
１．船主会員　23ヶ所

氏　名 区　分 住　所

琉球海運株式会社 船主法人
〒900-0036
那覇市西1-24-11

株式会社りゅうせき　輸送事業部 船主法人
〒901-2133
浦添市西洲2-2-3　りゅうせきビル2階

久米商船株式会社 船主法人
〒900-0016
那覇市前島3-16-9

南西海運株式会社 船主法人
〒900-0002
那覇市曙2-24-13　曙沖商ﾋﾞﾙ2階

大東海運株式会社 船主法人
〒900-0016
那覇市前島3-25-1

久高海運合名会社 船主法人
〒901-1501
知念村字久高234

八重山観光ﾌｪﾘｰ株式会社 船主法人
〒907-0012
石垣市字美崎町2

株式会社はやて 船主法人
〒906-0501
宮古島市伊良部前里添148-15

合資会社福山海運 船主法人
〒907-1801
与那国町字与那国85

合資会社多良間海運 船主法人
〒906-0013
宮古島市平良下里108-11-1Ｆ

協栄海事土木株式会社 船主法人
〒901-1303
与那原町字与那原503

株式会社東江建設 船主法人
〒901-2121
浦添市内間562-1

合名会社水納海運 船主法人
〒905-0227
本部町字瀬底6220

株式会社シーサー 船主法人
〒900-0001
那覇市港町2-2-9　201

丸尾建設株式会社 船主法人
〒907-0014
石垣市新栄町54-12

株式会社大寛組 船主法人
〒900-034
那覇市東町16-9

株式会社呉屋組 船主法人
〒901-0305
糸満市西崎町5-10-12

有限会社神谷観光 船主法人
〒904-2317
うるま市勝連津堅1472

南西観光株式会社 船主法人
〒907-1101
八重山郡竹富町字竹富372

有限会社川平ﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ 船主法人
〒907-0453
石垣市川平934

座波建設株式会社 船主法人
〒901-2113
浦添市城間3019

ｱｼﾞｱ海洋沖縄株式会社 船主法人
〒900-0012
那覇市泊3-1-6 2階

知名オート 船主法人
〒901-2224
宜野湾市真志喜1-14-2　宮城ｱﾊﾟｰﾄＡ-1
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２．団体会員　112ヶ所

氏　名 区　分 住　所

国頭漁業協同組合 漁業組合
〒905-1411
国頭村字辺土名264-3

羽地漁業協同組合 漁業組合
〒905-1144
名護市仲尾次510-7

今帰仁漁業協同組合 漁業組合
〒905-0403
今帰仁村字運天962-4

本部漁業協同組合 漁業組合
〒905-0213
本部町字谷茶28

名護漁業協同組合 漁業組合
〒905-0013
名護市城3-1-1

恩納村漁業協同組合 漁業組合
〒904-0414
恩納村字前兼久59

金武漁業協同組合 漁業組合
〒904-1201
金武町字金武4363-7

勝連漁業協同組合 漁業組合
〒904-2314
うるま市勝連平敷屋4183-2

与那城町漁業協同組合 漁業組合
〒904-2426
うるま市与那城平安座9395

南原漁業協同組合 漁業組合
〒904-2311
うるま市勝連南風原1504-10

沖縄市漁業協同組合 漁業組合
〒904-2172
沖縄市泡瀬1-11-28

読谷村漁業協同組合 漁業組合
〒904-0305
読谷村字都屋33

北谷町漁業協同組合 漁業組合
〒904-0114
北谷町字港4

那覇地区漁業協同組合 漁業組合
〒900-0001
那覇市港町1-1-9

那覇市沿岸漁業協同組合 漁業組合
〒900-0001
那覇市港町3-1-17

浦添宜野湾漁業協同組合 漁業組合
〒901-2131
浦添市字牧港5-22-2

与那原西原町漁業協同組合 漁業組合
〒901-1301
与那原町字板良敷649

佐敷中城漁業協同組合 漁業組合
〒901-1414
南城市佐敷津波古375-2

知念村漁業協同組合 漁業組合
〒901-1503
南城市知念知名1198

港川漁業協同組合 漁業組合
〒901-0511
八重瀬町港川381

糸満漁業協同組合 漁業組合
〒901-0361
糸満市糸満603-1

伊是名漁業協同組合 漁業組合
〒905-0605
伊是名村字勢理客2809-3



伊平屋漁業協同組合 漁業組合
〒905-0703
伊平屋村字我喜屋217-30

伊江漁業協同組合 漁業組合
〒905-0503
伊江村字川平498

久米島漁業協同組合 漁業組合
〒901-3105
久米島町宇根402

渡名喜村漁業協同組合 漁業組合
〒901-3601
渡名喜村字渡名喜1997

座間味漁業協同組合 漁業組合
〒901-3402
座間味村字座間味94

渡嘉敷漁業協同組合 漁業組合
〒901-3501
渡嘉敷村字渡嘉敷352

宜野座村漁業協同組合 漁業組合
〒904-1304
宜野座村字漢那1703-4

宮古島市漁業協同組合 漁業組合
〒906-0008
宮古島市平良荷川取593-5

池間漁業協同組合 漁業組合
〒906-0421
宮古島市平良池間90-1

伊良部漁業協同組合 漁業組合
〒906-0501
宮古島市伊良部前里添1

八重山漁業協同組合 漁業組合
〒907-0014
石垣市新栄町83

与那国漁業協同組合 漁業組合
〒907-1801
与那国町字与那国4022

沖縄県近海鮪漁業協同組合 漁業組合
〒900-0001
那覇市港町1-1-16

嘉手納町漁業組合 漁業組合
〒904-0204
嘉手納町字水釜566-7

石川漁業協同組合 漁業組合
〒904-2212
うるま市字赤野1424番地

南城市奥武島漁業組合 漁業組合
〒901-0614
南城市玉城奥武19-1

粟国村漁業組合 漁業組合
〒901-3701
粟国村字浜431

南大東村漁業組合 漁業組合
〒901-3804
南大東村字池之沢339-5

北大東村水産組合 漁業組合
〒901-3903
北大東村字港81-11

那覇新港釣船協同組合 レジャー
〒901-2128
那覇市伊奈武瀬1-3-5

ｵｸﾏﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾋﾞｰﾁ&ﾘｿﾞｰﾄ レジャー
〒905-1412
国頭郡国頭村字奥間913

ﾑｰﾝﾎﾃﾙｽﾞｱﾝﾄﾞﾘｿﾞｰﾂ株式会社 レジャー
〒904-0414
恩納村前兼久1203



ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ万座ﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄ レジャー
〒904-0493
恩納村瀬良垣2260

ﾙﾈｯｻﾝｽﾘｿﾞｰﾄｵｷﾅﾜ レジャー
〒904-0416
恩納村山田名幸原3425-2

株式会社南西楽園宮古島ﾘｿﾞｰﾄ レジャー
〒906-0203
宮古島市上野宮国784-1

ﾌｻｷﾘｿﾞｰﾄｳﾞｨﾚｯｼﾞ レジャー
〒907-0024
石垣市新川冨崎1625

株式会社はいむるぶし レジャー
〒907-1221
八重山郡竹富町字小浜東表3000

株式会社宮古東急ﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾂ レジャー
〒906-0305
宮古島市下地字与那覇914

有限会社ﾘｰﾌﾘｿﾞｰﾄかりゆし レジャー
〒905-0026
名護市喜瀬1996

ﾘｻﾞﾝｼｰﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ谷茶ﾍﾞｲ レジャー
〒904-0496
恩納村谷茶1496

郷土ﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽJAWSⅡ レジャー
〒906-0601
多良間村塩川514-1

株式会社ｶﾇﾁｬﾍﾞｲﾘｿﾞｰﾄ レジャー
〒905-2263
名護市安部156-2

ｻﾝﾏﾘｰﾅ・ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝｽﾞ株式会社 レジャー
〒904-0494
恩納村字冨着66-1

ｻﾞ・ﾃﾗｽﾎﾃﾙｽﾞ株式会社 レジャー
〒905-0026
名護市喜瀬1808

ﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙ･ﾍﾞﾙ･ﾊﾟﾗｲｿ レジャー
〒905-0403
今帰仁村字運転松堂原1069

ANAｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ石垣ﾘｿﾞｰﾄ レジャー
〒907-0002
石垣市真栄里354-1

ﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞﾄﾗｲ レジャー
〒904-0402
恩納村字安富祖2005-1　ﾐｯｼｮﾝﾋﾞｰﾁ内

ﾎﾃﾙ日航ｱﾘﾋﾞﾗ レジャー
〒904-0393
読谷村字儀間600

竹富町ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ組合 レジャー
〒907-1541
竹富町字上原10-172

ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ沖縄残波岬 レジャー
〒904-0394
読谷村字宇座1575

ﾎﾃﾙみゆきﾋﾞｰﾁ レジャー
〒904-0402
恩納村字安富祖1583-2

ｴｯｸｽﾊﾟﾜｰ レジャー
〒901-2401
中城村久場1927-1番地

株式会社ｴﾑｽﾞ レジャー
〒900-0012.
那覇市泊3-2-13

糸満観光協会・ﾄﾞﾘｰﾑﾌﾞﾘｯｼﾞ共同企業体レジャー
〒901-0306
糸満市西崎町4-20-4

みーばるﾏﾘﾝｾﾝﾀｰ レジャー
〒901-0603
沖縄県南城市字百名1346

はごろもPMﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ レジャー
〒901-2224
宜野湾市真志喜4-2-1

株式会社ﾏﾘﾝﾗﾝﾄﾞ レジャー
〒900-0002
那覇市曙2-4-20



有限会社ﾅﾋﾞｰ レジャー
〒904-0411
恩納村字恩納419-4

有限会社ｼｰﾌﾚﾝﾄﾞ レジャー
〒901-3502
渡嘉敷村字阿波連155

株式会社ｱｲﾗﾝﾄﾞﾎﾞｰﾄ レジャー
〒900-0012
那覇市泊3-1-18

有限会社北谷海人の会 レジャー
〒904-0114
北谷町字港4　浜川漁港内

ﾎﾃﾙﾓﾝﾄﾚ沖縄ｽﾊﾟ＆ﾘｿﾞｰﾄ レジャー
〒904-0413
恩納村字冨着1550-1

ﾏﾘﾝｼｮｯﾌﾟ宝島 レジャー
〒907-0333
石垣市字野底891-3

NPO法人東観光推進協議会 レジャー
〒905-1206
東村字平良471-24

合資会社越來造船 レジャー
〒904-2426
うるま市与那城平安座417-5

恩納村ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ協会 レジャー
〒904-0414
恩納村字前兼久167

アトラスはてるま レジャー
〒907-1751
竹富町字波照間131-1

ナハ・シーパラダイス共同企業体 レジャー
〒900-0037
那覇市辻3-3-1

ﾊｲｱｯﾄﾘｰｼﾞｪﾝｼﾞｰ瀬良垣ｱｲﾗﾝﾄﾞ沖縄レジャー
〒904-0404
恩納村字瀬良垣1108

沖縄県漁業協同組合連合会 団体
〒900-0016
那覇市前島3-25-39

日本漁船保険組合　沖縄県支所 団体
〒900-0016
那覇市前島3-25-39

一般社団法人沖縄旅客船協会 団体
〒900-0012
那覇市泊3-1-8

一般財団法人沖縄船員厚生協会 団体
〒900-0016
那覇市前島3-25-50

沖縄地方内航海運組合 団体
〒900-0012
那覇市泊3-1-8　2階

南石開発株式会社 団体
〒903-0103
西原町字小那覇858番地

マルヰ産業株式会社 団体
〒900-0002
那覇市曙2-25-24

沖縄海運産業株式会社 団体
〒904-2428
うるま市与那城宮平1番地

共和ﾏﾘﾝ･ｻｰﾋﾞｽ株式会社 団体
〒904-2426
うるま市与那城平安座6510番地

ﾏﾙｴｰ物流株式会社 団体
〒900-0035
那覇市通堂町2-1

沖縄ﾏﾘﾝｻｰﾋﾞｽ株式会社 団体
〒904-2235
うるま市字前原73番地1

琉球造船鉄工株式会社 団体
〒901-2100
浦添市伊奈武瀬1-6-5

有限会社総合ﾏﾘﾝ沖縄 団体
〒900-0002
那覇市曙1-3-3



ﾔﾝﾏｰ沖縄株式会社 団体
〒901-2223
宜野湾市大山7丁目11番12号

五洋建設株式会社　沖縄営業所 団体
〒900-0015
那覇市久茂地3-21-1　国場ﾋﾞﾙ8階

東亜建設工業株式会社沖縄営業
所

団体
〒900-0006
那覇市おもろまち4-19-14　5階

東洋建設株式会社　沖縄営業所 団体
〒900-0033
那覇市久米2-3-14 　5階

株式会社大米建設 団体
〒901-0145
那覇市高良3丁目１番地１

株式会社本間組　沖縄営業所 団体
〒900-0015
那覇市久茂地2-14-1　8階

りんかい日産建設株式会社
沖縄営業所

団体
〒900-0002
那覇市曙3-20-10　2階

株式会社森崎建設工業
沖縄営業所

団体
〒901-2123
浦添市西洲2-1-1　湧川第二DCセンター
2階

先嶋建設株式会社 団体
〒906-0013
宮古島市平良町字下里1041-1

株式会社不動ﾃﾄﾗ沖縄営業所 団体
〒900-0015
那覇市久茂地1-2-20　802号

公益社団法人西部海難防止協会
沖縄支部

団体
〒900-0002
那覇市曙2-27-1-201

八重山ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ協会 団体
〒907-0012
石垣市美崎町2

宜野湾港ﾏﾘｰﾅ管理事務所 団体
〒901-2224
宜野湾市真志喜4-4-1

沖縄県ｳｫｰﾀｰｸﾗﾌﾄ安全協会 団体
〒900-0146
那覇市具志2-5-1-505

NPO法人沖縄県ｶﾔｯｸ・ｶﾇｰ協会 団体
〒901-2104
浦添市字当山1-3-12

有限会社ｳｴｽﾄﾏﾘﾝ 団体
〒900-0035
那覇市通堂町2-1

NPO法人沖縄ｳｫｰﾀｰﾊﾟﾄﾛｰﾙｼｽﾃﾑ 団体
〒904-0115
北谷町字美浜2-6-3-300

海栄丸水産 団体（個人）
〒866-0203
熊本県上天草市龍ヶ岳町樋島2448



３．市町村　41ヶ所

氏　名 区　分 住　所

国頭村役場 市町村
〒905-1495
国頭村字辺土名121

大宜味村役場 市町村
〒905-1392
大宜味村字大兼久157

東村役場 市町村
〒905-1292
東村字平良488

本部町役場 市町村
〒905-0292
本部町字東５

今帰仁村役場 市町村
〒905-0492
今帰仁村字仲宗根219

伊江村役場 市町村
〒905-0592
伊江村字東江前38

伊平屋村役場 市町村
〒905-0703
伊平屋村字我喜屋251

伊是名村役場 市町村
〒905-0695
伊是名村字仲田1203

恩納村役場 市町村
〒904-0492
恩納村字恩納2451

金武町役場 市町村
〒904-1292
金武町字金武1

宜野座村役場 市町村
〒904-1392
宜野座村字宜野座296

うるま市役所 市町村
〒904-2292
うるま市みどり町1-1-1

嘉手納町役場 市町村
〒904-0293
嘉手納町字嘉手納588

読谷村役場 市町村
〒904-0392
読谷村字座喜味2901

沖縄市役所 市町村
〒904-8501
沖縄市字仲宗根26-1

北谷町役場 市町村
〒904-0192
北谷町字桑江226

北中城村役場 市町村
〒901-2392
北中城村字喜舎場426-2

中城村役場 市町村
〒901-2493
中城村字当間176

宜野湾市役所 市町村
〒901-2710
宜野湾市野嵩1-1-1

浦添市役所 市町村
〒901-2501
浦添市安波茶1-1-1

与那原町役場 市町村
〒901-1392
与那原町字上与那原16

西原町役場 市町村
〒903-0220
西原町字与那城140-1

南風原町役場 市町村
〒901-1195
南風原町字兼城686

那覇市役所 市町村
〒900-8585
那覇市泉崎1-1-1



豊見城市役所 市町村
〒901-0292
豊見城市宜保1-1-1

粟国村役場 市町村
〒901-3702
粟国村字東367

久米島町役場 市町村
〒901-3193
久米島町字比嘉2870

南大東村役場 市町村
〒901‐3895
南大東村字南144‐１

北大東村役場 市町村
〒901‐3992
北大東村字中野218

渡名喜村役場 市町村
〒901‐3692
渡名喜村字渡名喜1917‐3

渡嘉敷村役場 市町村
〒901‐3529
渡嘉敷村字渡嘉敷183

座間味村役場 市町村
〒901‐3496
座間味村字座間味109

宮古島市役所 市町村
〒906‐8501
宮古島市平良字西里186

多良間村役場 市町村
〒906‐0692
多良間村字中筋99‐２

石垣市役所 市町村
〒907‐8501
石垣市美崎町14

竹富町役場 市町村
〒907‐8503
石垣市美崎町11

与那国町役場 市町村
〒907‐1801
与那国町字与那国129

南城市役所 市町村
〒901‐1495
南城市佐敷字新里1870

八重瀬町役場 市町村
〒901‐0492
八重瀬町字東風平1188

糸満市役所 市町村
〒901‐0392
糸満市潮崎町1‐1

名護市役所 市町村
〒905‐8540
名護市港1‐1‐1


