
琉球大学　県外企業・官公庁合同企業説明会2020　参加予定企業一覧

2019年3月7日（木）～8日（金）/第一体育館

2019年3月4日時点　※出展日が変更になる場合がありますのでご注意ください。
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1 特殊電極 溶接材料メーカー 26 日本年金機構 公的年金に係る一連の業務 1 特殊電極 溶接材料メーカー 26 バリューブリッジ
ブライダル業界向けWEB

サービス

2 三井住友海上火災保険 保険 〇 27 中電工 建設業（設備工事業） 2 東明エンジニアリング
輸送用機器（航空宇宙関

連）の開発
27 力の源カンパニー フードサービス

3 クレストグループ 複合畜産業 28 あおみ建設 建設業 3 ミライト 通信建設業 〇 28 豆蔵ホールディングス ソフトウェア/設計開発

4 HITOWAケアサービス 福祉・介護 〇 29 パナソニックリフォーム 建設・住宅 4 四電工 総合設備工事業 29 メイテックグループ エンジニアソリューション

5
Hilton Resorts Marketing

Corporation
不動産 〇 30 全国健康保険協会

健康保険の保険者（公法

人）
5 オンデーズ 専門店（メガネ） 〇 30 ヒューマンクレスト IT 〇

6 日本都市技術 都市計画コンサルタント 31 パスコ
空間情報サービス、建設コ

ンサルタント
〇 6 千代田テクノル 専門商社（医療・放射線） 〇 31 キヤノン電子テクノロジー IT 〇

7 三菱電機システムサービス 電気工事業 〇 32 西日本建設業保証 金融・保健 7 東テク 設備工事業、卸売業 32

8 川北電工 電気工事業 33 琉球大学 教育学習支援 8 ダイハツビジネスサポートセンター
設計・開発、自動車開発支

援
33

9 日新製鋼 鉄鋼業 〇 34 国家機関 官公庁 9 大学生協事業連合（九州地区） 生協 34

10 糸満市役所 地方公務員 35 アルティア 卸売業　、造業 10 エジソン 正規雇用派遣 〇 35

11 デリカフーズ 専門商社 〇 36 グラフィック 印刷・製造業 〇 11 クリニコ 食品メーカー 36

12 エステム 設計・施工 〇 37 イー･ケア 医療・福祉（介護） 12 テクノスジャパン
情報通信業（ソフトウェア

業）
〇 37

13 東明エンジニアリング 設計 38 三生医薬
医薬品・健康食品受託製造

業
〇 13 ＮＥＣソリューションイノベータ 情報通信業 〇 38

14 西松屋チェーン 製造小売 39 ドラッグストアモリ 医薬品・化粧品小売業 14 西日本電信電話（NTT西日本） 情報通信業 〇 39

15 大学生協事業連合（九州地区） 生協 40 富士通ビー・エス・シー ソフトウェア開発 〇 15 全国労働者共済生活協同組合連合会 消費生活協同組合 40

16 VSN 人材派遣 〇 41 日本サード・パーティ ITサービス 〇 16 アイティーアイ 商社 41

17 武蔵野 食品製造業 〇 42 17 縁 建設積算 42

18 テクノプロテクノプロ･IT社
情報通信機械器具、電子部

品・デバイス・電子回路製
〇 43 18 前田建設工業 建設業 〇 43

19 ＮＲＩデータiテック 情報処理 〇 44 19 日本電子 携帯ショップ運営、他 44

20 NTTデータ 情報処理 〇 45 20 琉球大学 教育学習支援 45

21 富士通九州システムズ 情報サービス業 〇 46 21
パーソルパナソニック

HRパートナーズ
技術エンジニアリング 〇 46

22 トーホー 商社（食品） 〇 47 22 ヒップ
機械設計、電気・電子設計、ソフ

トウェア開発の技術サービス
47

23 キヤノンシステムアンドサポート 商社（OA機器） 48 23 国家機関 官公庁 48

24 アイティーアイ 商社 49 24 東京久栄
海洋エンジニア、環境コン

サルタント
〇 49

25 東テク 商社 50 25 メディカル・ケア・サービス 介護・福祉 50

午後の部（14：30～17：40）

3月7日（木）
午前の部（10：00～13：10）


