
【法文学部】令和３年度卒業者の主な就職先
公務

沖縄県警察 沖縄市役所 沖縄地区税関
沖縄県庁 沖縄税関 恩納村役場
沖縄国税事務所 沖縄総合事務局 那覇市役所
香川県庁 人事院 福岡出入国在留管理局
墨田区役所

トランスコスモス株式会社 株式会社オプト 株式会社seec 沖縄営業所
沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 株式会社リボルブ沖縄 琉球朝日放送株式会社
NHK熊本放送局 株式会社アゴダジャパン 松竹株式会社
PCIソリューションズ株式会社 株式会社メンバーズ 日本ITビジネス研究所株式会社
トランスコスモス株式会社 株式会社事実報道社

金融業、保険業
県内 沖縄県農業協同組合 株式会社沖縄海邦銀行 株式会社琉球銀行

卸売業、小売業
県内 株式会社ホクガン 株式会社琉球光和
県外 株式会社トップス

学術研究、専門・技術サービス業
県内 EY税理士法人 沖縄ワタベウェディング株式会社 株式会社りゅうせきフロントライン

県外 株式会社ズコーシャ
医療・福祉

県内 沖縄第一病院
県外 株式会社アイディエス 株式会社ロジケア

サービス業（他に分類されないもの）
県内 株式会社JWソリューション
県外 株式会社ムーンロマンティックス

製造業
県内 スターバックスコーヒー フォーモストブルーシール株式会社 沖縄プラント工業株式会社
県外 株式会社ビッツ 小倉クラッチ株式会社

不動産業、物品賃貸業
県内 中部興産株式会社

宿泊業、飲食サービス業
県内 ソウルキッチン 株式会社ツリーフル

教育、学習支援業
ライフジュニア日本語学院 那覇市立小禄中学校 豊見城高等学校
特定非営利活動法人 沖縄ハンズオンNPO

県外 EDIT STUDY
建設業

県内 株式会社清家石材工業
生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場等）

県内 沖縄コンベンションビューロー 株式会社サンデー
県外 株式会社ジャパネットグループ

複合サービス事業（郵便局、協同組合等）
県外 日本郵便株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業
県内 株式会社オカノ

漁業
県外 JF共水連

その他
GRANDE OKINAWA soccer academy ぬり工房い～さく マンパワーグループ株式会社
株式会社コンベンションリンケージ

県外 PwCコンサルティング合同会社

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）

県外

県内

県外

県内

県内

県内



【人文社会学部】令和３年度卒業者の主な就職先
公務

沖縄県警察 宮古島市役所 那覇市立病院
沖縄県庁 国税専門官 内閣府沖縄総合事務局
沖縄国税事務所 東部消防組合消防本部 八重瀬町役場
沖縄防衛局 那覇市役所

県外 茨城県警察 海上保安庁 内閣法制局
海上自衛隊 東京国税局 北海道更別村市役所

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）
SCSKニアショアシステムズ株式会社 沖縄タイムス社 株式会社ビーンズラボ
トランスコスモス株式会社 沖縄テレビ放送株式会社 日本ビジネスシステムズ株式会社　沖縄事業所

沖電グローバルシステム 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社

トランスコスモス株式会社 株式会社NTC 株式会社地域科学研究所
フォーサイトシステム株式会社 株式会社アドバンスト・ソフト 中央法規出版株式会社
株式会社KADOKAWA 株式会社ケアコネクトジャパン

金融業、保険業
県内 シティグループ証券株式会社 株式会社琉球銀行 大同火災海上保険株式会社

卸売業、小売業
ダイレックス株式会社 株式会社ダイコー沖縄 株式会社メイクマン
株式会社サンエー 株式会社ドン・キホーテ 株式会社琉球光和
株式会社マーキュリー 株式会社ネクステージ

県外 株式会社ベルーイ 株式会社ヤマダヤ 株式会社仁科百貨店
学術研究、専門・技術サービス業

県外 株式会社Road
医療・福祉

沖縄県国民健康保険団体連合会 株式会社ツクイ 社会福祉法人わらべ福祉会
株式会社アソシア 児童デイサービスまはろ 日本赤十字社沖縄県支部

県外 SOMPOケア株式会社 株式会社アソシア
サービス業（他に分類されないもの）

県内 沖縄綜合警備保障株式会社
県外 マンパワーグループ株式会社 株式会社リプライオリティ 株式会社富士誇

製造業
県内 株式会社パラダイスプラン
県外 株式会社ヨシワ工業 福助工業株式会社

不動産業、物品賃貸業
県外 株式会社トーシンパートナーズ

宿泊業、飲食サービス業
県内 株式会社前田産業
県外 株式会社ギフト 株式会社ちよだ鮨

教育、学習支援業
株式会社こどもの森 株式会社ティプロス 株式会社れんせい
株式会社ステップ

生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場等）
県内 沖縄ワタベウェディング株式会社

県外 ヨシケイ開発株式会社
運輸業、郵便業（鉄道、道路旅客、貨物運送、水運、航空運輸等）※郵便局を除く

県内 日本郵政 琉球海運株式会社
電気・ガス・熱供給・水道業

県内 沖縄ガス株式会社 沖縄電力株式会社
その他

県内 りらいあコミュニケーションズ株式会社

県外 ボーダレス・ジャパン

県内

県外

県内

県内

県内

県外



【観光産業科学部】令和３年度卒業者の主な就職先
公務

県内 うるま市役所 沖縄地区税関
情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）

シーエーアドバンス 株式会社シーエー・アドバンス 沖縄セルラー電話株式会社
フリーランス 株式会社ビーンズラボ
BRANU株式会社 株式会社Dirbato 株式会社Members
キヤノンビズアテンダ株式会社 株式会社DPOPS

金融業、保険業
シティグループ証券株式会社 株式会社フィナンシャルエージェンシー 株式会社沖縄海邦銀行
株式会社沖縄銀行

卸売業、小売業
県内 沖縄サントリー株式会社 株式会社ドンキホーテ
県外 株式会社NAAリテイリング 株式会社TTC

学術研究、専門・技術サービス業
県内 株式会社プレック研究所 友利税理士事務所
県外 株式会社令和アカウンティング・ホールディングス

サービス業（他に分類されないもの）
県内 Bigknot（カフェ） 株式会社ネクステージ
県外 SGフィルダー株式会社 株式会社マイナビ

製造業
県内 沖縄出光株式会社

不動産業、物品賃貸業
株式会社s-fit 株式会社タウンハウジング 株式会社三栄建築設計
株式会社東建コーポレーション

建設業
県内 株式会社國場組 琉球通信工事 株式会社

生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場等）
県内 沖縄ワタベウェディング株式会社

県外 アップルオートネットワーク株式会社 カールソン・ワゴンリー・トラベル
運輸業、郵便業（鉄道、道路旅客、貨物運送、水運、航空運輸等）※郵便局を除く

県外 日本交通株式会社 日本航空株式会社
その他

県外 株式会社メンバーズ

県外

県内

県内

県外



【国際地域創造学部】令和３年度卒業者の主な就職先
公務

うるま市役所 沖縄国税事務所 那覇地方検察庁
沖縄県警察 沖縄市役所 内閣府沖縄総合事務局
沖縄県庁 那覇市役所 福岡出入国在留管理局那覇支局

北中城村役場 与那国町役場
広島国税局 上関町役場 南知多町役場
松本広域連合 内閣府

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）
ソニービジネスオペレーションンズ株式会社 国建システム 株式会社ビーンズラボ
トランスコスモス株式会社 琉球放送株式会社 株式会社プロトソリューション
株式会社mediba seasorizeカンパニー 株式会社OCC 株式会社創和ビジネス・マシンズ

株式会社いえらぶ琉球 金秀ホールディングス 株式会社ミシマ社
JFEシステムズ株式会社 株式会社TKC 西日本電信電話株式会社
NTTデータフォース株式会社 株式会社アクティブ・ワーク 富士通Japan株式会社
イデアコンサルティング株式会社 株式会社オズビジョン
クロスリテイリング株式会社 株式会社クレスコ

金融業、保険業
おきぎん証券株式会社 株式会社沖縄銀行 太陽生命株式会社
安藤証券株式会社 株式会社琉球銀行 大同火災海上保険株式会社
沖縄県信用保証協会 沖縄県労働金庫 全国共済農業協同組合連合会
株式会社熊本銀行 株式会社鹿児島銀行 全保連株式会社
株式会社高知銀行

卸売業、小売業
イオン琉球株式会社 株式会社ネクステージ 株式会社ダイコー沖縄
株式会社サンエー 株式会社光貴 株式会社ドラッグストアモリ
株式会社ジーユー 金秀商事株式会社 大城金物店
株式会社オンデーズ 株式会社新生光産 青山商事株式会社
株式会社レデイ薬局 三谷商事株式会社

学術研究、専門・技術サービス業
EY税理士法人 株式会社MRO japan 税理士事務所
ランドブレイン株式会社 株式会社ソニービジネスオペレーションズ

医療・福祉
県内 株式会社琉球光和 合同会社シンカ 国民年金機構

サービス業（他に分類されないもの）
県内 サンクスラボ株式会社 株式会社光貴
県外 ディップ株式会社 株式会社エクスティード 株式会社セレブリックス 

製造業
県外 株式会社ホーム・デコ 株式会社昭和堂 富士通株式会社

不動産業、物品賃貸業
県内 株式会社座波商会

宿泊業、飲食サービス業
スターバックスコーヒージャパン株式会社 株式会社カヌチャベイリゾート 日本マクドナルド株式会社
プレミアホテルグループ 株式会社星野リゾート
株式会社BUB 株式会社星野リゾート 森トラストホテルズ・アンド・リゾーツ株式会社

株式会社Bulls 株式会社星野リゾート・マネジメント 日本マクドナルド株式会社
教育、学習支援業

県内 沖縄市立美里小学校 首里東高等学校 株式会社波之上自動車学校
県外 愛知県教育委員会 株式会社アーテック

建設業
県内 株式会社國場組

株式会社アットキャド 共同エンジニアリング株式会社 前田建設工業株式会社
株式会社さくら佐藤建設 共和化工株式会社

県外

県内

県外

県内

県外

県内

県外

県内

県内

県外

県内

県外



生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場等）
県内 株式会社光貴
県外 パシフィックゴルフマネージメント株式会社

複合サービス事業（郵便局、協同組合等）
県内 沖縄県農業協同組合 金秀ホールディングス株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業
県内 沖縄電力株式会社
県外 株式会社グリムス

農業、林業
県内 株式会社農業生産法人沖縄植物園

その他
MROJapan株式会社 沖縄県国民健康保険団体連合会 税理士法人エヌズ
ソニービジネスオペレーションズ株式会社 株式会社mediba 大城税理士事務所

県外 株式会社ウェザーニューズ

県内



【教育学部】令和３年度卒業者の主な就職先
公務

うるま市教育支援センター 財務省税関 嘉手納町役場
沖縄県庁 那覇市役所
江戸川区　保育施設
出雲市役所

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）
県内 ウィルオブ・ワーク　沖縄支店 トランスコスモス株式会社 株式会社光貴

ALH株式会社 株式会社新東通信 夢テクノロジー株式会社
株式会社フルスピード 自営業

金融業、保険業
県内 株式会社琉球銀行

卸売業、小売業
県内 セブンイレブン那覇新都心公園前 株式会社ジーユー

医療・福祉
県外 株式会社ニチイケアパレス 社会福祉法人 永春会

製造業
県内 沖縄明治乳業株式会社
県外 JIK株式会社

教育、学習支援業
NPO法人　エンカレッジ 伊波小学校 沖縄県立桜野特別支援学校
しあわせ駅　琉大北 沖縄県うるま市立田場小学校 沖縄市立比屋根小学校
とよみ小学校 沖縄県教育委員会 沖縄市立美原小学校
やる気スイッチスクールIE西崎校 沖縄県立沖縄盲学校 沖縄受験ゼミナール
安謝小学校 沖縄県立球陽高等学校 沖縄東中学校
西原中学校 古堅小学校 学校法人　N高等学校
西崎中学校 古堅中学校 宮古高校
石嶺中学校 山内小学校 宮里小学校
赤道小学校 珊瑚舎スコーレ結塾J＆S 金城中学校
仲井真小学校 糸満市立兼城小学校 南城市立玉城中学校
島村楽器株式会社 糸満中学校 南風原小学校
当山小学校 小学校 比屋定小学校
読谷村立喜名小学校 小禄南小学校、さつき小学校 美里工業高校
読谷中学校 神森中学校 泡瀬特別支援学校
那覇中学校 銘苅小学校 豊見城高校
名護市立東江小学校 与那原小学校 北谷高校
北谷第二小学校
バンコク日本人学校 長崎県壱岐市立盈科小学校 就将小学校
宮崎市立国富小学校 鶴南特別支援学校時津分校 新上五島町立有川小学校
宮崎市立生目台中学校 不破中学校 石川県教育委員会　小学校教諭

綱島小学校 武蔵野市立境南小学校 川南小学校
三瀬小学校 福岡県小学校 大阪市立鶴見小学校
野洲北中学校 福岡県福岡地区教員 福岡市教育委員会教職科
夕張市立ゆうばり小学校

その他
県外 株式会社MAXISエデュケーション 株式会社みつ葉グループ 株式会社ライフサポートジャパン

県外

県内

県外

県内

県外



【医学部】令和３年度卒業者の主な就職先
公務

沖縄県庁 沖縄県立病院 中城村役場
沖縄県立南部医療センター・こども医療センター

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）
県内 株式会社プロトソリューション

卸売業、小売業
県外 株式会社住友商事

医療・福祉
ハートライフ病院 同仁病院 友愛医療センター
沖縄協同病院 南部徳州会病院 琉球大学病院
国立大学法人琉球大学 南部徳洲会病院 中頭病院
日本健康倶楽部沖縄支部
愛知厚生連江南厚生病院 株式会社ファルコバイオシステムズ 甲南医療センター
株式会社アイル 鎌ヶ谷総合病院 西宮渡辺病院
株式会社ビー・エム・エル 慶應義塾大学病院 総合健診センター　ヘルチェック
飯塚病院 東京歯科大学市川総合病院 独立行政法人国立病院機構長崎医療センター

県内

県外

県内



【理学部】令和３年度卒業者の主な就職先
公務

うるま市役所 宜野湾市役所 内閣府沖縄総合事務局
沖縄気象台 国家一般 八重瀬町役場
沖縄県庁 那覇市役所 那覇地方検察庁
気象庁
茨城県警察 九州管区警察局 鹿児島市役所
和泊町役場

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）
クオリサイトテクノロジーズ株式会社 株式会社創和ビジネス・マシンズ 株式会社AJIMA
株式会社ビーンズラボ 株式会社日産車体コンピュータサービス

株式会社Dirbato 株式会社ディーアンドエム 株式会社プログレス・テクノロジーズ

株式会社グローバル・システム・クリエイト 株式会社デイブレイク 株式会社ラクス
株式会社じげん 株式会社ブックウォーカー

金融業、保険業
県内 株式会社沖縄銀行 株式会社琉球銀行
県外 株式会社十八親和銀行 西日本シティＴＴ証券株式会社

卸売業、小売業
株式会社サッポロドラックストアー 株式会社バイセルテクノロジーズ 株式会社地元カンパニー
株式会社トライアルカンパニー

学術研究、専門・技術サービス業
県内 金城一也税理士事務所

一般社団法人日本自動車連盟 株式会社ケー・エー・シー 国際航業株式会社
株式会社エー・ライツ 基礎地盤コンサルタンツ株式会社

医療・福祉
ぎのわん動物病院 へんとな歯科医院 有限会社ミタカトレード
ハートライフ病院

サービス業（他に分類されないもの）
県内 東洋ワークセキュリティ沖縄
県外 株式会社グッドスピード

製造業
県内 株式会社みなと食品

株式会社UTエイム 凸版印刷株式会社 東芝デバイス＆ストレージ株式会社

三島光産 日本無線株式会社
教育、学習支援業

R PROJECT(株) 沖縄県立北山高校 北中城村立北中城中学校
沖縄県　教員　中学理科 国立大学法人琉球大学 与勝高等学校
やる気スイッチグループ 京都市立紫野高等学校 静岡県立浜松湖東高等学校
学習塾Nest福知山 熊本県中学校

建設業
県内 沖電開発株式会社

株式会社サザンテック 株式会社昭和ボーリング 日本防蝕工業株式会社
株式会社ローカル

生活関連サービス業、娯楽業（理容、美容、冠婚葬祭、旅行業、劇場、遊技場等）
県内 株式会社DMM RESORTS

複合サービス事業（郵便局、協同組合等）
県内 沖縄県市町村共済組合

漁業
県外 株式会社アーマリン近大

農業、林業
県内 株式会社那覇ミート

県外

県内

県外

県内

県外

県外

県内

県外

県外

県内

県外



【工学部】令和３年度卒業者の主な就職先
公務

うるま市役所 海上保安庁 内閣府沖縄総合事務局
沖縄県庁 宜野湾市役所 防衛省
沖縄総合事務局 那覇市役所
愛媛県庁 熊本市役所 静岡市役所
海上自衛隊 呉市 大分県警察
宮崎県庁 静岡県庁 大分市役所
長崎県庁

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）
SCSKニアショアシステムズ株式会社 沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社 株式会社バックムーン
アクシオヘリックス株式会社 株式会社SEEC 株式会社ベリサーブ沖縄テストセンター

トランスコスモス株式会社 株式会社アクシス　沖縄支部 株式会社リウコム
沖電グローバルシステムズ株式会社 株式会社あしびかんぱにー 株式会社リボルブ沖縄
沖縄セルラー電話株式会社 株式会社タップ 株式会社国建システム
沖縄通信ネットワーク株式会社 株式会社ナレッジクリエーションテクノロジー 日本ビジネスシステムズ株式会社 沖縄事業所

琉球放送株式会社
BASE株式会社 ベース株式会社 株式会社クレスソフト
JCOM株式会社 株式会社KSK 株式会社ゼクウ
いよてつ総合企画株式会社 株式会社ROBOT PAYMENT 株式会社タマディック
ソフトバンク株式会社 株式会社ZOZOテクノロジーズ 株式会社ピーエスシー
株式会社アウトソーシングテクノロジー 株式会社エヌ・アイ・ケイ 株式会社ベース
株式会社アソウ・アルファ 株式会社オーイーシー 株式会社マイクロ・シー・エー・デー

住友セメントシステム開発株式会社 日本アルゴリズム株式会社 日立産業制御ソリューションズ
大分シーイーシー株式会社 日本システム・エイト株式会社 八十二システム開発株式会社
名村情報システム株式会社

金融業、保険業
県内 沖縄県信用保証協会

卸売業、小売業
県内 okinawa

学術研究、専門・技術サービス業
県内 株式会社DEEプランニング 株式会社SKANJAPAN

NECソリューションイノベータ 株式会社アルプス技研 三菱電機システムサービス株式会社

株式会社アルトナー 株式会社メイテック 三菱電機ビルテクノサービス株式会社

医療・福祉
県外 フクダ電子ライフテック九州 富士システムズ株式会社

サービス業（他に分類されないもの）
県内 トランスコスモスフィールドマーケット 沖縄ワタベウエディング株式会社

製造業
I-PEX株式会社 株式会社サンエー 株式会社三菱電機システムサービス

沖縄明治乳業株式会社 株式会社トランスコスモス
JFEプラントエンジ株式会社 パーソルR＆D 株式会社アイティーオー
Tianma Japan株式会社 フクシマガリレイ株式会社 株式会社アルトナー
アルプスアルパイン株式会社 マツダ株式会社 株式会社アルプス技研
グローバルウェハーズジャパン株式会社 奥村機械製作株式会社 株式会社ダイフク
シンフォニアテクノロジー株式会社 株式会社　アウトソーシングテクノロジー 株式会社パーソルR&D
ニチレキ株式会社 株式会社　日本システムウエア 株式会社ホクシン
株式会社日立パワーソリューションズ 株式会社PLAY 株式会社メイテック
九州電子株式会社 株式会社VSN 株式会社三井ハイテック
古河電工パワーシステムズ株式会社 東芝インフラシステムズ株式会社

不動産業、物品賃貸業
県内 株式会社ライフコーポレーション 株式会社中部興産 那覇空港ビルディング株式会社
県外 株式会社オープンハウス

県外

県内

県内

県外

県外

県外

県内



教育、学習支援業
県外 フリーランス

建設業
ヤシマ工業株式会社 株式会社 サイアスホーム 株式会社グローバルBIM
栄野川組 株式会社　安永建築 株式会社沖電工
沖縄菱電ビルシステム株式会社 株式会社 拓南製作所 株式会社産研設計
株式会社照正組 株式会社拓南製作所 特定非営利活動法人沖縄県建築設計サポートセンター

琉球セメント株式会社
コラボハウス一級建築士事務所 株式会社河北 株式会社大日本コンサルタント
さくら構造株式会社 株式会社九電工 株式会社梅林建設
スターツCAM株式会社 株式会社戸田建設 株式会社錢高組
株式会社アーネストワン 株式会社佐伯建設 建匠コンサルタント
株式会社きんでん 株式会社四電工 五洋建設株式会社
株式会社コラボハウス 株式会社住友大阪セメント 国際航業株式会社
株式会社松村組 村本建設株式会社 鹿島建設株式会社
株式会社新日本コンサルタント 大東建託株式会社 川田建設株式会社
株式会社西日本高速道路エンジニアリング九州 大日本コンサルタント株式会社 前田建設工業株式会社
株式会社太平電業 北陸電気工事株式会社 矢野建設株式会社

運輸業、郵便業（鉄道、道路旅客、貨物運送、水運、航空運輸等）※郵便局を除く
県内 MRO Japan株式会社 沖縄都市モノレール株式会社
県外 株式会社ゼロ

電気・ガス・熱供給・水道業
一般社団法人　沖縄しまたて協会 株式会社オカノ 株式会社沖縄電力
沖縄電力株式会社 株式会社リライアンスエナジー沖縄 株式会社沖電工
株式会社　沖電工
エア・ウォーター・プラントエンジニアリング株式会社 栗原工業株式会社 九州電力株式会社
株式会社ナンワエナジー 西部ガステクノソリューション株式会社 東京電力ホールディングス

農業、林業
県外 JA鹿児島県連 ホクレン農業協同組合連合会

鉱業、採石業、砂利採取業
県内 株式会社琉球セメント

その他
県外 三菱電機ビルテクノサービス株式会社

県内

県外

県外

県内



【農学部】令和３年度卒業者の主な就職先
公務

沖縄県庁 宜野湾市役所 那覇市役所
内閣府沖縄総合事務局
岐阜県庁 植物防疫所 農林水産省
九州管区警察局 西東京市役所 林野庁
国土交通省九州地方整備局 大分県庁

情報通信業（電気通信、放送、IT、新聞、出版、映像・音声・文字情報製作等）
アクシオヘリックス株式会社 株式会社ネットワーク 創和ビジネスマシンズ
トランスコスモス株式会社 株式会社ビーンズラボ

金融業、保険業
県外 株式会社ホンダファイナンス

卸売業、小売業
県内 株式会社ブックオフ沖縄 株式会社りゅうせき

株式会社AHB 株式会社ハローズ 株式会社大田花き
株式会社ゼンケイ 株式会社ヒラタ 株式会社日本アクセス
株式会社トーホー 株式会社荒井商事

学術研究、専門・技術サービス業
県内 沖縄綜合警備保障株式会社
県外 アドバンテック株式会社 株式会社アルプス技研 株式会社ユーベック

医療・福祉
県内 一般社団法人子育て支援隊くくる 株式会社琉球光和

サービス業（他に分類されないもの）
県外 株式会社神宿 人材派遣業 東洋グリーン株式会社

製造業
オキコ株式会社 沖縄出光株式会社 株式会社ホクガン
フォーモストブルーシール株式会社 株式会社クリニコ
キューサイ株式会社 株式会社UHA味覚糖 山崎製パン株式会社
セザックス株式会社 株式会社コロワイドMD 寿がきや食品株式会社
フジパングループ本社株式会社 三浦工業株式会社

不動産業、物品賃貸業
県外 株式会社WAKUWAKU 株式会社プレサンスコーポレーション

宿泊業、飲食サービス業
県内 沖縄総合給食
県外 株式会社GOSSO 株式会社塩梅

教育、学習支援業
県内 国立大学法人琉球大学
県外 秋田県立大学

建設業
県外 大和ランテック株式会社

電気・ガス・熱供給・水道業
県内 株式会社沖縄電力

農業、林業
沖縄県農業協同組合 株式会社ロピア 株式会社那覇ミート
株式会社夢感動ファーム
ホクレン肥料株式会社 糸島農業協同組合 兵庫西農業協同組合
国立研究開発法人　農業食品産業技術総合研究機構 農業共同組合

その他
県外 株式会社パブリックキッチン

県外

県内

県内

県外

県外

県内

県外

県内


