
琉球大学 県内企業合同企業説明会2020　　参加予定企業一覧
２０１９年３月７日(木)～８日(金)／第二体育館

2019.2.8時点　＊都合により参加日が変更になる可能性があります。

会社名 主な事業内容 留学生
採用 会社名 主な事業内容 留学生

採用 会社名 主な事業内容 留学生
採用 会社名 主な事業内容 留学生

採用

1 沖縄明治乳業 製造 沖縄電力 エネルギー 沖縄コカ・コーラボトリング 製造 ● 東海精機　沖縄工場 機械製造業

2 拓南グループ 製造 大東ガスパートナー ガス販売 フォーモストブルーシール 製造、流通 ● 日本郵便 銀行・証券・保険業

3 オリオンビール 製造 ● ゆうちょ銀行 銀行 サウスプロダクト 製造販売 全保連 家賃保証 ●

4 沖縄海邦銀行 銀行 シティグループ証券 金融 琉球銀行 銀行 IMI　CORPORATION 建設・不動産

5 外為どっとコム 金融 ● 沖縄振興開発金融公庫 政府系金融 日本レコード・キーピング・ネットワーク 年金事務 住太郎ホーム 不動産 ●

6 全国共済農業協同組合連合会沖縄県本部 金融・保険 ● 安藤証券/美らヒルズマネジメント 証券業 東恩納組 建設 沖縄ヤマト運輸 運輸

7 おきぎん証券 証券業 大鏡建設 建築・不動産 ● アメリカンエンジニアコーポレイション 総合建設業 ● 琉球エアーコミューター 運輸

8 東京海上日動火災保険　沖縄支店 損害保険業 おきなわ屋 小売 ライフコーポレーション 不動産 琉球海運 運輸

9 沖縄ヤクルト 卸・小売 okicom 情報処理・ソフトウェア ● エプコ 住宅関連サービス ● ダイコー沖縄 医薬品卸売

10 ＯＴＭグループ(沖縄県トヨタグループ) 自動車販売業 ● 沖縄ソフトウェアセンター 情報処理・ソフトウェア メイクマン 小売 社会医療法人友愛会 医療・福祉 ●

11 琉球光和 商社(医療機器等) ● 沖縄テクノス 情報処理・ソフトウェア ● イオン琉球 スーパーストア ● 沖縄メディコ 医療機器販売

12 小野建沖縄 商社（鋼材） 岸本情報システム 情報処理・ソフトウェア サントリーフーズ沖縄 卸売 ● 薬正堂（すこやか薬局グループ) 薬品小売

13 サンエー スーパーストア ドリーム・アーツ沖縄 情報処理・ソフトウェア 沖縄日立ネットワークシステムズ 情報処理・ソフトウェア 南西石油 石油・ガス ●

14 SCSKニアショアシステムズ 情報処理・ソフトウェア ● パーソルプロセス＆テクノロジー 情報処理・ソフトウェア ● 沖縄富士通システムエンジニアリング 情報処理・ソフトウェア ● 光貴 商社（通信） ●

15 沖縄フォーサイト 情報処理・ソフトウェア 琉球ネットワークサービス 情報処理・ソフトウェア ● タップ　沖縄事業所 情報処理・ソフトウェア ● 新光産業 商社(電設資材)

16 クオリサイトテクノロジーズ 情報処理・ソフトウェア ● プロトソリューション 情報処理サービス 沖縄セルラー電話 通信 エヌ・テック・システムズ 情報処理・ソフトウェア

17 創和ビジネス・マシンズ 情報処理・ソフトウェア オリックス・ビジネスセンター沖縄 通信 ● 琉球放送 マスコミ 沖電グローバルシステムズ 情報処理・ソフトウェア

18 ㈱那覇データ・センター 情報処理・ソフトウェア トランスコスモス 通信 りらいあコミュニケーションズ 通信 ● 沖縄エジソン 情報処理・ソフトウェア ●

19 ビーンズラボ 情報処理・ソフトウェア KDDIエボルバ沖縄 通信・情報 税理士法人エヌズ 税務サービス 沖縄クロス・ヘッド 情報処理・ソフトウェア

20 満喜 情報処理・ソフトウェア コーカス 通信・情報 ● セコム琉球 警備業 ネットワーク 情報処理・ソフトウェア

21 リウコム 情報処理・ソフトウェア 沖縄タイムス社 マスコミ ● 一般社団法人日本自動車連盟 サービス ● ベアフォスターホールディングス 情報処理・ソフトウェア

22 エイチアールワン　沖縄センター BPOサービス ● EY税理士法人 税務サービス ● 社会福祉法人善隣福祉会 愛誠園 福祉 ● 琉球Ｓｏｆｔｗａｒｅ 情報処理・ソフトウェア

23 社会福祉法人ニライカナイ 福祉 ANA沖縄空港 空港ハンドリング ● ムーン ホテルズ アンド リゾーツ ホテル
ＰＨＲ沖縄ホテルマネジメント
(ハイアットリージェンシー那覇沖縄)

ホテル ●

24 丸忠 クリーニング関連サービス MRO Japan 航空機整備 ● ホテル日航アリビラ ホテル ● ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ ホテル ●

25 りゅうせき商事 サービス 西日本高速道路総合サービス沖縄 高速道路建設・管理サービス ＪＴＢ沖縄 旅行業 ● ロワジール・ホテルズ沖縄 ホテル ●

26 ヒルトン沖縄北谷リゾート ホテル ● KPGHOTEL＆RESORT ホテル ● EM研究機構 微生物応用研究 ● リザンシーパークホテル谷茶ベイ ホテル ●

27 カヌチャベイリゾート ホテル業 ● ＷＢＦリゾート沖縄 ホテル・その他観光 ● 沖縄県警察 官公庁 琉球リース リース業

28 りゅうせき（りゅうせきグループ) 流通、情報、ホテル飲食、不動産 ● 前田産業 ホテル業 ● 沖縄県警察 官公庁

29 沖縄ツーリスト 旅行業 ●

30

NO

３月７日（木） ３月８日（金）

午前の部(10:00～13:10) 午後の部(14:30～17:40) 午前の部(10:00～13:10) 午後の部(14:30～17:40)


