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NO. 会 　社　 名 代　表　者 業　種 所在地 電話番号

1 (有)大竹商店 大城　康治 食品輸入卸売業 浦添市西洲2-4-5 875-3161

2 (株)許田商会 山内　昌幸 食品輸入卸売業 浦添市西洲2-8-1 875-3020

3 (株)湧川商会 金城　英樹 食品輸入卸売業 浦添市西洲2-8-4 875-3001

4 那覇青果物卸商事業協同組合 名嘉　重則 輸入青果卸売業 那覇市港町4-3-1 863-4171

5 (株)新垣通商 新垣　旬子 貿易商社 那覇市久米2-11-13 861-3506

6 沖縄第一倉庫(株) 豊里　友亨 保税倉庫業 那覇市西2-26-18 868-4808

7 大成通関(株) 新城　英二 通関業 那覇市港町2-12-6 864-1201

8 (株)藤浦通関 浦崎　直彦 通関業 那覇市字天久1196-12 868-2332

9 沖縄NXエアカーゴサービス(株) 栗山　良政 航空貨物・通関業 豊見城市字与根491-2 858-6450

10 大同火災海上保険(株) 上間　優 金融・保険業 那覇市久茂地1-12-1 869-3099

11 (株)メイクマン 宮城　順一 輸入販売・ 小売・卸売業 浦添市城間2008 877-9787

12 (株)サンテック開発 新垣　昌人 輸入販売・ 小売・卸売業 那覇市久米2-11-13 863-9203

13 (株)プロジェクト琉球 新垣　龍太 貿易業
那覇市鏡水崎原地先
沖縄フリーゾーン2号棟2階

858-5320

14 琉球物流(株) 平良　勝政 総合物流業 那覇市港町2-17-13 861-4700

15 (株)石垣の塩 東郷　清龍 製造業 石垣市新川1145-57 0980-83-8711

16 宜野座の純黒糖屋 渡久地　克 製造業 宜野座村字宜野座820-2 080-4274-5422

17 (株)あんしん 照屋　勝士 総合物流業 浦添市勢理客4-15-15 878-4848

18 (株)萌す 後藤　大輔 貿易商社
糸満市西崎2-6-3
コーポなかそね1F

856-7483

19 (株)ジェイシーシー 渕辺　俊紀 貿易・飲食業・他 糸満市西崎4-16-16 992-6259

20 沖縄空輸(株) 友利　敏子 航空貨物・通関業 那覇市字鏡水崎原地先
858-7337(本社)

859-3441(担当部)

21 (株)MIZUTOMI 市川　哲 食品輸出業 那覇市牧志2-2-30 2階 860-1527

22 ジーマ(株) 儀間　仁 卸売業 浦添市西洲2丁目3-1 875-3888

23 (株)ＯＴＫ 糸満　均 国際・国内物流 那覇市港町1丁目18-15 862-0021

24 (有)沖縄長生薬草本社 下地　清吉各種薬草の栽培 ・卸・販売業南城市佐敷字仲伊保116-1 947-3214

25 琉球海運(株) 宮城　茂 海運業 那覇市西1丁目24-11 868-8161

26 (株)マーミヤ 金城　有作 製造業・販売業 那覇市曙1丁目14-14 988-3195

27 三桂(有) 糸数　修一
輸入業

・船舶代理店業
石垣市浜崎町2-3-2
大洋開発ビル2F

0980-83-3413

28 農業生産法人　(株)福まる農場 崎原　多順
畜産業

(生産・加工・販売)
南風原町字宮平585番地 888-3564

29 (株)沖縄県物産公社 比嘉　徹 卸売業・小売業 那覇市字小禄1831-1 859-6325

30 (株)沖縄銀行 山城　正保 金融業 那覇市久茂地3-10-1 869-1266

31 沖縄セルラー電話株式会社 菅 隆志 情報・通信 沖縄県那覇市松山1丁目2番1号 869-1001

32 (株)琉珉珉 比嘉　竜児 製造業 浦添市牧港4丁目25番6号 862-0178
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33 (株)鹿児島銀行 坂之上　久之 金融業
那覇市久茂地1丁目2-20
OTV国和プラザ102

917-6330

34 (株)琉球銀行 川上　康 金融業
那覇市東町2-1
那覇ポートビル1階

866-1212

35 沖縄オーガニッククリエイト(株) 玉城　克明 有機農産物販売業 浦添市牧港5-5-10 877-8686

36 沖縄県交易促進事業協同組合 東郷　清龍 事業協同組合 西原町字東崎4番地10（株）三倉食品内 945-2959

37 （株）ホクガン 大仲　裕治 卸売・製造業 糸満市西崎町4丁目10番地1 840-8800

38 那覇国際コンテナターミナル(株) 福島　則之 物流サービス業 那覇市港町1-27-1 867-5931

39 株式会社リュークス 鈴木　健太
国際物流・港湾コン

サルティング業
那覇市若狭一丁目地先
那覇クルーズターミナル

917-4267

40 株式会社HPC沖縄 阿波根　昌樹 その他サービス業 浦添市宮城三丁目2番8号 897-3211

41 タートルフーズ株式会社 猪子　立子
食品及び加工食品
の企画・開発・製造
及び販売貿易業

宮古島市平良荷川取427-9 0980-79-5300

42 小野建沖縄株式会社 東恩納　寛隆 鋼材卸売業
那覇市久茂地3-21-1
國場ビルディング8F

860-9015

43 アンリッシュ食品工業株式会社 二宮　大朗
食品製造業・機械製

造業
うるま市勝連南風原5192-39 939-9056

44 坂下水産株式会社 當山　清範 卸売業 那覇市港町1-1-5　市場内27号 866-3404

45 有限会社北琉興産 大城　洋介 清涼飲料水製造業 今帰仁村字仲宗根450-1 0980-51-5010

46 レオスポ株式会社 曹　金棟 卸し・小売 浦添市城間3丁目15-1 988-0688

47 忠孝酒造株式会社 大城　勤
泡盛・清涼飲料水（も
ろみ酢・甘酒）製造

業
豊見城市字名嘉地132番地 850-1257

48 北部港運株式会社 崎原　清
一般港湾運送事業・
一般貨物自動車運

送事業
本部町字崎本部5204 0980-47-2140

49 ヘリオス酒造株式会社 松田　亮 酒類製造業 名護市字許田405番地 0980-52-3372

50 株式会社多良川　那覇支社 砂川　拓也 製造業 浦添市勢理客4-9-19 875-1213

51 琉球通運株式会社 喜納 秀智 国際物流・通関業 那覇市港町四丁目3番地9 863-5650

52 有限会社八重泉酒造 座喜味 盛行 酒類製造業販売 石垣市石垣1834 0980-83-8000

NO. 団 　体　 名 代　表　者 業　種 所在地 電話番号

1 那覇市役所　商工農水課 知念　覚 自治体 那覇市泉崎1-1-1 951-3212

2 浦添市役所　産業振興課 松本　哲治 自治体 浦添市安波茶1-1-1 876-1234

3 うるま市役所　産業政策課 中村　正人 自治体 うるま市みどり町1-1-1 923-7611

4 那覇商工会議所 石嶺　伝一郎 経済団体
那覇市久茂地1丁目7番41号
琉球リースビル6階

868-3758

5 公益社団法人 沖縄県工業連合会 古波津　昇 経済団体
那覇市小禄1831-1
沖縄産業支援センター6階

859-6191

6 浦添商工会議所 又吉　康多郎 経済団体
浦添市勢理客4-13-1
浦添市産業振興センター結の街2階

877-4606

7 石垣市商工会 大濱　達也 経済団体 石垣市浜崎町1-1-4 0980-82-2672

8 石垣市役所　商工振興課 中山　義隆 自治体 石垣市浜崎町14番地 0980-82-1533

9 公益社団法人沖縄北部法人会 石川　幸延 経済団体
名護市宇茂佐の森五丁目2番地7
北部会館4階

0980-54-3120

10
一般財団法人 南西地域産業活性化セン
ター

大嶺　滿 調査研究機関
那覇市久茂地3-15-9
アルテビル2F

866-4591

11 伊平屋村　農林水産課 名嘉　律夫 自治体 伊平屋村字我喜屋251番地 0980-46-2002

12 本部町　企画商工観光課 平良　武康 自治体 本部町字東5番地 0980-47-2700

13 今帰仁村　経済課 久田　浩也 自治体 今帰仁村字仲宗根219 0980-56-2256
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