
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2⽉14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。

No 企業名 主な事業内容 留学生
採用実績 No 企業名 主な事業内容 留学生

採用実績 No 企業名 主な事業内容 留学生
採用実績 No 企業名 主な事業内容 留学生

採用実績

1 東明エンジニアリング
輸送用機器（航空宇宙関
連）の開発

26 中電工 建設業 1 東明エンジニアリング
輸送用機器（航空宇宙関
連）の開発

26 ミライト ＩＴ・通信

2 あおみ建設 物流・流通・インフラ 27 川北電工 建設業 2 特殊電極 特殊溶接材料製造メーカー 27 ヒューマンクレスト ＩＴ 〇

3 HITOWAケアサービス 福祉・介護 〇 28 ⻄⽇本建設業保証
⾦融(政府系）、保証、保
険

3 ⽇本電子 通信・小売 28 テクノスジャパン ＩＴ 〇

4
Hilton Resorts Marketing
Corporation

不動産 〇 29 三菱電機システムサービス 該当なし 4 四電工 総合設備工事業 29

5 クレストグループ＜クレスト＞ 農業、林業、漁業 30 デリカフーズ 卸売業、小売業 〇 5 クリニコ 食品 30

6 特殊電極 特殊溶接材料製造メーカー 31 アイティーアイ 医療機器販売業 6 ＮＥＣソリューションイノベータ 情報通信業 〇 31

7 ⽇新製鋼 鉄鋼メーカー 〇 32 イー･ケア 医療・福祉（介護） 7 ⻄⽇本電信電話（NTT⻄⽇本） 情報通信業 〇 32

8 三井住友海上火災保険 損害保険業 〇 33 大学生協事業連合 生協 8 キヤノン電子テクノロジー 情報処理サービス 〇 33

9 トーホー 総合食品商社 〇 34 ⽇本年⾦機構 公的年⾦に係る一連の業務 9 オンデーズ 小売業(メガネ) 〇 34

10 パスコ 専門技術サービス 〇 35 琉球大学 教育学習支援 10 東テク 商社 35

11 ⻄松屋チェーン 製造小売業 〇 36 国家機関 官公庁 11 千代⽥テクノル 商社 〇 36

12 グラフィック 製造 〇 37 糸満市役所 官公庁 12 力の源カンパニー 宿泊業、飲食ｻｰﾋﾞｽ業 〇 37

13 VSN（福岡） 人材派遣 〇 38 エステム インフラ 〇 13 ダイハツビジネスサポートセンター 自動車業界 38

14 三生医薬
食料品、飲料、たばこ、飼
料製造業

〇 39 ⽇本サード・パーティ IT業界 〇 14 メイテック
自動車・機械・電機・精密
機械

〇 39

15 武蔵野 食品製造業界 〇 40 15  縁 建築サービス 40

16 富士通九州システムズ 情報通信業 〇 41 16 前⽥建設工業 建設業 〇 41

17 富士通ビー・エス・シー 情報通信業 〇 42 17 琉球大学 教育学習支援 42

18 テクノプロテクノプロ･IT社 情報通信業 〇 43 18 エジソン 技術者の人材派遣 〇 43

19 NTTデータ 情報処理 〇 44 19 ヒップ
機械設計、電気・電子設
計、ソフトウェア開発

44

20 ＮＲＩデータiテック 情報・サービス 〇 45 20 メディカル・ケア・サービス 介護・福祉 45

21 ドラッグストアモリ
小売業界、ドラッグストア
業界

46 21 アイティーアイ 医療機器販売業 46

22 東テク 商社 47 22 大学生協事業連合 生協 47

23 パナソニックリフォーム 住宅 48 23 国家機関 官公庁 48

24 アルティア
自動車関連設備機器の開
発・製造・販売

49 24
パーソルパナソニックHRパート
ナーズ

エンジニアリング 〇 49

25 全国健康保険協会 公社、団体 50 25 豆蔵ホールディングス ITソフトウェア 〇 50

午後の部（14：30〜17：40）
3⽉7⽇（⽊）

午前の部（10：00〜13：10）
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1 東明エンジニアリング
輸送用機器（航空宇宙関
連）の開発

26 凸版印刷 印刷業界（総合印刷業） 〇 1 ⽇本放送協会 放送業界 〇 27 高砂熱学工業 建設業 〇

2 ローム・アポロ 半導体 27 ホテルモントレ ホテル業 〇 2 独立行政法人都市再生機構 不動産業 28 テクノ菱和 建設業 〇

3 六興電気 電気設備工事 28 ユニマットプレシャス ホテル・宿泊業 〇 3 富士チタン工業 非鉄⾦属製造業 29 新菱冷熱工業 建設業 〇

4
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整
備支援機構

鉄道・建設・官公庁 29 損害保険ジャパン⽇本興亜 保険 4 ローム・アポロ 半導体 30 ケミカル工事 建設業

5 安治川鉄工 鉄塔業界 〇 30 バリューブリッジ
ブライダル／ITサービス／
写真

〇 5 アズビル 電気機械器具製造業 〇 31 ⽇鉄住⾦環境 建設業 〇

6 ⽇鐵住⾦溶接工業 鉄鋼業 31 ⻄部電機 はん用機械器具製造業 6 東芝 電機 〇 32 共和化工 建設業

7 竹中工務店 総合建設業 ゼネコン 〇 32
パナソニック システムソリュー
ションズ ジャパン

システムインテグレータ 〇 7 ⽇鐵住⾦溶接工業 鉄鋼業 33 大林組 建設 〇

8 鴻池組 総合建設業 〇 33 SCSKサービスウェア サービス業 8 ユニフロー 製造業（建材） 〇 34
あいおいニッセイ同和損害保険（福
岡）

⾦融業、保険業 〇

9 アテック 設計・請負業 〇 34 国家機関 官公庁 9 ムサシノキカイ 製造業 35 アルプス技研（福岡） 技術系アウトソーイング 〇

10 シークス 設計 35 沖縄県人事委員会事務局 官公庁 10 イメージ 情報通信業 36 ディーピーティー
機械設計・電気電子設計・
ソフトウェア開発・自動

11 タカラスタンダード 製造業 36 那覇市役所 官公庁 11 ジェイ・クリエイション 情報通信業 〇 37 ｾﾞﾈﾗﾙｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 機械設計・設計開発 〇

12
明治グループ（明治・MeijiSeika
ファルマ）

食品業界・医薬品業界 〇 37 第一生命情報システム IT業界 〇 12 ソフトウエア、サイエンス 情報通信業 〇 38 ⽇東電工 化学 〇

13 イメージ 情報通信業 38
富士通ソーシアルサイエンスラボラ
トリ

IT、情報通信 〇 13 富士通ソフトウェアテクノロジーズ 情報通信業 〇 39 フクダ電子 医療用電子機器製造業

14 アイティフォー 情報通信業 〇 39  RKKコンピュータ―サービス IT、情報サービス産業 〇 14 第一精工
情報通信機械器具、電子部
品、ﾃﾞﾊﾞｲｽ、電子回路製造

〇 40 正晃 医療業界

15 エム・オー・シー 情報通信業 〇 40 15 ALBERT 情報通信（IT） 〇 41 ＭＸモバイリング モバイル

16
NTT東⽇本グループ会社〈エンジニ
ア〉

情報通信 〇 41 16 NS・コンピューターサービス 情報サービス業界 42 三島光産 はん用機械器具製造業 〇

17 アイフォーコム 情報処理サービス業 〇 42 17 ケーイーシー 社会インフラ 43 三井三池製作所 はん用機械器具製造業 〇

18 千代⽥テクノエース 建設業 43 18 栗原工業 施工管理業 44 WDBエウレカ社
バイオ・化学分野に特化し
た研究開発職の特定派遣事

〇

19 大阪防水建設社 建設業 44 19 出光ユニテック
合成樹脂加工製品の研究開
発、製造、販売

45 アルトナー（大阪） その他サービス 〇

20 九鉄工業 建設業 45 20 アコーディア・ゴルフ 娯楽業 〇 46 アイティーオー サービス業

21 ケミカル工事 建設業 46 21 五洋建設 建設業会 〇 47 SCSKサービスウェア サービス業

22 復建調査設計 建設コンサルタント 47 22 菱熱 建設業（設備工事業） 48 飯⽥設計 サービス業

23 ヒラテ技研 技術サービス 〇 48 23  関電工 建設業（設備工事業） 〇 49 国家機関 官公庁

24 ディーピーティー
機械設計・電気電子設計・
ソフトウェア開発・自動

49 24 フソウ
建設業(水処理施設等の建
設維持管理)

50
東京ガスエンジニアリングソリュー
ションズ

ガス・エネルギー／建設 〇

25 ジャパニアス 機械 / 電子・電気設計 50 25 太平電業 建設業 51 富士通 ITサービス、電気機器

26 新⽇本空調 建設業 〇 52 ソフトテックス IT、通信

3⽉8⽇（⾦）
午後の部（14：30〜17：40）午前の部（10：00〜13：10）


