てつ代行 名護市
Tomo運転代行 名護市
なか運転代行 名護市
ＮＡＭＩ運転代行 名護市
（延）のぶ代行 名護市
花代行 名護市
ぴょんぴょん代行 名護市
運転代行　光 名護市
運転代行プライム 名護市
丸護代行 名護市
マキ運転代行 名護市
心羽(ミウ)代行 名護市
ミニオン運転代行 名護市
メロディ～代行（運転代行） 名護市
運転代行結心 名護市
結代行 名護市
ゆきの運転代行 名護市
運転代行　夜桜 国頭村
勢代行 名護市
名護市立東江中学校 名護市
新垣産業(株) 名護市
安藤・間・大豊建設・大米建設　建設共同企業体 名護市
いしなぐ授産所（いしなぐ福祉会） 名護市
障害者支援施設一心療護園 大宜味村
医療法人タピック　デイサービスやんばる 名護市
学校法人  うみのほし幼稚園 名護市
エッカ石油㈱名護営業所 名護市
（株）エナジックインターナショナル 名護市
大宜味村役場 大宜味村
大宜味村立大宜味中学校 大宜味村
社会福祉法人　大宜味村社会福祉協議会 大宜味村
ＯＮＥ株式会社 名護市
株式会社 大嶺建材 名護市
沖縄県子ども生活福祉部北部福祉事務所 名護市



名護市立　大宮中学校 名護市
(株)沖坤 名護市
沖縄オートメーション（株） 名護市
沖縄県企業局　久志浄水管理事務所 名護市
沖縄県花卉園芸農業協同組合　北部出荷センター 名護市
沖縄綿久寝具株式会社名護工場 名護市
沖縄県農業協同組合　農業振興本部北部地区営農振興センターパイン対策部　農産加工場 東村
沖縄県家畜改良センター 国頭村
沖縄県北部土木事務所 名護市
沖縄県北部農林水産振興センター農業改良普及課 名護市
沖縄県北部農林水産振興センター農業水産整備課 名護市
沖縄県北部農林水産振興センター家畜保健衛生課 名護市
沖縄県北部農林水産振興センター森林整備保全課 名護市
沖縄県立名護特別支援学校 名護市
沖縄県立農業大学校 名護市
沖縄県立北部農林高等学校 名護市
沖縄県家畜改良センター 国頭村
沖縄県農業共済組合　北部支所 名護市
（株）沖縄伊藤園名護支店 名護市
沖縄三育中学校 名護市
（一社）沖縄産業開発青年協会 東村
㈱沖縄スイミングスクール　名護校 名護市
沖縄総合事務局  北部国道事務所 名護市
沖縄綜合警備保障株式会社 名護市
（一財）沖縄電気保安協会北部営業所 名護市
沖縄電力(株)送配電本部名護支店 名護市
沖縄県花卉園芸農業協同組合種苗センター 名護市
沖縄日野自動車（株）北部営業所 名護市
沖縄北部地区生コンクリート協同組合 名護市
オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ 名護市
㈲沖縄名和電機 名護市
(有)沖縄北斗 東村
沖縄還元フーズ株式会社 名護市
沖縄道路メンテナンス（株）北部営業所 名護市
ＯＳＣ株式会社 名護市
(株)琉球ホテルリゾートオクマ 国頭村
オリオンビール（株）名護工場 名護市
オパス株式会社　北部支社 名護市
沖縄道路株式会社 名護市
総合リフォームオサム 名護市
沖縄県立名護高等学校 名護市
沖縄県立北部病院 名護市
沖縄県森林資源研究センター 名護市
沖縄県農業研究センター名護支所 名護市
沖縄県立辺土名高等学校 大宜味村
沖縄協同ガス北部営業所 名護市
一般社団法人沖縄しまたて協会　北部支所 名護市
株式会社　沖成ガード 名護市
沖縄県立北部病院 名護市
（株）カイコン 名護市
（株）ツナミ組 名護市
(株)沖電工配電管理部北部営業所 名護市
(株)進建 名護市
医療法人 琉心会 勝山病院 名護市
(株)安謝橋電機北部支店 名護市
医療法人琉心会 介護老人保健施設 あけみおの里 名護市
(株)悟大 名護市
特別養護老人ホーム　かりゆしぬ村 名護市
(株)ハウスドゥ住宅販売　名護店 名護市



沖縄県介護保険広域連合北部調査認定事務所 名護市
(株)崎浜電工 名護市
㈱りゅうせき　北部物流センター 名護市
(有)カヌチャグリーン 名護市
協和工業（株） 名護市
株式会社　きた電工 名護市
久志公民館 名護市
国頭地区行政事務組合消防本部 国頭村
国頭地区行政事務組合消防本部東分遣所 東村
国頭地区行政組合　衛生課 国頭村
国頭村役場 国頭村
株式会社　南九州沖縄クボタ　名護営業所 名護市
㈱グリーンクロス名護営業所 名護市
慶佐次区事務所 東村
国立療養所　沖縄愛楽園 名護市
国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構種苗管理センター沖縄農場 東村
コマツカスタマーサポート(株)九州沖縄カンパニー名護営業所 名護市
沖縄県立桜野特別支援学校 名護市
㈱ザ・ガード　沖縄支社 名護市
ザ・テラスホテルズ（株）ザ・ブセナテラス 名護市
沖縄ビジネスサービス（株）ブセナテラス事業所 名護市
(有)紫光園 名護市
（資）城砕石所 名護市
新沖縄精器（株） 名護市
ＪＡおきなわ　名護支店 名護市
ＪＡおきなわ　北部地区事業本部 名護市
ＪＡおきなわ東支店 東村
医療法人松風会　介護老人保健施設 桃源の郷 名護市
シュワブ埋立工事　大林組・東洋建設・屋部土建ＪＶ キャンプ・シュワブ地内
(有)新栄建設 大宜味村
(有)末吉電水工業 名護市
株式会社スズキ自販沖縄　名護営業所 名護市
生活協同組合コープおきなわ名護センター 名護市
全国共済農業協同組合連合会沖縄県本部自動車損害調査部名護自動車サービスセンター 名護市
生活介護事業所　桃の樹 名護市
（有）成武（せいぶ） 名護市
大同建設（株） 国頭村
(有)平良設備工業 名護市
医療法人タピック　スポーツ・クリニック 名護市
（有）大翔電工 名護市
（有）中央食品加工 名護市
医療法人詠山会　デイケアふたば 名護市
テイケイ㈱沖縄名護事務所 名護市
（株）天仁建設 名護市
東洋ワークセキュリティ沖縄(株)名護事業所 名護市
東洋建設(株)名護作業所 名護市
沖縄トヨタ自動車（株）トヨタウン名護店 名護市
トラストコミュニケーション株式会社 名護市
特別養護老人ホーム　瑞穂の郷 名護市
生活介護支援事業所　とらいあんぐる 名護市
(有)仲村電気工事社 国頭村
名護市立稲田小学校 名護市
名護税務署 名護市
指定障害者支援施設　里 名護市
名護市環境企業組合 名護市
名護市許田区公民館 名護市
名護市消防本部 名護市
名護市役所　総務課 名護市
名護市役所　屋我地支所 名護市



名護中央公民館 名護市
名護市教育委員会 名護市
名護市役所　水道部・下水道課 名護市
(有)名護自動車学校 名護市
名護市立名護中学校 名護市
名護市立屋部中学校 名護市
名護市立羽地中学校 名護市
（株）名護パイン 名護市
名護療育園（療育医療センター） 名護市
社会福祉法人　名護学院　支援施設　郷 名護市
社会福祉法人　名護学院　福祉型障害児入所施設名護わかば園　障害者支援施設かふう 名護市
社会福祉法人　名護学院　児童発達支援センターパステル 名護市
公立大学法人　名桜大学 名護市
名護自然動植物公園株式会社 名護市
（有）名護緑化センター 名護市
名護市立　東江中学校 名護市
(株)名護電水センター 名護市
社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団　名護厚生園 名護市
那覇鋼材㈱　北部支店 名護市
㈱南都　大石林山 国頭村
日本年金機構　名護年金事務所 名護市
日本郵便（株）名護郵便局 名護市
日本郵便（株）羽地郵便局 名護市
日本郵便（株）国頭郵便局 国頭村
（株）しんこうエンジニアリング　根路銘増圧ポンプ場 大宜味村
農事組合法人　全沖ﾌﾞﾛｲﾗｰ生産組合 名護市
東村役場 東村
（株）東開発 名護市
（株）東生コン工業 名護市
社会福祉法人東村社会福祉協議会 東村
（株）富士薬品　名護営業所 名護市
辺野古木炭創業企業組合　久志事業場 名護市
特別養護老人ホーム　北斗園 国頭村
沖縄県立名護商工高等学校 名護市
(有)北部リース 名護市
北部地区医師会病院 名護市
沖縄県北部保健所 名護市
(有)北部通信建設 名護市
ホテルリゾネックス名護（株） 名護市
沖縄総合事務局　北部ダム統合管理事務所 名護市
Honda Cars沖縄名護店 名護市
ホシザキ沖縄(株)北部営業所 名護市
マルヰ産業（株）北部支店 名護市
（株）マルヰガス名護 名護市
（株）前田産業　ホテルゆがふいんおきなわ 名護市
株式会社　丸孝組 大宜味村
㈱みつわ産業名護店 名護市
医療法人タピック宮里病院 名護市
（有）宮里電気 名護市
㈲みのり 大宜味村
（株）山浩商事石油部　名護石油 名護市
（株）山浩商事ガス部　名護プロパン 名護市
（株）屋部土建 名護市
ヤナギ電設工業株式会社 名護市
㈱屋部土建　屋部事務所 名護市
（有）山口建設 大宜味村
（有）大和緑建 名護市
㈱ヤマナミエンジニアリング 名護市
やんばる文化博物館ＪＶ 名護市



やんばるミートプラザ 名護市
(有)やんばるライフ 名護市
ヤンマー沖縄㈱　北部支店 名護市
(有)手水産業 名護市
(有)義工業 名護市
(株)夢感動ファーム 東村
琉球製罐（株）名護工場 名護市
琉栄生コン（株）国頭工場 国頭村
琉栄生コン（株）　名護工場 名護市
琉球セメント（株）屋部工場 名護市
(株)琉球銀行名護支店 名護市
琉球通信工事株式会社　名護支店 名護市
株式会社　リウゼン 名護市
株式会社　琉球新報販売センター　琉球新報　名護中央販売店 名護市
(株)琉興リース 名護市
あはんに運転代行 伊江村
イマジン 今帰仁村
Ｆ代行 今帰仁村
運転代行３９（サンキュー） 本部町
代行夜行 今帰仁村
代行夜行Ⅱ 今帰仁村
運転代行月 今帰仁村
希代行 今帰仁村
ひばり代行 伊江村
ピース代行 今帰仁村
運転代行北星 本部町
北部運転代行 本部町
もとぶ運転代行 本部町
運転代行縁 今帰仁村
運転代行ゆきぼー 本部町
(有)安護建設工業 本部町
オリオン嵐山ゴルフ倶楽部（株） 今帰仁村
伊江建生コン（株） 伊江村
医療法人博寿会　もとぶ記念病院 本部町
伊江村役場 伊江村
伊江村教育委員会Ｂ＆Ｇ海洋センター 伊江村
伊是名村役場　総務課 伊是名村
社会福祉法人伊是名村社会福祉協議会 伊是名村
㈱伊葉開発 伊平屋村
沖縄県農業協同組合伊平屋支店 伊平屋村
伊平屋村教育委員会 伊平屋村
伊平屋村役場 伊平屋村
（有）上宏工業 今帰仁村
有限会社　沖工設 本部町
沖縄熱帯植物管理　株式会社 本部町
一般財団法人沖縄美ら島財団 本部町
特別養護老人ホーム乙羽園 今帰仁村
沖建合資会社 本部町
㈱沖縄環境開発センター 本部町
沖縄県立本部高等学校 本部町
沖縄県畜産研究センター 今帰仁村
沖縄ボトラーズ株式会社 本部町
鹿島・國場・屋部・大米特定建設工事共同企業体 KO10プロジェクトJV工事事務所 今帰仁村
(株)金良建設 今帰仁村
(有)金城土建 伊江村
県立北山高等学校 今帰仁村
株式会社　南九州沖縄クボタ　今帰仁営業所 今帰仁村
御宿泊と和洋食の店なか川館 伊是名村
(有)源建設 今帰仁村



社会福祉法人　麗峰会　特別養護老人ホームいえしま 伊江村
JA沖縄伊是名村支店製糖工場 伊是名村
ＪＡやんばる　今帰仁支所 今帰仁村
ＪＡおきなわ　本部支店 本部町
ＪＡおきなわ伊是名支店 伊是名村
（有）翔榮浜元給油所 本部町
ＪＡおきなわ伊江支店 伊江村
（有）大都建設 本部町
大洋エーアンドエフ(株)沖縄事業所 本部町
㈱大和産業 本部町
(株)輝男建設 伊江村
東和建設（株） 伊是名村
(株)渡久地組 本部町
（有）仲建工業 本部町
(有)仲宗根組 伊江村
(有)今帰仁自動車学校 今帰仁村
今帰仁村社会福祉協議会 今帰仁村
今帰仁村役場 今帰仁村
日本郵便（株）今帰仁郵便局 今帰仁村
日本郵便（株）本部郵便局 本部町
㈲比嘉建設工業 本部町
ひかり保育学園 本部町
（有）文化電気商会 伊江村
（株）沖縄アイランド開発（ベルビーチゴルフクラブ） 本部町
ホテルマハイナ・ウェルネスリゾートオキナワ 本部町
(有)丸崎建設 本部町
(有)丸良電建工業 本部町
健康科学財団マリンピアザオキナワ 本部町
(有)丸島建設 今帰仁村
三伊土木(有) 伊平屋村
モトブリゾート（株） 本部町
本部海陽園 本部町
本部ガス（株） 本部町
本部グリーンパークホテル 本部町
(株)本部砕石 本部町
本部造園(株) 本部町
本部町立本部中学校 本部町
本部町教育委員会 本部町
本部町今帰仁村消防組合 本部町
本部町役場 本部町
社会福祉法人　本部町社会福祉協議会 本部町
本部生コン（株） 本部町
本部リース 本部町
もとぶバイオマス事業協同組合 本部町
八洲学園国際高等学校 本部町
(有)良和組 本部町
(株)良三組 本部町
（株）太名嘉組 伊平屋支店 伊平屋村
リゾートホテル・ベル・パライソ 今帰仁村
（株）琉球鉱山開発 本部町
介護老人保健施設　和光園 今帰仁村
（株）ジョットインターナショナル　ＹＹＹ ＣＬＵＢ　ｉＥ　ＲＥＳＯＲＴ 伊江村
あい運転代行 宮古島市
アピロ代行 宮古島市
あぐちゃん代行 宮古島市
イナムー代行 宮古島市
(株)エコー・カンパニー 宮古島市
うるか運転代行 宮古島市
運転代行エムエスケイ 宮古島市



運転代行Ａ－１ 宮古島市
運転代行　格安ぱんだ 宮古島市
運転代行おつかれさま 宮古島市
運転代行ゆいくくる 宮古島市
運転代行ＳＡＮＳＡＮ 宮古島市
Quick代行 宮古島市
こっこ運転代行 宮古島市
コタちゃん運転代行 宮古島市
運転代行シーサー 宮古島市
運転代行しんとゆかいな仲間達 宮古島市
代行相模 宮古島市
代行ＧＧ７２７ 宮古島市
代行アヤメ 宮古島市
ちゅら代行 宮古島市
代行鶴亀 宮古島市
運転代行　ＴＯＭＯＲＩ 宮古島市
運転代行ＮＡＮＡ 宮古島市
代行七星 宮古島市
命どぅ宝 宮古島市
運転代行　花一番 宮古島市
運転代行　ぴーす 宮古島市
ぴかちゃん運転代行 宮古島市
ＶＩＰ代行 宮古島市
ひろ運転代行 宮古島市
運転代行　ピンザ 宮古島市
運転代行まつり 宮古島市
運転代行まどか 宮古島市
みーや代行 宮古島市
めぐみ運転代行 宮古島市
運転代行８８ 宮古島市
運転代行ワイズＹｓ 宮古島市
運転代行　笑（にこ） 宮古島市
㈱アイランド総合メンテナンス 宮古島市
(有)あさひ 宮古島市
(有)伊沢商会 宮古島市
株式会社　石勝エクステリア沖縄営業所 宮古島市
株式会社　石勝グリーンメンテナンスリゾート作業所 宮古島市
（有）いなみ電気 宮古島市
イラフＳＵＩラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古 宮古島市
医療法人　下地診療所 宮古島市
(有)上野開発 宮古島市
ＮＴＴフィールドテクノ沖縄設備部フィールドサービスセンタ宮古センタ 宮古島市
エメラルドコーストゴルフリンクスまいぱり宮古島熱帯果樹園 宮古島市
沖縄日通エアカーゴサービス(株)宮古営業所 宮古島市
（株）沖縄クボタ宮古営業所 宮古島市
沖縄県土木建築部　下地島空港管理事務所 宮古島市
沖縄県宮古農林水産振興センター 宮古島市
沖縄県宮古農林水産振興センター家畜保健衛生課 宮古島市
沖縄県社会福祉事業団　漲水学園 宮古島市
沖縄県立宮古総合実業高等学校 宮古島市
沖縄県立宮古特別支援学校 宮古島市
沖縄県立宮古病院 宮古島市
沖縄県農業共済組合　宮古支所 宮古島市
沖縄電気保安協会宮古営業所 宮古島市
沖縄製糖（株） 宮古島市
沖縄電力（株）離島カンパニー宮古支店 宮古島市
沖縄ビル・メンテナンス株式会社宮古島営業所 宮古島市
沖縄綿久寝具株式会社　宮古工場 宮古島市
（株）奥浜組 宮古島市



株式会社 沖縄銀行宮古支店 宮古島市
株式会社　ルフト･トラベルレンタカー宮古島空港店 宮古島市
勝建設（株） 宮古島市
(有)狩俣砕石 宮古島市
(株)沖電工　宮古営業所 宮古島市
(株)りゅうせき宮古支店 宮古島市
株式会社石勝グリーンメンテナンスエメラルドコースト事業所 宮古島市
(株)川田電設産業 宮古島市
(株)富士薬品宮古島営業所 宮古島市
株式会社オーシャンズリゾート 宮古島市
(株)川平建設 宮古島市
熊谷組・大米建設ＪＶ事務所 宮古島市
元気生活（株） 宮古島市
株式会社ユニマットプレシャス 宮古島市
菊之露酒造㈱ 宮古島市
株式会社　久仲工建 宮古島市
（株）協栄生コン 宮古島市
共和産業（株） 宮古島市
(有)久貝電設土木 宮古島市
(有)久貝土建 宮古島市
合同会社長浜電工 宮古島市
国立療養所宮古南静園 宮古島市
㈱古波蔵組 宮古島市
コマツカスタマーサポート株式会社　宮古営業所 宮古島市
先嶋建設（株） 宮古島市
㈱佐平建設 宮古島市
（名）佐良浜石油販売所 宮古島市
（有）島三産業 宮古島市
(株)下崎建設 宮古島市
(株)下崎工事社 宮古島市
下地島空港施設（株） 宮古島市
（有）昭和建設工業 宮古島市
社会福祉法人ユームツ会　障害者総合支援施設　青潮園 宮古島市
社会福祉法人　沖縄県福祉事業団　あけぼの学園 宮古島市
(株)尚輪興建 宮古島市
（株）新生建設コンサルタント 宮古島市
沖縄県農業協同組合　ＪＡおきなわ宮古地区本部 宮古島市
(株)翔南建設 宮古島市
沖縄県社会福祉事業団宮古厚生園 宮古島市
住宅情報センター（株） 宮古島市
生活協同組合コープおきなわ宮古事業所 宮古島市
（有）楚南海事 宮古島市
（有）大栄工務店 宮古島市
(株)大栄生コン 宮古島市
株式会社ダイコー沖縄宮古島営業所 宮古島市
（株）大米建設　宮古本店 宮古島市
大成土建（株） 宮古島市
(株)ダイユウ建設 宮古島市
多良間村役場 宮古島市
平良電工(株) 宮古島市
（株）平良土建 宮古島市
(有)手登根建設 宮古島市
東急建設（株）九州支店　シギラミラージュレジテンス＆ホテルズ新築工事作業所 宮古島市
㈱照屋建設 宮古島市
東京農業大学　宮古亜熱帯農場 宮古島市
（株）とみや商会 宮古島市
（有）豊見山石油 宮古島市
（有）富建 宮古島市
株式会社トラベルレンタカー　宮古島空港店 宮古島市



医療法人鳥伝白川会　ドクターゴン診療所 宮古島市
沖縄トヨタ自動車㈱トヨタウン宮古島支店 宮古島市
(有)仲宗根土建 宮古島市
(有)長浜建設 宮古島市
那覇鋼材（株）宮古支店 宮古島市
(株)南西建設 宮古島市
㈲南成土木 宮古島市
㈱南西楽園宮古島ファーム 宮古島市
南西楽園　宮古島リゾート 宮古島市
日進電気土木㈱ 宮古島市
日本郵便(株)宮古郵便局 宮古島市
（有）野津商事 宮古島市
農業研究センター宮古島支所 宮古島市
学校法人　花園幼稚園(こども園） 宮古島市
（株）はまもと 宮古島市
（社）宮古島市シルバー人材センター 宮古島市
（有）久吉組 宮古島市
日立建機日本株式会社先島営業所 宮古島市
平良学校給食共同調理場 宮古島市
（有）富士製菓製パン 宮古島市
ベスト電器　宮古店（川満電器） 宮古島市
ホシザキ沖縄（株）宮古営業所 宮古島市
(株)松川建設 宮古島市
（有）松島建設 宮古島市
(株)丸栄工務店 宮古島市
（有）マルタ工業 宮古島市
(株)丸秀 宮古島市
㈱丸博建設 宮古島市
(有)マルマサファミリー商事 宮古島市
丸良建設（株） 宮古島市
（株）マレア・クリエイト 宮古島市
㈱みつわ産業宮古店 宮古島市
宮古島海上保安部 宮古島市
宮古島来間リゾートシーウッドホテル 宮古島市
宮古島税務署 宮古島市
(株)三和建設 宮古島市
(有)三和自動車学校 宮古島市
三成技建（株） 宮古島市
ミヤギ産業株式会社　宮古支店 宮古島市
(株)宮古沖食 宮古島市
（名）宮古給油所 宮古島市
宮古島市役所総合庁舎 宮古島市
宮嶋建設㈱ 宮古島市
株式会社　宮古島東急ホテル＆リゾーツ 宮古島市
医療法人徳洲会 宮古島徳洲会病院 宮古島市
宮古島市消防本部 宮古島市
宮古港運（株） 宮古島市
（資）宮古自動車学校 宮古島市
宮古島市水道事業 宮古島市
宮古製糖（株） 宮古島市
宮古製糖（株）伊良部工場 宮古島市
㈱宮古総合開発 宮古島市
(株)宮古生コン 宮古島市
(株)宮古ビル管理 宮古島市
宮古保健所 宮古島市
宮古テレビ（株） 宮古島市
宮古島リハビリ温泉病院 宮古島市
宮古伊良部農業水利事業所 宮古島市
(株)ミヤコン 宮古島市



(株)宮の華 宮古島市
沖縄県宮古土木事務所 宮古島市
大和電工㈱ 宮古島市
介護老人保健施設シルバーケア「悠悠」 宮古島市
(有)吉田産業 宮古島市
（株）琉球銀行宮古支店 宮古島市
株式会社りゅうせき運送事業部宮古空港事務所 宮古島市
アイランド代行サービス 石垣市
運転代行　おもと 石垣市
エーワン運転代行 石垣市
KITAKU運転代行 石垣市
運転代行サービスてぃだ 石垣市
南星運転代行 石垣市
（株）南星紀行運転代行センター 石垣市
Halelea 運転代行 石垣市
南ぬ島代行 石垣市
ＢＵＬＬ代行 石垣市
運転代行サービスやいま 石垣市
与那国シルクルー屋ぁ 与那国町
株式会社ユニマットプレシャス ホテルアラマンダ小浜島 竹富町
(有)安栄観光 石垣市
石垣市役所 石垣市
石垣市消防本部 石垣市
石垣市水道部 石垣市
石垣市立伊原間中学校 石垣市
石垣市農業開発組合 石垣市
石垣環研(有) 石垣市
石垣生コンクリート工業(株) 石垣市
石垣島製糖（株） 石垣市
石垣西浄化センター 石垣市
（有）石垣島ショッピングプラザ 石垣市
石垣税務署 石垣市
石垣島（２）駐屯地新設土木工事 石垣市
医療法人沖縄徳洲会　石垣島徳洲会病院 石垣市
一般財団法人　沖縄電気保安協会　八重山営業所 石垣市
石垣シーサイドホテル 石垣市
石垣鋼材（株） 石垣市
（株）石垣エスエスグループ本社 石垣市
石垣市老人クラブ連合会 石垣市
(有)稲福酒販 石垣市
医療法人緑の会　いしがき太陽の里 石垣市
池間製氷 石垣市
西表島ジャングルホテルパイヌマヤ 竹富町
石垣市学校給食センター 石垣市
竹富町立上原小学校 竹富町
株式会社エアテクノサービス 石垣市
ザ・ホテリエ・グループ石垣（株）ＡＮＡインターコンチネンタル　石垣リゾート 石垣市
ＮＴＴフィールドテクノ八重山センタ 石垣市
(株)栄三建設 石垣市
大成・大米建設協働企業体 石垣市
沖縄県農業協同組合八重山支店 石垣市
沖縄県農業協同組合八重山支店営農センター 石垣市
沖縄県農業研究センター石垣支所 石垣市
沖縄県立八重山特別支援学校 石垣市
沖縄県八重山農林水産振興センター農業改良普及課 石垣市
沖縄県八重山農林水産振興センター（農林水産整備課） 石垣市
沖縄電力（株）離島カンパニー八重山支店 石垣市
(株)沖縄ダイケン八重山支店 石垣市
(株)オキジム　八重山支店 石垣市



沖縄ツーリスト（株）ＯＴＳレンタカー石垣営業所 石垣市
沖縄日通エアカーゴサービス石垣空港営業所 石垣市
沖縄協同ガス(株)八重山事業所 石垣市
(株)沖縄土木 石垣市
沖縄ビル・メンテナンス株式会社　八重山営業所 石垣市
(有)大城土木 石垣市
(有)おもと運輸 石垣市
社会福祉法人　沖縄松楓会 石垣市
八重山農林水産振興センター家畜保健衛生課 八重山家畜保健衛生所 石垣市
沖縄県農業共済組合 八重山支所 石垣市
デイサービスセンター大浜１番地 石垣市
(株)沖縄銀行八重山支店 石垣市
株式会社八重山ホテル＆リゾート星野リゾートリゾナーレ小浜島 竹富町
株式会社八重山ホテル＆リゾート星野リゾート西表島ホテル 竹富町
株式会社八重山毎日新聞 石垣市
(株)沖電工配電管理部八重山営業所 石垣市
(株)石垣リゾートホテル 石垣市
(株)トーホー・仲間 石垣市
海上保安庁石垣海上保安部 石垣市
(株)八重山自動車学校 石垣市
㈱りゅうせき石垣空港事務所 石垣市
（株）りゅうせき　八重山物流センター 石垣市
株式会社ＫＡＩＴＯアルミ 石垣市
社会福祉法人　希望ヶ丘 石垣市
(株)木田商会 石垣市
株式会社　基電 石垣市
共立生コン工業(株) 石垣市
(株)共和 石垣市
(有)金城建設 石垣市
(有)國光建設 石垣市
グランヴィリオリゾート石垣島 石垣市
(有)グリーンランド 石垣市
(有)黒島組 石垣市
株式会社　南九州沖縄クボタ　八重山営業所 石垣市
コマツカスタマーサポート株式会社九州沖縄カンパニー営業部那覇支店八重山営業所 石垣市
国立研究開発法人 国際農林水産業研究センター　熱帯・島嶼研究拠点 石垣市
国立大学法人琉球大学　熱帯生物圏研究センター　西表研究施設 竹富町
コーラルインターナショナル(株)石垣本社 石垣市
(株)先島ガス 石垣市
崎浜事務機（株） 石垣市
(株)崎元組 与那国町
(有)三協コーラル 石垣市
（株）三光電設 石垣市
(株)砥板商会 石垣市
(株)サンシャイン 石垣市
崎原建設 石垣市
（株）塩谷商店 石垣市
社会福祉法人　綾羽福祉会 石垣市
社会福祉法人　沖縄県社会福祉事業団　八重山厚生園 石垣市
(株)紫電舎 石垣市
(株)新生 石垣市
(株)信用組 石垣市
(有)真和建設 石垣市
JAおきなわ　与那国支店 与那国町
有限会社　昭電工業 石垣市
住宅情報センター株式会社 石垣市
（有）砂川興業 石垣市
砂川土木(有) 石垣市
砂盛建設（株） 石垣市



生活協同組合コープおきなわ　石垣センター 石垣市
（株）創進コンクリート 石垣市
（有）竹富観光センター 竹富町
第一生コンクリート(株) 石垣市
(有)大永建設 石垣市
(株)大志土木 石垣市
(株)大米建設　八重山支店 石垣市
竹富町役場 石垣市
ダスキン石垣 石垣市
(株)玉吉建設 石垣市
（有）ダイビングチームうなりざき 竹富町
太洋フーズ株式会社 石垣市
大洋リネンサプライ(株) 石垣市
㈱大進建設 石垣市
照屋建設(株) 石垣市
(有)桃原建材 石垣市
（有）玉盛商会　東部石油 竹富町
（有）東洋工業 石垣市
(株)友利観光 竹富町
トヨタウン　八重山支店 石垣市
どんぐりの学童 石垣市
医療法人恵山会　デイサービスとぅぬすく 石垣市
株式会社トラベルレンタカー　新石垣空港店 石垣市
南海自動車（株） 石垣市
株式会社琉球ホテルリゾート八重山 石垣市
(株)南西工業 石垣市
南西開発株式会社 石垣市
南成土建（有） 石垣市
（株）南都　石垣島事業所 石垣市
株式会社南西沖食　八重山支店 石垣市
（株）西原商会九州石垣営業所 石垣市
（株）はいむるぶし 竹富町
波照間製糖（株）波照間事業所 竹富町
㈱平田建設 石垣市
アイランド（株）　フサキリゾートヴィレッジ 石垣市
(有)ぷしぃぬしま石垣店 石垣市
株式会社フジタ　フサキリゾート建築作業所 石垣市
ホシザキ沖縄（株）八重山営業所 石垣市
株式会社星野リゾート・マネジメント　星のや竹富島 竹富町
星野リゾートリゾナーレ西表島 竹富町
ホテルニライカナイ西表島 竹富町
(株)前木組 石垣市
前田建設工業・太名嘉組・丸尾建設　建設共同企業体　前田建設工業株式会社石垣島隊庁舎作業所 石垣市
(株)マリヤ乳業 石垣市
丸尾建設（株） 石垣市
㈱みつわ産業石垣支店 石垣市
ミヤギ産業株式会社八重山支店 石垣市
医療法人　緑の会 石垣市
宮平観光ホテル 石垣市
沖縄県八重山土木事務所 石垣市
(株)八重島工業 石垣市
沖縄県八重山保健所 石垣市
八重山アサノセメント販売（株） 石垣市
八重山観光フェリー株式会社 石垣市
八重山漁業協同組合 石垣市
八重山港運（株） 石垣市
(株)八電工 石垣市
八重山農林水産振興センター家畜保健衛生課八重山家畜保健衛生所 石垣市
八重山生コン工業（株） 石垣市



八重山農林高等学校 石垣市
八重山商工高等学校 石垣市
八重山南風堂（株） 石垣市
日本郵便（株）八重山郵便局 石垣市
ヤンマー沖縄㈱　八重山支店 石垣市
有限会社　八重泉酒造 石垣市
やえやま環境開発株式会社 石垣市
(有)長濱建設 石垣市
（株）八重山ホテルマネージメント 竹富町
（株）ユーグレナ生産技術研究所 石垣市
楽円レンタカー 石垣市
与那国町教育委員会 与那国町
与那国町役場 与那国町
与那国町役場空港課 与那国町
(株)与那原建設 石垣市
琉進工業 石垣市
陸運総合（株） 石垣市
(株)りゅうせきエネプロ八重山支店 石垣市
(株)琉球銀行八重山支店 石垣市
株式会社ルフト・トラベルレンタカー 石垣市
(有)ワイファーム 石垣市
社会福祉法人　若夏会 石垣市


