
企業名 業種 文理採用 企業名 業種 文理採用 企業名 業種 文理採用 企業名 業種 文理採用

1 株式会社アバン(1/4枠) サービス業 不問 株式会社アバン(2/4枠) サービス業 不問 株式会社アバン(3/4枠) サービス業 不問 株式会社アバン(4/4枠) サービス業 不問

2 株式会社アルトナー サービス業 理系 株式会社アウトソーシングテクノロジー サービス業 不問 社会福祉法人ウエル清光会 医療、福祉 不問 株式会社アコーディア・ゴルフ サービス業 不問

3 一般社団法人日本自動車連盟 サービス業 不問 株式会社牧野技術サービス サービス業 理系 社会福祉法人聖隷福祉事業団 医療、福祉 不問 株式会社スリーエスシステムアンドサービス サービス業 不問

4 JR東日本ビルテック株式会社 サービス業 不問 株式会社　アイ･ディ･エス(2/2枠) 医療、福祉 不問 全国健康保険協会 医療、福祉 不問 りらいあコミュニケーションズ株式会社 サービス業 不問

5 株式会社　アイ･ディ･エス(1/2枠) 医療、福祉 不問 株式会社JALエンジニアリング 運輸業・郵便業 理系 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 運輸業・郵便業, 分類不能の産業 不問 株式会社イー･ケア 医療、福祉 不問

6 株式会社アルティア 卸売業、小売業 不問 正晃株式会社 卸売業、小売業 不問 JR九州ドラッグイレブン株式会社 卸売業、小売業 不問 日本通運株式会社 運輸業・郵便業 不問

7 デリカフーズ株式会社 卸売業、小売業 不問 アルプ株式会社 卸売業、小売業, 学術研究・専門・技術サービス業, 教育、学習支援業, サービス業 不問 株式会社西松屋チェーン 卸売業、小売業 ー アイティーアイ株式会社 卸売業、小売業 不問

8 株式会社トーホー 卸売業、小売業 不問 株式会社アイティーオー 学術研究・専門・技術サービス業 不問 日伸産業株式会社 卸売業、小売業 不問 株式会社　田子重 卸売業、小売業 ー

9 三和工機株式会社 学術研究・専門・技術サービス業 理系 株式会社アルプス技研 学術研究・専門・技術サービス業 理系 株式会社アテック 学術研究・専門・技術サービス業 不問 株式会社千代田テクノル 卸売業、小売業 不問

10 株式会社 水圏科学コンサルタント 学術研究・専門・技術サービス業 不問 株式会社グローバルBIM(1/2枠) 学術研究・専門・技術サービス業 理系 株式会社　飯田設計 学術研究・専門・技術サービス業 理系 東空販売株式会社 卸売業、小売業 不問

11 WDB株式会社エウレカ社 学術研究・専門・技術サービス業 理系 ジャパニアス株式会社 学術研究・専門・技術サービス業 不問 株式会社エジソン 学術研究・専門・技術サービス業 理系 株式会社　ドン・キホーテ 卸売業、小売業 不問

12 三菱電機エンジニアリング株式会社 学術研究・専門・技術サービス業 不問 東明エンジニアリング株式会社 学術研究・専門・技術サービス業 理系 ゼネラルエンジニアリング株式会社 学術研究・専門・技術サービス業 理系 株式会社グローバルBIM(2/2枠) 学術研究・専門・技術サービス業 理系

13 AIG損害保険株式会社 金融業、保険業 不問 株式会社ヒップ 学術研究・専門・技術サービス業 理系 株式会社第一システムエンジニアリング 学術研究・専門・技術サービス業 理系 株式会社エコー 学術研究・専門・技術サービス業 理系

14 西日本建設業保証株式会社 金融業、保険業 不問 株式会社VSN 学術研究・専門・技術サービス業 不問 株式会社中央エンジニアリング 学術研究・専門・技術サービス業 理系 株式会社ケーイーシー 学術研究・専門・技術サービス業 不問

15 株式会社川北電工 建設業 不問 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 金融業、保険業 不問 株式会社パスコ 学術研究・専門・技術サービス業 不問 パーソルパナソニックHRパートナーズ株式会社　エクセルテクノロジーカンパニー 学術研究・専門・技術サービス業 理系

16 株式会社　関電工 建設業 不問 こくみん共済coop 金融業、保険業 不問 株式会社　阪技 学術研究・専門・技術サービス業 不問 株式会社ヒラテ技研 学術研究・専門・技術サービス業 理系

17 極東興和株式会社 建設業 不問 シティグループ 金融業、保険業 不問 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 金融業、保険業 不問 株式会社メイテック 学術研究・専門・技術サービス業 理系

18 株式会社鴻池組　九州支店 建設業 不問 朝日エティック株式会社 建設業 不問 日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社 金融業、保険業 不問 株式会社大林組 建設業 不問

19 住友電設株式会社 建設業 理系 株式会社　縁 建設業 不問 あおみ建設株式会社 建設業 理系 株式会社　九電工 建設業 不問

20 株式会社テクノ菱和 建設業 理系 オリエンタル白石株式会社 建設業 理系 新日本空調株式会社 建設業 不問 株式会社協和エクシオ 建設業 不問

21 日本コムシス株式会社 建設業 不問 株式会社ケミカル工事 建設業 不問 新菱冷熱工業株式会社 建設業 不問 五洋建設株式会社 建設業 ー

22 深田サルベージ建設株式会社 建設業 不問 佐藤工業株式会社 建設業 不問 株式会社東京久栄 建設業, 学術研究・専門・技術サービス業 不問 JFEプラントエンジ株式会社 建設業 不問

23 株式会社　菱熱 建設業 不問 山九株式会社 建設業 理系 アイエックス・ナレッジ株式会社 情報通信業 不問 株式会社水機テクノス 建設業 理系

24 沖縄県警察本部 公務 不問 株式会社　錢高組 建設業 不問 エスアイエステクノサービス株式会社 情報通信業 不問 東芝プラントシステム株式会社 建設業 理系

25 日本年金機構 公務 不問 太平電業株式会社 建設業 不問 NECネッツエスアイ株式会社 情報通信業 不問 日鉄環境株式会社 建設業 不問

26 株式会社RKKコンピューターサービス 情報通信業 不問 株式会社日立プラントコンストラクション 建設業 不問 NTTインフラネット株式会社 情報通信業 理系 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 公務 不問

27 SCSKニアショアシステムズ株式会社 情報通信業 不問 株式会社フソウ　九州支店 建設業 不問 NTTフィールドテクノ 情報通信業 不問 株式会社アイティフォー 情報通信業 不問

28 キヤノン電子テクノロジー株式会社 情報通信業 不問 株式会社不動テトラ 建設業 理系 株式会社テクノプロ テクノプロ・IT社 情報通信業 不問 エス・アンド・アイ株式会社 情報通信業 不問

29 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー(2/2枠) 情報通信業 不問 共和化工株式会社 建設業, 分類不能の産業 不問 株式会社テクノプロ　テクノプロ・エンジニアリング社 情報通信業 不問 ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 情報通信業 不問

30 日産車体コンピュータサービス株式会社(1/2枠) 情報通信業 不問 株式会社ヴィッツ 情報通信業 不問 株式会社日立システムズエンジニアリングサービス 情報通信業 不問 ＮＴＴ東日本グループ会社〈エンジニア〉 情報通信業 理系

31 株式会社富士通九州システムズ 情報通信業 不問 株式会社ＮＳ・コンピュータサービス 情報通信業 不問 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 情報通信業 不問 MXモバイリング株式会社 情報通信業 不問

32 日本ビジネスシステムズ株式会社 沖縄事業所 情報通信業, サービス業 不問 NTT西日本 情報通信業 不問 株式会社光和設計(1/2枠) 情報通信業, 学術研究・専門・技術サービス業 不問 株式会社ジェイ・クリエイション 情報通信業 不問

33 クラシエ製薬株式会社 製造業 不問 株式会社エム・ソフト 情報通信業 不問 安治川鉄工株式会社 製造業 不問 株式会社ソフトウエア・サイエンス 情報通信業 不問

34 株式会社東海精機沖縄工場 製造業 不問 ガナシス株式会社 情報通信業 理系 三生医薬株式会社 製造業 不問 株式会社ソフトテックス 情報通信業 不問

35 日本ケミコン株式会社 製造業 不問 株式会社シンカーミクセル 情報通信業 不問 タカラスタンダード株式会社 製造業 不問 日本ソフテック株式会社 情報通信業 不問

36 株式会社前川製作所 製造業 不問 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー(1/2枠) 情報通信業 不問 タマポリ株式会社 製造業 不問 株式会社ヒューマンクレスト 情報通信業 不問

37 株式会社ユニフロー 製造業 不問 日産車体コンピュータサービス株式会社(2/2枠) 情報通信業 不問 日本信号株式会社 製造業 不問 株式会社光和設計(2/2枠) 情報通信業, 学術研究・専門・技術サービス業 不問

38 ローム・アポロ株式会社(1/2枠) 製造業 理系 株式会社エプコ 情報通信業, 複合サービス事業 不問 ニプロ株式会社 製造業 不問 アイリスオーヤマ株式会社 製造業 不問

39 クレストグループ 農業・林業, 卸売業、小売業 不問 株式会社日比谷花壇 生活関連サービス業・娯楽業 不問 日立造船株式会社 製造業 不問 出光ユニテック株式会社 製造業 不問

40 独立行政法人都市再生機構 不動産業、物品賃貸業 不問 森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 生活関連サービス業・娯楽業 不問 福岡造船株式会社 製造業 不問 株式会社ＳＣＲＥＥＮホールディングス 製造業 不問

41 オリックス自動車株式会社 複合サービス事業 不問 株式会社開邦工業　東京支社(2/2枠、もう1枠は県内) 製造業 理系 株式会社ムサシノキカイ 製造業 理系 第一精工株式会社 製造業 不問

42 トランスコスモス株式会社（九州エリア） 複合サービス事業 不問 ゼノー・テック株式会社 製造業 理系 明治グループ（株式会社明治・Meiji Seikaファルマ株式会社） 製造業 不問 株式会社東芝 製造業 不問

43 株式会社ＮＴＴファシリティーズ九州 分類不能の産業 理系 株式会社高木製作所 製造業 不問 ディーピーティー株式会社(1/2枠) 製造業, 学術研究・専門・技術サービス業 不問 ニチレキ株式会社 製造業 不問

44 株式会社　牧野フライス製作所 製造業 不問 特殊電極株式会社 製造業 不問 株式会社エステム 電気・ガス・熱供給・水道業 不問 日本食研ホールディングス株式会社 製造業 不問

45 高砂熱学工業株式会社 建設業 不問 フジテック株式会社 製造業 不問 メタウォーター株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 不問 ディーピーティー株式会社(2/2枠) 製造業, 学術研究・専門・技術サービス業 不問

46 株式会社　旅工房 旅行業 不問 三島光産株式会社 製造業 不問 日本ハム株式会社 製造業 不問 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 理系

47 人事院沖縄事務所(1/4枠) 官公庁 不問 ローム・アポロ株式会社(2/2枠) 製造業 理系 株式会社エイチームコネクト 情報通信業 不問 株式会社ダイハツビジネスサポートセンター 複合サービス事業 不問

48 沖縄県庁(1/4枠) 官公庁 不問 株式会社豆蔵ホールディングス 製造業, 情報通信業, 学術研究・専門・技術サービス業 不問 人事院沖縄事務所(3/4枠) 官公庁 不問 人事院沖縄事務所(4/4枠) 官公庁 不問

49 人事院沖縄事務所(2/4枠) 官公庁 不問 沖縄県庁(3/4枠) 官公庁 不問 沖縄県庁(4/4枠) 官公庁 不問

50 沖縄県庁(2/4枠) 官公庁 不問 琉球大学 国立大学法人 不問

※3/5午後の部に参加を予定していた栗原工業株式会社、株式会社クレスコは都合により不参加となりました。
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企業名 業種 文理採用 企業名 業種 文理採用 企業名 業種 文理採用 企業名 業種 文理採用

1 沖縄銀行(1/2枠) 金融業、保険業 不問 日本トランスオーシャン航空株式会社 運輸業 ー 瀬良垣ホテルマネジメント株式会社(1/2枠) 宿泊業・飲食サービス業 不問 いであ株式会社沖縄支社 サービス業 理系

2 エイチアールワン株式会社 サービス業 不問 株式会社エイチ・アイ・エス沖縄 サービス業 不問 全国共済農業協同組合連合会沖縄県本部 共済事業、保険業務 不問 株式会社ＪＴＢ沖縄 サービス業 不問

3 興南施設管理株式会社 サービス業 不問 沖縄ゼロックス株式会社 卸売業、小売業 不問 株式会社　EM研究機構 サービス業 不問 沖縄ヤマト運輸株式会社 運輸業・郵便業 不問

4 株式会社琉球リース サービス業 不問 株式会社　光貴 卸売業、小売業 不問 社会福祉法人トゥムヌイ福祉会 医療、福祉 不問 琉球海運株式会社 運輸業・郵便業 不問

5 株式会社　りゅうせきフロントライン サービス業 不問 株式会社サンエー 卸売業、小売業 不問 株式会社　薬正堂 医療、福祉 不問 コープおきなわ 卸売業、小売業 不問

6 沖縄パナソニック特機株式会社 卸売業、小売業 不問 新光産業株式会社 卸売業、小売業 不問 沖縄サントリー株式会社 卸売業、小売業 不問 サントリーフーズ沖縄株式会社 卸売業、小売業 不問

7 株式会社沖縄メディコ 卸売業、小売業 不問 沖縄銀行(2/2枠) 金融業、保険業 不問 沖縄ヤクルト株式会社 卸売業、小売業 不問 東京海上日動火災保険株式会社　沖縄支店 金融業、保険業 不問

8 株式会社島袋 卸売業、小売業 不問 沖縄県労働金庫 金融業、保険業 不問 株式会社ダイコー沖縄 卸売業、小売業, 医療、福祉 不問 沖縄プラント工業株式会社 建設業 理系

9 フォーモストブルーシール株式会社 卸売業、小売業 不問 株式会社　外為どっとコム(2/2枠) 金融業、保険業 不問 安藤証券株式会社／美らヒルズ･マネジメント株式会社 金融業、保険業 不問 瀬良垣ホテルマネジメント株式会社(2/2枠) 宿泊業・飲食サービス業 不問

10 株式会社　琉球光和 卸売業、小売業 不問 全保連株式会社 金融業、保険業 不問 日本生命保険相互会社 金融業、保険業 不問 株式会社エヌ・テック・システムズ 情報通信業 不問

11 琉球ダイハツ販売株式会社 卸売業、小売業 不問 大同火災海上保険株式会社 金融業、保険業 不問 大和リース株式会社　沖縄支店 建設業 不問 株式会社okicom 情報通信業 不問

12 イオン琉球株式会社 卸売業、小売業 不問 大鏡建設株式会社 建設業 不問 株式会社　照正組 建設業 不問 株式会社沖縄エジソン 情報通信業 不問

13 株式会社プレック研究所 学術研究・専門・技術サービス業 不問 株式会社HEXEL Works 建設業 不問 株式会社 東恩納組 建設業 不問 株式会社　沖縄タイムス社 情報通信業 不問

14 株式会社　外為どっとコム(1/2枠) 金融業、保険業 不問 糸満ホスピタリティ株式会社 宿泊業・飲食サービス業 不問 小野建沖縄株式会社 建設業, 卸売業、小売業 不問 沖縄テクノス株式会社 情報通信業 ー

15 沖縄振興開発金融公庫 金融業、保険業 不問 株式会社カヌチャベイリゾート 宿泊業・飲食サービス業 不問 拓南グループ 建設業, 製造業 不問 沖縄フォーサイト株式会社 情報通信業 不問

16 三井住友海上火災保険株式会社 金融業、保険業 不問 株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄 宿泊業・飲食サービス業 不問 ムーンホテルズアンドリゾーツ株式会社 宿泊業・飲食サービス業 不問 岸本不動産株式会社（岸本情報システム） 情報通信業 不問

17 株式会社琉球銀行 金融業、保険業 ー ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ 宿泊業・飲食サービス業 ー アルカディア・システムズ株式会社 情報通信業 不問 株式会社　国建システム 情報通信業 不問

18 株式会社ＩＭＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 建設業 不問 株式会社　ヴィッツ沖縄 情報通信業 不問 沖電グローバルシステムズ株式会社 情報通信業 不問 株式会社シーエー・アドバンス 情報通信業 不問

19 ザ・テラスホテルズ株式会社 宿泊業・飲食サービス業 不問 沖縄セルラー電話株式会社 情報通信業 不問 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 情報通信業 不問 パーソル プロセス＆テクノロジー株式会社 情報通信業 不問

20 WBFリゾート沖縄株式会社 宿泊業・飲食サービス業 不問 オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社 情報通信業 ー 株式会社タップ 情報通信業 不問 株式会社プロトソリューション 情報通信業 不問

21 PHR沖縄ホテルマネジメント株式会社 宿泊業・飲食サービス業 不問 クオリサイトテクノロジーズ株式会社 情報通信業 不問 株式会社ドリーム・アーツ沖縄 情報通信業 理系 株式会社マグナデザインネット 情報通信業 理系

22 ヒルトン沖縄北谷リゾート 宿泊業・飲食サービス業 不問 満喜株式会社　沖縄営業所 情報通信業 不問 日本流通システム株式会社 情報通信業 不問 株式会社琉球ネットワークサービス 情報通信業 不問

23 株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング 情報通信業 不問 琉球Software株式会社 情報通信業 不問 株式会社ネットワーク 情報通信業 不問 株式会社日本電子 情報通信業, 卸売業、小売業 不問

24 株式会社 創和ビジネス・マシンズ 情報通信業 不問 沖縄ツーリスト株式会社 生活関連サービス業・娯楽業 不問 株式会社リウコム 情報通信業 不問 株式会社アイエンター 情報通信業, 学術研究・専門・技術サービス業 不問

25 株式会社ビーンズラボ 情報通信業 不問 沖縄ワタベウェディング株式会社 生活関連サービス業・娯楽業 不問 沖縄コカ・コーラボトリング株式会社 製造業 不問 日本旅行沖縄株式会社 生活関連サービス業・娯楽業 ー

26 株式会社開邦工業(1/2枠、もう1枠は県外) 製造業 理系 オリオンビール株式会社 製造業 不問 光文堂コミュニケーションズ株式会社 製造業 ー 沖縄ガス株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 不問

27 株式会社グラフィック 製造業 不問 株式会社武蔵野 製造業 不問 MRO Japan株式会社 分類不能の産業 不問 沖縄電力株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 不問

28 エッカ石油株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 不問 株式会社住太郎ホーム 不動産業 ー 沖縄行政システム株式会社 情報・通信業 不問 株式会社那覇データ・センター 情報通信業 不問

29 南西石油株式会社 電気・ガス・熱供給・水道業 理系 金秀グループ 複合サービス事業 ー 株式会社 大川 小売業(家具・インテリア)不問 星野リゾートグループ(2/2枠) リゾート運営業 不問

30 株式会社りゅうせき 電気・ガス・熱供給・水道業, 卸売業、小売業 不問 沖縄テレビ放送株式会社 分類不能の産業 不問 星野リゾートグループ(1/2枠) リゾート運営業 不問

31 ザ・テラスホテルズ株式会社コクワ流通サービスカンパニー 複合サービス事業 不問 西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社 分類不能の産業 理系

32 トヨタOTMグループ 卸売業、小売業 不問 琉球放送株式会社 分類不能の産業 不問

33 EY税理士法人 学術研究・専門・技術サービス業 不問

午前 午後 午前 午後
連

番

3月4日 3月5日


