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沖縄大会　プログラム

開催要項

第一部 本会議
日 時：令和元年11月7日（木）14：00～16：00（受付13時30～）
会 場：沖縄ハ－バ－ビュ－ホテル　彩海の間

第二部 ビデオライブラリ－（自由参加）
日 時：令和元年11月7日（木）16:30～17：30
会 場：沖縄ハ－バ－ビュ－ホテル　白鳳の間
内 容：沖縄観光地や琉球の歴史をビデオにて紹介

第三部 懇親会
日 時：令和元年11月7日（木）18：00～19：45（受付17時～）
会 場：沖縄ハ－バ－ビュ－ホテル　彩海の間

11/7
（木）

11/8
（金）

（1）親睦ゴルフ大会
日時：令和元年11月8日（金）
会場：琉球ゴルフ倶楽部
南城市玉城字親慶原1番地（098－948－2460）
（7時12分3コース同時スタート）
※送迎バス：県庁議会棟前バス停（6時集合）

（1）大会テーマ

「イチャリバチョーデー」とは、島言葉で「出会えば皆兄弟」の意味があります。
本大会は、日設事連（日本設備設計事務所協会連合会）の傘下にある九州・
沖縄ブロック協議会が、九州各県の技術交流や課題等の協議及び親睦を図
るため、各県持ち回りで開催しています。沖縄県設備設計事務所協会は昭和
58年に発足、平成29年に単独の加盟団体から当ブロック協議会に参画し、
今回、沖縄県として初めて開催するものであります。
加えて、令和元年を迎え、本大会が日本の最南端に位置する、ここ沖縄県で
開催されることに、意義深いものがあると考えております。
そこで本大会におきましては、令和のスタートして原点に立ち、設備設計業
界の現状と課題について「イチャリバチョーデー」のウムイ（思い）で九州・沖
縄がひとつになり、自由な忌憚なき意見交換会を持つことが出来ればと思っ
ております。

（2）観光
日時：令和元年11月8日（金）
コース：県庁議会棟前バス停（9時集合）→県立空手会館→
首里城→食事（首里殿内）→嘉数台公園→嘉手納道の駅
→空港→県庁議会棟バス停

～大会テーマ～
「イチャリバチョーデー九州・沖縄はひとつ」

九州・沖縄ブロック協議会　沖縄大会
（一社）日本設備設計事務所協会連合会

九州・沖縄ブロック協議会
(一社)日本設備設計事務所協会連合会

（2）主催、開催県

藤井　修会長

主催：（一社）　日本設備設計事務所協会連合会
九州・沖縄ブロック協議会

安谷屋　幸助

開催県：（一社）　沖縄県設備設計事務所協会

会長

（3）会場 沖縄ハ－バ－ビュ－ホテル　「彩海の間」

（4）日時 令和元年11月7日（木）
ブロック会議／14時～16時
懇親会／18時～19時45分
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日時：令和元年11月7日（木）14：00～16：00
会場：沖縄ハ－バ－ビュ－ホテル　彩海の間

（１）各県出席者紹介
（２）大会テーマ

（3）日設事連の報告

「イチャリバチョ－デ－　九州・沖縄は、ひとつ」
第一部 アンケート報告（各事務所の現状について）
第二部 課題と今後について
第三部 その他

九州・沖縄ブロック協議会　会議

宮城　正和
司会　（一社）沖縄県設備設計事務所協会

副会長

1. 開式の辞
安谷屋 幸助

（一社）沖縄県設備設計事務所協会
会長

3. 来賓紹介

4. 会議

2. 主催者挨拶

藤井　修

（一社）日本設備設計事務所協会連合会
九州・沖縄ブロック協議会

会長

＜ 会  議  次  第 ＞

藤井　修

（一社）日本設備設計事務所協会連合会
九州・沖縄ブロック協議会

会長

5. 閉会の辞
天願　清政

（一社）沖縄県設備設計事務所協会
副会長

西田　能行
（一社）日本設備設計事務所協会連合会

会長

（一社）日本設備設計事務所協会連合会
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
（一社）日本設備設計事務所協会連合会
（一社）日本設備設計事務所協会連合会

西田　能行（鹿児島）
髙木　俊幸（香川）
濱谷　雄二（長崎）
氏家　基彦（本部）
木下　美代（本部）

会 長
副 会 長
副 会 長
事務局長
参 与

沖縄大会　出席者名簿（本会議）
（順不同・敬称略）
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（一社）宮崎県設備設計事務所協会
1 （有）弘栄設計 岩満　国弘

2 （株）産研設計 馬﨑　康輔

3  ＹＯＵ＆ＹＵ設計 恒吉　勇介

4 （株）総合設備企画 藤井　信弥

5  ナカハラ技研 中原　武晃

（一社）佐賀県設備設計事務所協会
1 （株）平野設備設計事務所 平野　畯策

2 （株）平野設備設計事務所 平野　豊

3 （株）日建設備設計事務所 小熊坂 宗之

4 （株）日建設備設計事務所 北村　隆尚

5  アシスト設計事務所 前野　亮一

6 （株）ア－ト設備設計 内田　修

7 （株）現代設備計画 承山　孝吉

8 （株）現代設備計画 山﨑　伸裕

9 （株）現代設備計画 中島　政吉

（一社）福岡県設備設計事務所協会
1 （株）産研設計 藤井　修

2 （株）衛星都市計画 福澤　俊一

3 （有）サン設備設計事務所 村上　芳英

4 （株）トーホー設備設計 鶴田　明

5 （株）エスティ設計 庄司　雅之

6 （有）内田設備設計 内田　純夫

7 （株）水谷設計 水谷　純久

8 （株）石川設備設計 石川　芳樹

9 （株）クオテック 森田　実

10 （有）ビーライン設計 上野　弘

11 （有）システムプラン 森　　良一

12 （有）Ｌプランズ 大木　直

13 （株）総合設備コンサルタント 近藤　常男

（一社）鹿児島県設備設計事務所協会
1 （有）アイケン設備設計 植村　直哉

2 （株）タナカ設備事務所 田中　義人

3 （株）オープランニング 大石　秀樹

4 （有）設備共同プラン 出水　和紀

5 設備研究室 SPEC（株） 平江　傑

6  （有）エース設備設計 野口　瑞人

7 （株）西栄設備事務所 西田　能行

8 （株）西栄設備事務所 櫨木　信彦

9 （株）ナック 小島　眞史

10 （有）ワイ・ユウプラン 上畑　芳一



沖縄大会　出席者名簿（本会議）
（順不同・敬称略） （一社）日本設備設計事務所協会連合会

九州・沖縄ブロック協議会　沖縄大会

稲嶺純子
外間　望

司会

＜ 式  次  第 ＞

日時：令和元年11月7日（木） 18:00～19:45（受付開始17：00）
会場：沖縄ハーバービューホテル　彩海の間

懇親会

小口　　浩 様次長

3. 来賓挨拶
沖縄県知事 玉城デニー 様

那覇市長 城間　幹子 様

内閣府　沖縄総合事務局

1. 幕開 祝儀舞踊　かぎやで風
奥原めぐみ

琉球舞踊　無憂華の会
他

6. 創作エイサー　カチャシー 那覇太鼓

他上地流空手道・琉球古武道　琉志会
5. 空手演舞 「滝落とぅし」 伊佐　照彦

嶽元　眞志

2. 開催県挨拶
安谷屋幸助

（一社）沖縄県設備設計事務協会
会長

7. 次回開催県の挨拶
岩満　国弘 様

（一社）宮崎県設備設計事務所協会
会長

4. 乾杯
西田　能行 様

（一社）日本設備設計事務所協会連合会
会長

8. 閉会の辞 司会者

0706

（一社）熊本県設備設計事務所協会
1 （有）藤山設備設計 藤山　豊

2 （株）弦設備設計事務所 村上　隆浩

3 （有）トーア設計 大竹　博

4  たなかじゅんじ設備室 田中　純司

5  村上設備設計事務所 村上　義和

6 （有）アール設備企画 鶴山　爾

（一社）長崎県設備設計事務所協会
1 （有）アトラス設計 松尾　俊美

2 （株）濵谷設計 濵谷　雄二

3 COCORO 設計 田村　広勝

4 （株）八光設計 大浜　久雄

5 設備企画 ユメックス 森田　仁

6 YAS 設備設計事務所 永安　久幸

（一社）大分県設備設計事務所協会
1 （株）矢野設備設計 矢野　久

2 （株）矢野設備設計 穴井　義之

3 （有）第一設備設計事務所 金丸　郁夫

4 （有）第一設備設計事務所 小野　貴道

5 （株）河野設備設計室 髙橋　徹行

6 （株）AES 設計 石橋　春明

7 渡辺設備設計事務所 渡辺　元秀

8 （株）Ｅ・Ｅ設計 松井　健児

9 （株）桑野設計 桑野　尚樹

10 （株）大有設計 小野　晶紀

11 （株）日本エンジニアリング 林　　啓司

（一社）香川県設備設計事務所協会
1 （株）桜設備設計 新居修三

2 （株）板見設備設計事務所 板見 孝太郎

3 （株）アークテクノ 高木俊幸

（一社）沖縄県設備設計事務所協会
1 （有）安谷屋設備設計 安谷屋 幸助

2 （有） 快理設計 天願　清政

3 （株） 環境設計国建 宮城　正和

4 （有） カイ設備 宮良　洋三

5 （有） アカリ設計 仲村　義和

6 （株） 設備研究所 仲本　誠一

7 （株） マキヤ設備設計 前森　康治

8 （有） 環境空間 仲松　隆司

9 （有） アカナ設備設計 根間 正太郎

10 （有）エスジーエンジニアリング 我那覇 生嚴

11 （株） ハルス建築環境設計 大城　立 

12  向現設備設計 前里　英寿

13 （有） 湛エンジニア 保井　明博

14  アキラ設備設計 瑞慶覧 長明

15 （有）麻建築設備設計 渡嘉敷 栄敏

16 （有）内田設計 内田 敦

17 （株）うるま設備設計 新垣　馨

18  大月設計（株） 山里 馨

19  大村設備設計室 大村 政興

20 （有）沖縄設備設計 中村 陽一

21  和 設備設計 島 信和

22  シン設備設計（株） 新里 秀一

23 （資）環境設計無限 勝連 朝春

24 （株）協和テクノロジー 喜納 政紀

25  金城設備設計 金城 正祐

26 （有）恒 設備設計 大見 隆恒

27  Sho 設備設計 照屋 盛福

28  末吉設計室 末吉 正一

29  （株）設備計画 友寄 多鶴子

30 （株）総合設備企画 比屋根 正

31  中央設備設計事務所 饒辺 永勇

32 （有）ティ・エムエンジニア 松堂 貴司

33 （株）ニライ設備設計 上原 武

34 （一社） 設備設計事務所協会 友利　隆男



沖縄大会　出席者名簿（本会議）
（順不同・敬称略） （一社）日本設備設計事務所協会連合会

九州・沖縄ブロック協議会　沖縄大会

稲嶺純子
外間　望

司会

＜ 式  次  第 ＞

日時：令和元年11月7日（木） 18:00～19:45（受付開始17：00）
会場：沖縄ハーバービューホテル　彩海の間

懇親会

小口　　浩 様次長

3. 来賓挨拶
沖縄県知事 玉城デニー 様

那覇市長 城間　幹子 様

内閣府　沖縄総合事務局

1. 幕開 祝儀舞踊　かぎやで風
奥原めぐみ

琉球舞踊　無憂華の会
他

6. 創作エイサー　カチャシー 那覇太鼓

他上地流空手道・琉球古武道　琉志会
5. 空手演舞 「滝落とぅし」 伊佐　照彦

嶽元　眞志

2. 開催県挨拶
安谷屋幸助

（一社）沖縄県設備設計事務協会
会長

7. 次回開催県の挨拶
岩満　国弘 様

（一社）宮崎県設備設計事務所協会
会長

4. 乾杯
西田　能行 様

（一社）日本設備設計事務所協会連合会
会長

8. 閉会の辞 司会者
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沖縄大会　正会員　出席者名簿（懇親会）
（順不同・敬称略）

ご来賓名簿
（順不同・敬称略）

内閣府沖縄総合事務局

内閣府沖縄総合事務局

内閣府沖縄総合事務局

沖縄県

沖縄県土木建築部

沖縄県土木建築部

沖縄県土木建築部

沖縄県土木建築部

沖縄県土木建築部

沖縄県土木建築部

沖縄県教育庁

那覇市

那覇市都市みらい部

那覇市都市みらい部

那覇市まちなみ共創部

那覇市まちなみ共創部

那覇市まちなみ共創部

那覇市まちなみ共創部

那覇市まちなみ共創部

那覇市教育委員会

（公社）沖縄県建築士会

（一社）沖縄県建築士事務所協会

（公社）日本建築家協会沖縄支部

沖縄建築確認センター株式会社

(一社)沖縄県電気管工事業協会

沖縄県電気工事業工業組合

（株）沖縄建設新聞

次　長

営繕調査官

営繕課長

県知事

部　長

参事監

建築都市統括監

施設建築課長

施設建築課設備事業監

建築指導課長

施設課技術調整監

市　長

部　長

副部長

部　長

副部長

建築指導課長

建築工事課長

市営住宅課長

施設課長

会　長

会　長

支部長

代表取締役社長

会　長

理事長

代表取締役社長

小口　　浩

山田　　剛

森　慎太郎

玉城デニー

上原　国定

下地　正之

島袋登仁雄

内間　　玄

中山　　健

野原　和男

嘉手納　貢

城間　幹子

玉城　義彦

内間　　章

城間　　悟

幸地　　貴

新里　武督

城間　清光

山里　　実

當間　　弘

西里　幸二

野原　　勉

伊良波朝義

豊岡　正広

松島　寛行

金城　　稔

平良　敏昭
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沖縄大会　正会員　出席者名簿（懇親会）
（順不同・敬称略）

ご来賓名簿
（順不同・敬称略）

内閣府沖縄総合事務局

内閣府沖縄総合事務局

内閣府沖縄総合事務局

沖縄県

沖縄県土木建築部

沖縄県土木建築部

沖縄県土木建築部

沖縄県土木建築部

沖縄県土木建築部

沖縄県土木建築部

沖縄県教育庁

那覇市

那覇市都市みらい部

那覇市都市みらい部

那覇市まちなみ共創部

那覇市まちなみ共創部

那覇市まちなみ共創部

那覇市まちなみ共創部

那覇市まちなみ共創部

那覇市教育委員会

（公社）沖縄県建築士会

（一社）沖縄県建築士事務所協会

（公社）日本建築家協会沖縄支部

沖縄建築確認センター株式会社

(一社)沖縄県電気管工事業協会

沖縄県電気工事業工業組合

（株）沖縄建設新聞

次　長

営繕調査官

営繕課長

県知事

部　長

参事監

建築都市統括監

施設建築課長

施設建築課設備事業監

建築指導課長

施設課技術調整監

市　長

部　長

副部長

部　長

副部長

建築指導課長

建築工事課長

市営住宅課長

施設課長

会　長

会　長

支部長

代表取締役社長

会　長

理事長

代表取締役社長

小口　　浩

山田　　剛

森　慎太郎

玉城デニー

上原　国定

下地　正之

島袋登仁雄

内間　　玄

中山　　健

野原　和男

嘉手納　貢

城間　幹子

玉城　義彦

内間　　章

城間　　悟

幸地　　貴

新里　武督

城間　清光

山里　　実

當間　　弘

西里　幸二

野原　　勉

伊良波朝義

豊岡　正広

松島　寛行

金城　　稔

平良　敏昭
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（一社）宮崎県設備設計事務所協会
1 （有）弘栄設計 岩満　国弘
2 （株）産研設計 馬﨑　康輔
3 ＹＯＵ＆ＹＵ設計 恒吉　勇介
4 （株）総合設備企画 藤井　信弥
5 ナカハラ技研 中原　武晃

（一社）福岡県設備設計事務所協会
1 （株）産研設計 藤井　修
2 （株）衛星都市計画 福澤　俊一
3 （有）サン設備設計事務所 村上　芳英
4 （株）トーホー設備設計 鶴田　明
5 （株）エスティ設計 庄司　雅之
6 （有）内田設備設計 内田　純夫
7 （株）水谷設計 水谷　純久
8 （株）石川設備設計 石川　芳樹
9 （株）クオテック 柴田　典顕

10 （株）クオテック 森田　実
11 （有）ビーライン設計 上野　弘
12 （有）システムプラン 森　　良一
13 （有）Ｌプランズ 大木　直
14 （株）総合設備コンサルタント 近藤　常男

（一社）熊本県設備設計事務所協会
1 （有）藤山設備設計 藤山　豊
2 （株）弦設備設計事務所 村上　隆浩
3 （有）トーア設計 大竹　博
4 たなかじゅんじ設備室 田中　純司
5 村上設備設計事務所 村上　義和
6 （有）アール設備企画 鶴山　爾

（一社）長崎県設備設計事務所協会
1 （有）アトラス設計 松尾　俊美
2 （株）濵谷設計 濵谷　雄二
3 COCORO 設計 田村　広勝
4 （株）八光設計 大浜　久雄
5 設備企画 ユメックス 森田　仁
6 YAS 設備設計事務所 永安　久幸

（一社）香川県設備設計事務所協会
1 （株）桜設備設計 新居　修三
2 （株）板見設備設計事務所 板見 孝太郎
3 （株）アークテクノ 高木　俊幸

（一社）日本設備設計事務所協会連合会
1 本部 氏家　基彦
2 本部 木下　美代

（一社）鹿児島県設備設計事務所協会
1 （有）アイケン設備設計 植村　直哉
2 （株）タナカ設備事務所 田中　義人
3 （株）オープランニング 大石　秀樹
4 （有）設備共同プラン 出水　和紀
5   設備研究室 SPEC（株） 平江　傑
6  （有）エース設備設計 野口　瑞人
7 （株）西栄設備事務所 西田　能行
8 （株）西栄設備事務所 櫨木　信彦
9 （株）ナック 小島　眞史

10 （有）ワイ・ユウプラン 上畑　芳一

（一社）佐賀県設備設計事務所協会
1 （株）平野設備設計事務所 平野　畯策
2 （株）平野設備設計事務所 平野　豊
3 （株）日建設備設計事務所 小熊坂 宗之
4 （株）日建設備設計事務所 北村　隆尚
5  アシスト設計事務所 前野　亮一
6 （株）ア－ト設備設計 内田　修
7 （株）現代設備計画 承山　孝吉
8 （株）現代設備計画 山﨑　伸裕
9 （株）現代設備計画 中島　政吉

（一社）大分県設備設計事務所協会
1 （株）矢野設備設計 矢野　久
2 （株）矢野設備設計 穴井　義之
3 （有）第一設備設計事務所 金丸　郁夫
4 （有）第一設備設計事務所 小野　貴道
5 （株）河野設備設計室 髙橋　徹行
6 （株）AES 設計 石橋　春明
7  渡辺設備設計事務所 渡辺　元秀
8 （株）Ｅ・Ｅ設計 松井　健児
9 （株）桑野設計 桑野　尚樹

10 （株）大有設計 小野　晶紀
11 （株）日本エンジニアリング 林　　啓司



沖縄大会  賛助会員  出席者名簿（懇親会）
（順不同・敬称略）

沖縄大会　正会員　出席者名簿（懇親会）
（順不同・敬称略）
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( 一社 ) 沖縄県設備設計事務所協会
1 （有）安谷屋設備設計 安谷屋 幸助
2 （有）快理設計 天願　清政
3 （株）環境設計国建 宮城　正和
4 （株）環境設計国建 喜友名　徹
5 （有）カイ設備 宮良　洋三
6 （有）アカリ設計 仲村　義和
7 （株）設備研究所 仲本　誠一
8 （株）設備研究所 具志堅　斉
9 （株）マキヤ設備設計 前森　康治

10 （有）環境空間 仲松　隆司
11 （有）アカナ設備設計 根間 正太郎

12 （有）エスジーエンジニア
リング 我那覇 生嚴

13 （株）ハルス建築環境設計 大城　立
14  向現設備設計 前里　英寿
15 （有）湛エンジニア 保井　明博
16  アキラ設備設計 瑞慶覧 長明
17 （有）内田設計 内田　敦
18 （株）うるま設備設計 久高　將英
19 （株）うるま設備設計 新垣　馨
20  大月設計（株） 山里　馨
21  大月設計（株） 大城　英一
22  大月設計（株） 比嘉　隆
23  大村設備設計室 大村　政興
24 （有）沖縄設備設計 中村　陽一
25  和設備設計 島　信和
26  シン設備設計（株） 新里　秀一
27 （資）環境設計無限 勝連　朝春
28 （株）協和テクノロジー 喜納　政紀
29  金城設備設計 金城　正祐
30 （有）恒 設備設計 大見　隆恒

( 一社 ) 沖縄県設備設計事務所協会
31 Sho 設備設計 照屋　盛福
32 末吉設計室 末吉　正一
33 （株）設備計画 友寄 多鶴子
34 （株）総合設備企画 比屋根　正
35 中央設備設計事務所 饒辺　永勇
36 （有）ティ・エムエンジニア 松堂　貴司
37 （株）ニライ設備設計 上原　武
38 （一社） 設備設計事務所協会 友利　隆男



沖縄大会  賛助会員  出席者名簿（懇親会）
（順不同・敬称略）

沖縄大会　正会員　出席者名簿（懇親会）
（順不同・敬称略）
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福岡県

1 パナソニック（株）
ライフソリューションズ社 西村　英樹

2 （株）日邦バルブ 橋本　匡包
3 東芝ライテック（株） 上中　健嗣
4 東芝ライテック（株） 井島　英樹
5 東芝ライテック（株） 日高　稔
6 東芝ライテック（株） 渡名喜 康永
7 空研工業（株） 白土　庄司
8 三葉電機工業（株） 原田　恭一
9 三葉電機工業（株） 城間　正樹

10 進和テック（株） 原　　博文
11 新晃工業（株） 乃田　康司
12 新晃工業（株） 山野　恭平
13 ダイキン工業（株） 多田　裕之
14 東テク（株） 鹿屋　一郎
15 （株）ベルテクノ 和田　修治
16 （株）ベルテクノ 井上　稔弘
17 森松工業（株） 上村　清之
18 森松工業（株） 神吉　俊明
19 ニシム電子工業（株） 副島　伸治
20 協立エアテック（株） 上野　孝浩
21 （株）ＹＡＭＡＧＩＷＡ 松木　秀之
22 三菱電機住環境システムズ（株） 伊藤　暢彦
23 三菱電機住環境システムズ（株） 姫野　武司
24 三菱電機住環境システムズ（株） 萩原　直行
25 （株）ＬＩＸＩＬ 宮田　周一
26 ヤマハサウンドシステム（株） 牛尾　史樹
27 ヤンマーエネルギーシステム（株） 原田　明彦
28 （株）ヒラカワ 山本　孝行
29 （株）荏原製作所 金城　忠広
30 （株）荏原製作所 土師　尚子
31 中立電機（株） 船越　利孝
32 中立電機（株） 山下　文吾
33 原建設建材（株） 原　　泰則
34 （株）川本製作所 田中 健太郎
35 丸茂電機（株） 江森　清
36 （株）共立電照 長友　禎久
37 （株）巴商会（G） 中川 雄二郎
38 （株）巴商会（G） 青山　耕平
39 （株）松村電機製作所 柿野　寛
40 東芝キャリア（株） 畠中　一洋
41 東芝キャリア（株） 奥原　章徳

宮崎県
1 ダイキン HVAC 宮崎 徳丸　幸市
2 宮崎南菱冷熱（株） 酒井　忠紀

3 森松工業（株）
宮崎営業所 田之上 耕也

大分県
1 東芝ライテック（株） 福良　大作

2 ヤンマーエネルギー
システム（株） 田島　徳大

3 ダイキン HVAC
ソリューション九州（株） 伊東 毅一郎

長崎県

1 ダイキン HVAC
ソリューション九州（株） 栗田　直樹

熊本県
1 旭電業（株） 吉村　俊彦
2 空研工業（株） 永嶺　則弘
3 西部ガス（株） 本郷　元
4 西部ガス（株） 田口 龍太郎
5 （株）山代電機製作所 山代　峰也

6 ダイキン HVAC
ソリューション九州（株） 松本　元樹

鹿児島県
1 （株）エコロン 吉田　耕一
2 ヤンマーエネルギーシステム（株） 徳島　久泰
3 ヤンマーエネルギーシステム（株） 小倉　宏友
4 南菱冷熱工業（株） 吉岡　力

5 日本ガス（株）
業務用営業グループ 大園　雅文

6 パナソニック（株）
エコソリューションズ社 中村　英樹

7 （株）ダイキアクシス 山下　隆一

8 ダイキン HVAC
ソリューション九州（株） 大木　康幹

9 南国殖産（株） 井上　浩二

佐賀県
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沖縄県
1 沖縄電力（株） 城間　俊人
2 沖縄電力（株） 山城　公
3 沖縄電力（株） 比嘉　健
4 （株）ゆにてっくす 石原　昌司
5 （株）ゆにてっくす 石原　貴史
6 （株）ゆにてっくす 真栄田 貴司
7 マサ友電設（株） 天願　昌輝
8 三栄工業（株） 中村　達

9 （株）沖縄ボイラ
エンジニアリング 渡慶次 泰博

10 （株）沖縄ボイラ
エンジニアリング 渡久地 政紀

11 （株）沖縄ボイラ
エンジニアリング 城間　勉

12 （株）金城電気商会 井上　直
13 パナソニック（株） 小松　孝司
14 パナソニック（株） 座覇　政秋
15 パナソニック（株） 岩澤　剛哲
16 （株）大佐 阿部　尊治
17 光電気工事（株） 金城　正司
18 光電気工事（株） 金城　秀昌
19 光電気工事（株） 島袋　林喜

20 東芝キャリア（株）
沖縄支店 金城　肇

21 （有）南光電気設備 座喜味 蔡光
22 （株）遠藤照明 石本　孝利
23 ヤシマ工業（株） 仲田　一郎
24 南部電工（株） 石川　俊三
25 南部電工（株） 川口　米一
26 （株）沖縄工設 大嶺 健一郎
27 （株）沖縄工設 與那覇 忠幸

28 （株）川本製作所
沖縄営業所 松堂　豊

29 （株）沖設備 山城　邦夫
30 （株）沖設備 安富　哲
31 （株）沖設備 呉屋　宏弥
32 （株）沖設備 長嶺　尚輝
33 （株）東洋設備 金城　光則
34 （株）東洋設備 宮城　博

35 ダイキン HVAC
ソリューション沖縄（株） 諸見里 進

沖縄県
36 テラル（株） 岩川　直浩
37 （株）ＬＩＸＩＬ 蔵原　健一
38 （株）ＬＩＸＩＬ 今長谷 岳雄
39 沖縄ガス（株） 原國　政人
40 沖縄ガス（株） 大城　邦夫
41 沖縄ガス（株） 比嘉　敏則
42 （株）琉電製作所 大城　盛善
43 三協電気工事（株） 松島　寛行
44 沖縄三菱電機販売（株） 肥後　通人
45 沖縄三菱電機販売（株） 与那覇　浩
46 沖縄三菱電機販売（株） 宮城　努
47 （株）オカノ 津波古 充則
48 （株）オカノ 比嘉　悟
49 ( 株 ) 沖縄日立 真栄田　力
50 沖縄ホ－チキ（株） 喜瀬　啓二
51 空研工業（株） 福永　隆仁
52 （株）沖電工 仲松　隆
53 （株）安謝鋳物商事 佐久本　悟
54 （株）安謝鋳物商事 仲宗根 重冶
55 （株）那覇電工 宮城　淳也
56 （株）那覇電工 新田　当健
57 ニシハツ（株）福岡営業所 掘田　哲生
58 ニシハツ（株）沖縄駐在所 佐々木 崇人
59 （株）遠藤照明 石本　孝利
60 ヤンマ－沖縄（株） 高江洲 正春
61 ヤンマ－沖縄（株） 石塚　高嗣
62 沖電水工事（株） 前田　隆
63 ＴＯＴＯ（株） 比嘉　良信
64 ＴＯＴＯ（株） 中嶋　初範
65 （株）中島工業 肆手盛 凖
66 （株）中島工業 古謝　景一
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令和元年度

～大会テーマ～
「イチャリバチョーデー九州・沖縄はひとつ」

(一社)日本設備設計事務所協会連合会
九州・沖縄ブロック協議会　沖縄大会

開催日時
開催場所

／
／
令和元年11月7日（木）
沖縄ハーバービューホテル
那覇市泉崎2－46　TEL／853－2111

一般社団法人　沖縄県設備設計事務所協会
〒901-2101　浦添市西原1-4-26（沖縄建築会館）

TEL／870－5500　FAX／870－5532

斎場御嶽園比屋武御嶽石門

首里城

識名園 勝連城跡




