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アゴマゴちゃんアゴマゴちゃんトミッキートミッキー
＜商工会職員人事のお知らせ＞ 豊見城市商工会から異動／退職職員

政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資については、これまでに 230万件、43 兆円を超える融資・
保証を実施しました。これまでの実績も踏まえて、3 次補正予算において追加で総額 29 兆円規模（予算額 3 兆
2,049 億円）の融資・保証枠を確保いたしました。
そして、実質無利子・無担保融資の実質無利子等となる上限額が引き上がりました。
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに
　　　　    該当する方
①最近１ヵ月間等（注）の売上高又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高が前３年のいずれかの年の同期と
比較して５％以上減少した方

②業歴３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大
を行っている企業

（ベンチャー・スタートアップ企業を含む。）など、前 3年同期と単純に比較できない場合等は、最近１ヵ月間等（注）の
売上高又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高（業歴６ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均
売上高）が、次のいずれかと比較して５％以上減少している方
　a 過去３ヵ月（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高
　b 令和元年12月の売上高
　c 令和元年10月～12月の平均売上高
※個人事業主（事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る）は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
 （注）最近1ヵ月間の売上高のほか、最近14日間以上１ヵ月間未満の任意の期間における売上高
【資金の使いみち】運転資金、設備資金（いずれもコロナの影響により必要となる資金に限る）
【既往債務の借換】公庫の既往債務の借換も可【担保】無担保
【貸付期間】設備 20 年以内、運転15 年以内【うち据置期間】５年以内
【融資限度額（別枠）】中小事業６億円、国民事業 8,000万円
【利下げ限度額】中小事業３億円、国民事業 6,000万円【金利】当初3年間基準金利▲0.9％、4 年目以降基準金利

新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
「沖縄県振興開発金融公庫　融資制度のご案内」

きずな

豊見城市商工会 会報誌
豊
見
城
市
商
工
会  

会
報
誌

絆
2021

春号
（令和3年）

発
行：豊

見
城
市
商
工
会
／
〒
901-0242豊

見
城
市
字
高
安
358-2

TEL（
098）850-2060　

FA
X（
098）850-0462

編
集・印

刷：株
式
会
社
ヒ
ラ
ヤ
マ
／
〒
901-0225 沖

縄
県
豊
見
城
市
字
豊
崎
3-59 ト

ヨ
プ
ラ
 2F

TEL 098-995-6233（
代
表
）　
FA
X 098-850-8855

きずな

検索豊見城市商工会

［異動］ 仲松　祐未 ［異動］ 経営指導員　與那城　瑛太 ［退職］ 経営指導員　下地　拓斗

※新規職員と他商工会から豊見城市商工会へ異動職員は次回の会報誌にて掲載いたします。

4月より石垣市商工会へ
異動することになりまし
た。入職当初から、微力な
がらに皆様の支援をさせ
て頂けたこと大変感謝し
ております。豊見城での
経験や学んだことを糧
に、異動先でも職務に励
んでいきたいです。4年
間、お世話になりました。

この度人事異動により
3月中をもちまして豊
見城を離れることとな
りました。在勤中、会員
の皆様にはお世話にな
り大変感謝しておりま
す。今後とも豊見城市
内企業皆様のご活躍と
ご健勝を祈念しており
ます。

２年間商工会の経営
指導員として業務に従
事できたことは私自身
の財産であります。そ
の間、ご指導ご鞭撻賜
わりました関係各位の
皆様へ感謝の気持ち
でいっぱいです。本当
にありがとうございま
した。

石垣市商工会へ  令和3年4月１日付 伊是名村商工会へ  令和３年4月1日付 令和３年3月31日付



総代選挙の実施
令和３年４月26日から令和６年４月25日の豊見城市商工会総代（110人）を
定款第 30 条及び運営規約第10 条に基づき実施しました。 
実施受付期間（令和２年１２月１日（火）～12月10日（木）午前９時～午後５時） 
　受 付 場 所：豊見城市商工会 　住所：豊見城市字高安358－2　電話：090－850－2060 
　投票通知書発送日：令和２年12月14日（月） 
　投　　票　　日：令和２年12月23日（水）午前９時～午後５時 
　投　票　場　所：豊見城市商工会（豊見城市字高安358-2） 
■選挙方法 
　①総代の選出は、地区別にそれぞれの地区の会員の投票により行なう。 
　②地区又は業種別部会の会員は、１人１票で地区又は業種別総代候補者名簿の中から１名を選んで投票を
行ない、得票数が多い順に各地区の総代定数に応じた人数まで当選人とする。 

　③地区又は業種別部会の総代候補者の総数が選挙すべき総代定数を超えないときは、投票は行なわない。
この場合においては、選挙管理委員長は選挙立会人の下選挙管理委員会を開き、総代候補者をもって当
選人とする。 

上記の内容にて総代選挙を行った結果、下記の方々が総代に決定いたしました。 

令和3年（2021年） 春号 令和3年（2021年）春号豊見城市商工会　会報誌 絆 豊見城市商工会　会報誌 絆
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年号 事業所名 候補者名 所在地

●　豊　見　城　地　区

5名

1 大城海産物加工所 大城　久子 豊見城130（106）

2 豊見城冷房設備 知念　道之 豊見城574-7

3 (株)イゼナ空設 兼元　勇太 豊見城318-1

4 (株)大生通信 與那國　隆 豊見城318-1

5 ビビアン 新垣　健太 豊見城14（101）

●　宜　保　地　区

5名

6 たけのこ文具制服店 本村　勝 宜保260 プラザビル107

7 おしゃれサロンフェニック
ス 仲宗根　英才 宜保260（101）

8 まじきな司法書士事務所 真境名　一綱 宜保165番地7レジデンス
豊見城

9 (株)ジョインホーム 金城　亮 宜保2-7-11サンパレス205号

●　我　那　覇　地　区

3名

10 (有)仲村自動車整備工場 仲村　悟 我那覇506

11 (株)琉心葬祭 安里　基 我那覇383番地102

12 (株)Ｓｔｙｌｅ　K２ 河原　一雄 我那覇304-2-102

●　名　嘉　地　地　区

3名

13 ナショナルタクシー(資) 運天　篤男 名嘉地192-3

14 忠孝酒造㈱ 大城　勤 名嘉地132

15 (株)レキオ・セキュリティー
サービス 新垣　昌明 名嘉地109番地1　201号

●　田　頭　・　瀬　長　地　区

1名 16 (株)DeKAN 井上　美紀 瀬長174-6　ウミカジテラス
18

●　与　根　地　区　　

4名

17 ダイレクト印刷 赤嶺　恒男 与根78-9

18 (有)与根オートサービス 宮里　信子 与根315-1

19 (同)赤嶺設備 赤嶺　利律子 与根212-30

年号 事業所名 候補者名 所在地

3名
38 タッパーウェア豊見城スタ

ジオ 比嘉　モリ子 平良145-1

39 小料理壷 奥原　静子 平良132

●　高　安　地　区

8名

40 (株)かいほう 瀬長　正 高安393

41 電進工事社 當間　進 高安392

42 (株)とみしろ建材 知念　直志 高安558-8

43 (株)おきなわ晴家 又吉　康直 高安803-89

44 (株)公益社 藤井　眞子 高安560-1

45 那覇鋼材(株) 上原　勉 高安593-1

46 (株)東恩納組 東恩納　惟 高安594

47 トミシロ建装(株) 仲西　啓 高安409-5

●　鐃　波　地　区

1名 48 印刷センターテル 長嶺　照 饒波500-1

●　金　良　・　長　堂　地　区

2名
49 (株)山川電気 山川　光雄 長堂350-1

50 (株)奥原電設 奥原　聡 長堂180

●　嘉　数　地　区

1名 51 第一印刷(株) 仲田　朝純 嘉数502-3

●　真　玉　橋　地　区

3名

52 (有)日本プラント企画 阿賀嶺　久美子 真玉橋135 NPKビル2F

53 居酒屋ねぎ左馬 上地　良明 真玉橋123とよみビル303

54 (有)広設備工業 知念　章太 真玉橋228

●　根　差　部　地　区

3名

55 (株)東部自動車 前田　義仁 根差部724

56 (株)東洋ハウジング 金城　浩三 根差部587

57 (株)豊神建設 上原　進 根差部724-4（3F）

●　豊　崎　地　区

3名

58 大保商事(株) 赤嶺　成寿 豊崎3-65

59 (株)ヒラヤマ 平山　達也 豊崎3-59

60 (株)上間菓子店 上間　幸治 豊崎3-64

●　商　業

15名

61 沖縄タイムス豊見城販売セ
ンター 國吉　久美 高安460　座安アパート102

62 レンタリース沖縄 宜保　安孝 上田243-1

63 特産品ショップ美童 赤嶺　昌義 豊崎1-188

64 ア・ピール 赤嶺　静子 真玉橋274-3

65 おべんとう屋 宜保商店 宜保　政紀 上田83-4

66 (有)メイト沖縄 比嘉　剛之 高安906

67 はんこ屋さん21豊見城店 名嘉　正則 根差部725

68 居酒屋もりもり 大城　翼 真玉橋274-3　赤嶺ビル105

69 (有)わかまつどう製菓 下地　鉄夫 真玉橋244-1

70 居酒屋かいきょう 大城　優希 高嶺392-5

71 Ｆｕｎｎｙ’ｓ　craftBeer 井坂　健作 豊崎1-28

年号 事業所名 候補者名 所在地

20 (株)南西産業 畠中　昭昇 与根317-4

●　伊　良　波　地　区

1名 21 (有)セイブオート 大城　忠司 伊良波558-4

●　座　安　・　渡　橋　名　地　区

2名
22 (有)式典社 神谷　正信 座安365

23 (株)巴総業 安谷屋　誠 座安342-1

●　上　田　・　渡　嘉　敷　地　区

4名

24 (有)上原総合研究所 上原　忠 上田548-3 タカビル2F

25 (有)セイシン住興 平川　清 上田569

26 (有)近代住宅 運天　久 上田544-1　近代住宅101号

27 (有)那覇造園土木 前原　耕一朗 渡嘉敷374

●　翁　長　地　区

4名

28 エイトクリエイティブ㈱ 赤嶺　太志 翁長844-24

29 小嶺司法書士事務所 小嶺　良信 翁長842-3

30 (有)メジャー 赤嶺　勝正 翁長844-12

31 (有)圧送沖縄 赤嶺　忠 翁長645-4

●　保　栄　茂　地　区

1名 32 マルミツオート 當間　浩次 保栄茂115-1

●　高　嶺　地　区

4名

33 沖縄タイムス豊見城東販売
店 親川　常美 高嶺366-1 大城ｱﾊﾟｰﾄ1F

34 (株)當間自動車 當間　豊 高嶺374-1

35 (同)当銘タタミ店 當銘　克子 高嶺365-1　コーポ大城101

36 (有)大皓設備 大城　浩一 高嶺363-1

●　平　良　地　区

37 団地前ストアー 照屋　清 平良156-1 大城アパート
101号

年号 事業所名 候補者名 所在地

72 安常電器 安谷屋　常正 我那覇383--121

73 沖縄和顔 川満　玄治 真玉橋122-2

74 (株)プロドライブ 的場　充洋 長堂180-7

75 合同会社ＴＯＭＵＥカンパ
ニー 黒須　大樹 高安412-8まぢるビル101

●　工　　業

5名

76 豊見城市ウージ染め協同組
合 真境名　照子 豊崎1-1162　豊見城市観光プラ

ザていぐま館

77 いろは総合印刷 兼島　竜夫 饒波1140-5

78 (株)亀浜製麺所 亀濱　隆子 保栄茂1163-1

79 浜草木染 浜川　スミ子 翁長213

80 (株)カミチ 上地　政明 翁長849-4

●　建　設　業

12名

81 (有)当銘ペイント商会 当銘　美彦 高安316-1

82 (有)上原設備工業 上原　直彦 与根158-3

83 (株)アース企画 運天　辰典 与根333-5

84 (株)大丸建設 大城　清 平良115

85 (株)リュウセン 税所　良輔 嘉数11番地HIGAハイツ
303号

86 (有)ミサキ工務店 宮城　亮太 上田154

87 (有)金城工業 金城　豊 与根211-6

88 トーマ金物・防水 當間　健誠 我那覇545-1

89 盛工務店 伊佐　広作 嘉数482-2

90 合同会社とよみリース 前泊　弘幸 真玉橋238-2　コーポ國吉
302号

91 (株)外間重機 外間　和也 高安73

92 (有)極東産業 長嶺　光男 保栄茂205番地102

●　サービス業

18名

93 (株)沖縄海邦銀行真玉橋支店 名嘉　学 根差部695

94 ㈱FMとよみ 平田　千春 豊見城439-1（１F）

95 しおり経営サポート 藤岡　敬一 豊崎1-1178  Fステージ豊崎
パークフロント1203

96 天遊会 奥田　泰子 高嶺446-55　Ｂ－207

97 ゆうき整骨院 宮城　佑樹 豊崎1-1073

98 ＨＡＲＵ　ＴＡＸＩ 宮城　光治 保栄茂62-8

99 (株)ジョインＦＰサポート 古堅　宗晴 翁長854-2　サクセスビル
301

100 当銘盛光土地家屋調査士事
務所 当銘　盛光 真玉橋486マンションヒガ

101

101 行政書士･海事代理士　小野
正義事務所 小野　正義 上田566

102 南陽白蟻工事社 小嶺　保 真玉橋177-4

103 沖縄リフレッシュ整骨院 山田　義淳 真玉橋145-1金城アパート
101

104 (株)沖縄銀行　豊見城支店 池原　雄次 上田540-1

105 (株)琉球銀行　豊見城支店 嘉数　定義 上田552-1

106 (株)沖縄海邦銀行　豊見城支
店 山縣　佳和 宜保3-6-1

107 創造工房　ハイフィールド 上原　雅弘 根差部590

108 とよみ税理士法人 平良　豊 上田546-12　良ﾊｳｽ101号

109 (株)琉球バス交通 小川　吾吉 翁長811番地

110 (株)南新物産　豊見城支店 新城　英仁 名嘉地250

豊見 城 市商工会総代名簿 　 任期３年（R３.４～R6 .４）  決定!!
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一時支援金の概要

中小企業生産性革命推進事業

中小企業等事業再構築促進事業

　新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す、以下の
要件をすべて満たす企業・団体等の新たな挑戦を支援します！
１．申請前の直近６か月間のうち、任意の３か月の合計売上高が、コロナ以前の同３か月の合計売上高と比較して10％以
上減少している中小企業等。

２．事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。
３．補助事業終了後３～５年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0％ )以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の
年率平均3.0%(一部5.0％)以上増加の達成。

「中小企業」
通常枠補助額100万円～ 6,000万円補助率２/３　　卒業枠*補助額6,000万円超～１億円補助率２／３
*卒業枠：400社限定。事業計画期間内に、①組織再編、②新規設備投資、③グローバル展開のいずれか
により、資本金又は従業員を増やし、中小企業から中堅企業へ成長する事業者向けの特別枠。
※中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
「中堅企業」
通常枠　　　　補助額100万円～ 8,000万円　　　補助率１／２(4,000万円超は１／３)
グローバルＶ字回復枠**補助額8,000万円超～１億円補助率１／２
**グローバルV字回復枠：100社限定。以下の要件を全て満たす中堅企業向けの特別枠。
①直前6か月間のうち任意の３か月の合計売上高がコロナ以前の同３か月の合計売上高と比較して、15％以上減少してい
る中堅企業。
②補助事業終了後３～５年で付加価値額又は従業員一人当たり付加価値額の年率5.0%以上増加を達成すること。
③グローバル展開を果たす事業であること。

豊見城市
商工会
各種施策

感染対策と経済活動の両立に資する設備導入や販路開拓への投資、
テレワーク等に対応したITツールの導入等を支援するため、

「特別枠」を新特別枠「低感染リスク型ビジネス枠」に改編します！
ものづくり補助金
通常枠補助上限1,000万円、補助率１／２（小規模２／３）
低感染リスク型ビジネス枠*補助上限1,000万円、補助率２／３
*対人接触機会の減少に資する製品開発や設備投資、システム構築等
持続化補助金
通常枠補助上限50万円、補助率２／３
低感染リスク型ビジネス枠**補助上限100万円、補助率３／４
**ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等

IT導入補助金
通常枠補助上限450万円、補助率１／２
低感染リスク型ビジネス枠
***補助上限450万円（※）、補助率２／３
※テレワーク対応類型は150万円
*** 複数の業務工程を広範囲に非対面化す
る業務形態の転換が可能なITツールの導入
や、テレワークを行うため、複数の業務工程
にクラウド対応したITツールを導入する取組

豊見城市商工会　会報誌 絆 豊見城市商工会　会報誌 絆
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S O C I A L
D I S TA N C E

令和３年 1月12日（火）・13日（水）の２日間、豊見城市
役所 1 階にて沖縄県赤十字血液センターさん協力のもと献
血を実施しました。青年部は福祉・奉仕活動の一環として
12日（火）を担当し当日は55名、2日合計で104名の献血
を実施し、福祉の増進に寄与しました。

令和3年 2月20日（土）商工会会議室にて、今年度の事
業を振り返りながら反省点や次年度役員及び部員への申し送
りをし、次年度事業計画や予算に活かすことを目的に、恒例の
「次年度研修会」を開催しました。この研修は、自己企業の経
営にも生かせる部分も多く非常に良い研修となっております。

献血キャンペーン

次年度研修会

青年部だより
12 月 8 日（火）女性としての感性を磨き、活かすことを目的としてウージ染め体験を行いました。
新型コロナウイルスの感染拡大防止を重ねて、1 班と2 班に分かれ、最大でも20 名ずつの最大 40 名

の募集で行い、36 名の申込がありました。
離島からも数多くの参加があり、各部員それぞれオリジナルの染め体験を行いました。
また、体験中にウージ染め協同組合の歴史や文化についても説明したことで、南部地区女性部へウージ
染めの PR が出来ました。
南部地区でお揃いのショールを作成できたことで、今後は沖縄県商工会女性部の集まりは南部でお揃い

のウージ染めのショールを着けて参加しようということになり、南部支部の団結力が高まりました。

南部先島支部広域連携事業

2 月 20 日（土）豊見城市役所市民部協働のまち推進課との共同開
催で、第３回豊見城市男女共同参画講座「With　コロナ時代の働き
方改革！」を開催しました。
新型コロナウイルスの影響により、働き方は大きく変化していること

を再確認しました。ウィズ・コロナ、アフター・コロナの時代に向け、
働き方・生き方を今一度考えられるいい講座でした。

第3回豊見城市男女共同参画講座　

女性部だより

新屋副部長・洲鎌様（ウージ染め協同組合）

１班（糸満市・久米島・石垣市・与那原町
　　　　　　　  ・南風原町・豊見城市）

眞境名理事長（ウージ染め協同組合）

2班（南城市・南風原町・八重瀬町・豊見城市）

宮里さん

「お知らせ」
2 月 5日（金）に予定していた女性部
主催の相続税講習会は、新型コロナ
ウイルスの影響（緊急事態宣言発令）
の為、次年度計画へ延期になりまし
た。日程がきまり次第、再度ご案内い
たします。

豊見城市商工会青年部では、豊見城市内の
三中学校（伊良波、豊見城、長嶺）の中学三
年生を対象としたスポーツイベントを3月7日
（日）にオリオン ECO 美ら SUN ビーチにて
開催いたします。コロナ禍で中体連や各種イ
ベントが中止となり思うような学校生活を送れ
なかった子供たちの為に、どうにかして思い出
作りの機会を作りたい！そして、次のステップと
なる進学や就職に向かう子供たちを元気づけ
たい！という思いからイベントの企画から当日
の運営まで行います。

とみスポ2021開催決定！ 開催
決定！
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アゴマゴちゃんアゴマゴちゃんトミッキートミッキー
＜商工会職員人事のお知らせ＞ 豊見城市商工会から異動／退職職員

政府系・民間金融機関による実質無利子・無担保融資については、これまでに 230万件、43 兆円を超える融資・
保証を実施しました。これまでの実績も踏まえて、3 次補正予算において追加で総額 29 兆円規模（予算額 3 兆
2,049 億円）の融資・保証枠を確保いたしました。
そして、実質無利子・無担保融資の実質無利子等となる上限額が引き上がりました。
【融資対象】新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、次の①または②のいずれかに
　　　　    該当する方
①最近１ヵ月間等（注）の売上高又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高が前３年のいずれかの年の同期と
比較して５％以上減少した方

②業歴３ヵ月以上１年１ヵ月未満の場合、または店舗増加や合併など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大
を行っている企業

（ベンチャー・スタートアップ企業を含む。）など、前 3年同期と単純に比較できない場合等は、最近１ヵ月間等（注）の
売上高又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高（業歴６ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均
売上高）が、次のいずれかと比較して５％以上減少している方
　a 過去３ヵ月（最近１ヵ月を含む。）の平均売上高
　b 令和元年12月の売上高
　c 令和元年10月～12月の平均売上高
※個人事業主（事業性のあるフリーランスを含み、小規模に限る）は、影響に対する定性的な説明でも柔軟に対応。
 （注）最近1ヵ月間の売上高のほか、最近14日間以上１ヵ月間未満の任意の期間における売上高
【資金の使いみち】運転資金、設備資金（いずれもコロナの影響により必要となる資金に限る）
【既往債務の借換】公庫の既往債務の借換も可【担保】無担保
【貸付期間】設備 20 年以内、運転15 年以内【うち据置期間】５年以内
【融資限度額（別枠）】中小事業６億円、国民事業 8,000万円
【利下げ限度額】中小事業３億円、国民事業 6,000万円【金利】当初3年間基準金利▲0.9％、4 年目以降基準金利

新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ
「沖縄県振興開発金融公庫　融資制度のご案内」
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検索豊見城市商工会

［異動］ 仲松　祐未 ［異動］ 経営指導員　與那城　瑛太 ［退職］ 経営指導員　下地　拓斗

※新規職員と他商工会から豊見城市商工会へ異動職員は次回の会報誌にて掲載いたします。

4月より石垣市商工会へ
異動することになりまし
た。入職当初から、微力な
がらに皆様の支援をさせ
て頂けたこと大変感謝し
ております。豊見城での
経験や学んだことを糧
に、異動先でも職務に励
んでいきたいです。4年
間、お世話になりました。

この度人事異動により
3月中をもちまして豊
見城を離れることとな
りました。在勤中、会員
の皆様にはお世話にな
り大変感謝しておりま
す。今後とも豊見城市
内企業皆様のご活躍と
ご健勝を祈念しており
ます。

２年間商工会の経営
指導員として業務に従
事できたことは私自身
の財産であります。そ
の間、ご指導ご鞭撻賜
わりました関係各位の
皆様へ感謝の気持ち
でいっぱいです。本当
にありがとうございま
した。

石垣市商工会へ  令和3年4月１日付 伊是名村商工会へ  令和３年4月1日付 令和３年3月31日付

新規会員事業所の紹介（ご入会ありがとうございます！）
※是非、お取引等でご活用下さいますようよろしくお願いします。

事業所名 住　所 業種（部会）
Dainan(ダイナン)工業 宜保2-7-7　302 塗装業（建設業）
ゆにはま 与根583 パラセーリング（サービス業）
(株)RICKA(リッカ) 宜保5-1-8　1F 保険代理店（サービス業）
松川興業 宜保3-1-1　302 鉄筋加工・組立（建設業）
クラウンプランニング(株) 那覇市赤嶺2-3-1　411 不動産業（サービス業）
上原忠税理士事務所 上田548-3　2Ｆ 税理士（サービス業）
（同）アトムクリエイト 豊見城521-1　1F 情報通信サービス（サービス業）
長田内装 名嘉地190-1　502 内装業（建設業）
（株）皆正工業 与根560-2 内装業（建設業）
仲宗根組 豊見城391-1 型枠(建設業）
小禄オートサービス 豊見城598-2　203 中古車販売（商業）
relaxation room 安楽 饒波253-1 マッサージ・エステ・販売（サービス業）
SKシステム 豊崎1-1178　710 システム開発（サービス業）
たきもの屋　薫る風 那覇市久茂地1-8-7　3Ｆ 小売業（商業）
(株)グランドクリエイト沖縄 糸満市阿波根1556　202 ゴルフレッスン（サービス業）
外間登記・測量事務所 平良122-1　203 土地家屋調査（サービス業）
(株)NEW　PLAN 豊見城495-3　201 農業資材販売・施工、農産物加工・販売（商業）
(株)寛(ユタカ) 真玉橋297 高齢者向け配食サービス（商業）
月屋(ツキヤ) 根差部621-22 エステサロン（サービス業）
大城援 翁長537-11 不動産業（サービス業）


