
１ OutWood
２ 有限会社 旭日工芸
３ ABECRAFT
４ NEW!あやのき
５ (有)うえざと木工 KATARIGI
６ うりぼう
７ ウクレレショップ Pua melia Shuli ukulele
８ 工房うるはし
９ オサム工房
10 おと木工
11 かねせん工房
12 国頭村森林組合
13 GRAIN
14 NEW! K studio
15 座安木工所
16 三栄木工所
17 木工房 秀暖 ～SHUUDAN～
18 太平木工事業協同組合
19 Techura works
20 工房 島変木
21 手作り工房 トントンハウス
22 にゃあんと工房
23 工房ぬりトン
24 b12
25 木工房ひかり
26 洋屋
27 楓葉館 MOKZO.
28 宮古木工芸
29 木工房もり～む
30 ゆりあ木工房

おきなわの木
OKINAWAN WOOD

２０２２

制 作 者 の 連 絡 先

沖縄県農林水産部 森林管理課



OutWood うりぼう
 イシハラ マサタツ  瓜田 一
〒901-2133 〒901-1103 
 浦添市城間2-20-5 １F  南風原町与那覇142の2

 新垣アパ-ト3-3号室
TEL： 090-1519-9934 TEL： 090-6859-6048
FAX： FAX：
mail： outwood.okinawa@gmail.com mail： uribou.furniture.1212@gmail.com
有限会社 旭日工芸 ウクレレショップ Pua melia Shuli ukulele
 (担)国吉 昌城  大城 欣哉
〒901-1203 〒904-0328
 南城市大里大城2316-2  読谷村字宇座328-1

TEL： 098-946-9221 TEL： 070-5810-4292
FAX： 098-946-9222 FAX：
mail： ugen_asahikougei@yahoo.co.jp mail： puamelia@outlook.jp
ABECRAFT 工房うるはし
 阿部 誠司  鈴木 仁
〒901-0611 〒901-2132
 南城市玉城富里197-1  浦添市伊祖3-35-3-1

TEL： 090-1946-2333 TEL： 090-6857-0133
FAX： 098-949-7636 FAX： 098-875-6220
mail： abecraft85@yahoo.co.jp mail： uruhashi@mbe.nifty.com
あやのき オサム工房
 前野 綾歌  金城 修
〒901-0403 〒905-1303
 八重瀬町世名城1569-2  大宜味村喜如嘉517

TEL： 090-3793-9341 TEL： 0980-44-3378
FAX： FAX：
mail： ayanoki28@outlook.jp mail：
(有)うえざと木工 KATARIGI おと木工
 西里 洋樹  杉山 允也
〒907-0023 〒901-0335
 石垣市字石垣1838  糸満市米須147

TEL： 0980-83-3028 TEL： 090-4855-3834
FAX： 0980-83-3457 FAX：
mail： info@katarigi.com mail： otomokko@gmail.com



かねせん工房 三栄木工所
 千木良 芳弘  代表取締役 比嘉 幸夫
〒904-2165 〒904-2143
 沖縄市宮里2-19-7  沖縄市知花5-27-11

TEL： 098-938-7040 TEL： 098-938-2745 
FAX： 098-938-7040 FAX： 098-989-6570
mail： kanesenkobo@gmail.com mail： sanei123@herb.ocn.ne.jp
国頭村森林組合 木工房 秀暖 ～SHUUDAN～

 プレグマン ダン
〒905-1411 〒904-2173
 国頭村字与那1258番地  沖縄市比屋根7-30-27

TEL： 0980-41-5421 TEL： 090-3797-7112
FAX： 0980-41-2437 FAX：
mail： okuhara@joy.ocn.ne.jp mail： shuudanmokko@gmail.com
ＧＲＡＩＮ 太平木工事業協同組合
 小橋川  剛右  宮里 善作
〒901-0416 〒901-1101
 八重瀬町宜次703-1-2Ｆ  南風原町字大名95-２番地

TEL： 098-998-1743 TEL： 098-888-6428
FAX： FAX： 098-888-6441
mail： info@grain-okinawa.com   mail： taiheiwood@hotmail.co.jp
K studio Techura works 
 山城 啓太  高橋 哲平
〒905-0011 〒903-0802
 名護市字宮里882番地  那覇市首里大名町2-66

TEL： 090-6632-8950 TEL： 090-8776-6550
FAX： FAX：
mail： yamashms@gmail.com mail： techuraworks@gmail.com
座安木工所 工房 島変木
 座安 孝  屋宜 政廣
〒901-0153 〒904-2143
 那覇市宇栄原5-11-2  沖縄市知花5-24-8

TEL： 090-7585-4191 TEL： 090-2515-0052
FAX： FAX：
mail： mail： henboku@docomo.ne.jp



手作り工房 トントンハウス 洋屋
 島田 朝秀  野田 洋
〒904-2142 〒905-1416
 沖縄市字登川3169  国頭村字鏡地65

TEL： 098-937-2525 TEL： 090-9940-7757
FAX： 098-937-2328 FAX： 0980-43-0209
mail： mail： yanbaru.n15@gmail.com
にゃあんと工房 楓葉館 MOKZO.
 鈴木 弘  (担)今 康平
〒904-2171 〒904-2143
 沖縄市高原6-20-16  沖縄市知花6-36-2

TEL： 080-9852-8169 TEL： 098-938-5443
FAX： 098-932-6827 FAX： 098-934-5743
mail： mail： fuyokan2@woody.ocn.ne.jp
工房ぬりトン 宮古木工芸
 森田 敦子  与儀 昌樹
〒901-0516 〒906-0013
 八重瀬町字仲座834-2  宮古島市平良字下里2616番地

 
TEL： 098-998-0507 TEL： 0980-73-3001
FAX： 098-998-0507 FAX： 0980-72-6097
mail： nuriton2006@gmail.com mail： miyakomokkougei@gmail.com
ｂ１２ 木工房もり～む
 島袋 勝ツ也  盛根 理恵
〒901-2131 〒904-2315
 浦添市牧港2-49-13  うるま市勝連浜９番地

TEL： 090-3692-3950 TEL： 090-5474-9851
FAX： FAX：
mail： katsuya@40-296.com mail： moream5@yahoo.co.jp
木工房ひかり ゆりあ木工房
 岩田 望美  西銘 圭吾
〒901-0354 〒901-0211
 糸満市喜屋武154-1  豊見城市饒波16-1

TEL： TEL： 090-3322-2961
FAX： FAX：
mail： mkb.hikari@gmail.com mail： yuriafurnishing@gmail.com


