
2019年 6月8日（土）

午前の部 9：30～13：00

午後の部 13：30～17：00

※各部の開始時間にお越しください

会場 琉球大学 大学会館３階

出展企業のチェック＆事前申し込み

まずは
企業に
出会おう

協議会事務局： TEL 098-895-8981  
EMAIL: urizun@acs.u-ryukyu.ac.jp

エントリ―期間：6月3日（月）～6月16日（日）

方法：うりずん＋ホームページ「応募フォーム」

※対象学生は琉球大学、沖縄大学、名桜大学、

沖縄県立芸術大学、沖縄女子短期大学の大学生・大学院生です。

エント
リーを
しよう

フェアは終了しました。
エントリーは

以下QRコードで！

フェア不参加でも
エントリーできます!!



うりずん＋インターンシップは、沖
縄県内学生と企業・団体のためのイ
ンターンシッププログラムです。

これまでに多くの実績があります。

沖縄県内
企業に
特化

協議会事務局： TEL 098-895-8981  
EMAIL: urizun@acs.u-ryukyu.ac.jp

うりずん＋インターンシップは、複
数の大学の合同プログラムです。

他大学の学生と一緒に活動すること
で、就活本番に近い雰囲気のなかで
学ぶことができます。

県内
他大学生
との交流

計2日間の事前研修では、学生の皆さ
んにとって不安なビジネスマナーや、
自己分析・企業研究のセミナーを行
います。

初めてインターンシップに参加する
学生にもぴったりです。

インターンシップ後は、各自の経験
についてのプレゼンテーションを行
います。プレゼンスキルを向上させ
るだけでなく、他学生の発表から
多くの企業について知ることもでき
るチャンスです。

充実した
事前研修

お得な
事後研修

過去に送り出した

県内学生

過去の受け入れ

県内企業

延べ1022名 100社

↓

過
去
の
報
告
ポ
ス
タ
ー
例



対象：琉球大学、沖縄大学、名桜大学、沖縄県立芸術大学、沖縄女子短期大学 全学年

企業・団体名 業種 事業概要
インターンシップ

勤務地 受入学年

日本流通システム株式会社
沖縄支店

IT関連
システム開発／モバイルアプリケーション開発／データセンター

運営
豊見城市 不問

ソニービジネスオペレーションズ株式
会社

IT関連 ソニーグループ会社からの事務業務の受託および事務代行 南城市 不問

株式会社てぃーだクラウド IT関連
ネットワークIT事業/データセンター事業/SaaS IaaS クラウド事業
/IT コンサルティング事業/IT コーディネーター事業/ソフトウェア

開発事業
浦添市 不問

株式会社ｏｋｉｃｏｍ IT関連
■システム開発：ＧＩＳシステム、基幹システム開発 等 ■ユー

ザーサポート：官公庁、建設業、一般企業 ｅｔｃ
宜野湾市 不問

社会福祉法人トゥムヌイ福祉会 医療・福祉
就労分野：障害者の就労支援業務全般 児童分野：障害児の

療育・児童クラブ
糸満市 不問

社会医療法人 友愛会 医療・福祉 医療・福祉・介護 豊見城市
短大2年
大学2,3,4年
大学院1，2年

株式会社ロワジール・ホテルズ那覇 飲食・宿泊 ホテル業 那覇市
短大2年
大学3，4年
大学院不問

前田産業ホテルズ 飲食・宿泊 ホテル業 本部町・名護市
短大不問
大学3，4年
大学院不問

ヒルトン沖縄北谷リゾート&
ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リ

ゾート
飲食・宿泊 ホテル運営 北谷町 不問

生活協同組合
コープおきなわ

卸・小売
◇組合員対象の総合事業 協同購入事業、店舗事業、くらしの

サポート事業、共済事業

名護市、うるま市、浦添
市、西原町、豊見城市、

沖縄市、那覇市
不問

株式会社りゅうせき 卸・小売 石油製品等の卸・小売業・ホテル飲食事業・不動産関連事業 浦添市 不問

三井住友海上火災保険
株式会社

金融・保険

1.損害保険業 保険引受 資産の運用 ２．他の保険会社の保険
業に係る業務の代理または事務の代行 ３．債務の保証 ４．投資
信託の販売業務 ５．確定拠出年金の運営管理業務 ６．自動車

損害賠償保障事業委

那覇市 不問

株式会社琉球銀行 金融・保険
普通銀行業務（預金・融資業務、コンサルティング業務、国際・証
券業務、投資信託販売業務、証券仲介業務、個人年金保険の

窓口販売業務、他
那覇市・本島内

大学2，3年
大学院1年

日本トランスオーシャン航空
株式会社

航空・海運・陸
運

1. 定期航空運送事業及び不定期航空運送事業 2. 航空整備事
業 3.その他の事業

那覇市
大学3年
大学院1年

シェラトン沖縄サンマリーナ
リゾート

サービス リゾートホテル運営 恩納村 不問

株式会社コーカス サービス
・SuiSavon -首里石鹸-（店舗・EC） ・Customer Impression Lab

（コールセンター運営、CRM企画マーケティング）
那覇市 不問

株式会社ファーマーズ・フォレスト サービス
[拠点運営事業][農業事業（認定農業者登録法人）] [地域プロ
デュース事業] [地域商社事業] [着地型旅行・ツーリズム事

業][ブルワリー事業] [コンサルティング事業] 
うるま市・大宜味村

大学3年
、短大1年

一般財団法人健康科学財団
もとぶ元気村

サービス
ホテル運営、体験施設運営、健康増進プログラムの実施、イルカ

セラピープログラムの実施
本部町 不問

★各企業のインターンシップ情報詳細はうりずん＋HPから確認できます。



企業・団体名 業種 事業概要
インターンシップ

勤務地 受入学年

株式会社沖縄ソフトウェア
センター

IT関連
業務用システム開発、組込みソフトウェア開発、テス

ト検証業務、研究開発、育成事業
うるま市

短大2年
大学3，4年
大学院不問

株式会社テラ・ウェブクリエイト IT関連 クラウドソリューション事業、RPA事業 浦添市 不問

ユーマーク株式会社 IT関連 ソフトウェア検証サービス ソフトウェア開発サービス うるま市、那覇市 不問

株式会社国建システム IT関連
システムの企画・提案から業務形態に合わせてカス
タマイズできる柔軟なシステムを開発し、官公庁・民

間向けに販売しています
那覇市 不問

トランスコスモス株式会社 IT関連
アウトソーシングサービス（自社で行うには難しい業
務を、専門知識や専門ノウハウを持った会社が代

わって行うサービス）
那覇市 不問

全研本社株式会社沖縄オフィス IT関連
コンテンツマーケティング事業／メディア事業（求人・
広告）／SEO事業／婚活支援事業／システムソ

リューション事業／海外IT人材紹介事業
那覇市

短大1，2年
大学3，4年
大学院不問

株式会社ヤブサチ 飲食・宿泊 飲食業（カフェ）、小売業（雑貨） 南城市 不問

株式会社碧 飲食・宿泊
レストラン経営による飲食・接客業 「鉄板焼ステー
キレストラン碧」「しゃぶしゃぶ紺kou」「おきなわ赤鶏

とあぐーのお店 とりひろ」の運営
那覇市 不問

株式会社沖縄メディコ 卸・小売 医療機器の総合商社 浦添市 不問

株式会社沖縄銀行 金融・保険 普通銀行業 那覇市
短大1，2年
大学1，2，3年

株式会社沖縄債権
回収サービス

金融・保険
債権管理回収業 ※「債権管理回収業に関する特別

措置法」に基づく
那覇市

短大・大学院 不問
大学 2，3年

あいおいニッセイ同和損害保険株式
会社沖縄支店

金融・保険

１．損害保険事業①保険引き受け②資産運用 ２．
三井住友海上あいおい生命保険および日本生命保
険の生命保険業務に係る業務の代理・事務代行 な

ど

那覇市 不問

株式会社光貴 サービス
auショップ、UQスポット運営、ソリューション事業、ブ
ライダル施設「ヴォヤージュ ドゥ ルミエール」運営、ド

レス・衣装レンタル、旅行事業
本島内 不問

株式会社ホット沖縄 その他
人材派遣事業・芸能マネジメント事業・建設不動産事

業・物流事業
那覇市 不問

独立行政法人
日本貿易振興機構（JETRO）
沖縄貿易情報センター

その他
県産品の輸出促進、県内企業の海外展開支援、外

国企業の誘致など
那覇市 不問

全保連株式会社 その他 家賃債務保証及び賃料管理リクスヘッジ業務 那覇市 不問

南西石油株式会社
電気・ガス・熱・水

道
油槽所の運営（原油及び石油製品の保管並びに管

理他）
西原町 不問

株式会社琉球新報社
マスコミ・広告・出

版他
新聞製作 那覇市 不問

株式会社アカネクリエーション
マスコミ・広告・出

版他

交通広告/各種メディア広告/EB企画・制作/MICE ｲ
ﾍﾞﾝﾄ、ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ、学会に係る企画・運営/看板企画
制作、大判出力/PR、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞﾘｻｰﾁ/ﾓﾉﾚｰﾙ広告

掲出、管理

那覇市 不問

対象：琉球大学、沖縄大学、名桜大学、沖縄県立芸術大学、沖縄女子短期大学 全学年

★各企業のインターンシップ情報詳細はうりずん＋HPから確認できます。



企業団体 業種 事業概要
勤務地

※

受入学年

新光産業株式会社 卸・小売業

電気機器（照明器具・配線器具等）空調機
器、通信機器（エアコン・アンテナ・エネル
ギーマネジメントシステム等）、住宅設備機
器（システムバス・キッチン等）の販売

那覇市 不問

株式会社ケーエスジャパン
沖縄支社

IT関連
システムインテグレーション、システムコン

サルティング
那覇市 不問

株式会社琉球ホテルリゾート那覇/
ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城

飲食・宿泊業 観光ホテル、レストラン、各種宴会 那覇市 不問

EY税理士法人 その他 税務コンプライアンス業務 那覇市 不問

琉球海運株式会社 航空・海運・陸運業
海上運送事業、貨物利用運送事業(第1種

および第2種)、不動産の賃貸
那覇市 大学3年

独立行政法人 国際協力機構
沖縄センター（JICA沖縄）

公務（国家・地方）

JICAは日本の政府開発援助(ODA)を実施
する独立行政法人。当センターは途上国研
修員の受入、県内企業・自治体・NGO等提
案の途上国支援のサポート、青年海外協
力隊等の募集、県民への開発教育等を実

施。

浦添市 不問

★各企業のインターンシップ情報はうりずん＋HPから検索してください

対象：琉球大学、沖縄大学、名桜大学、沖縄県立芸術大学、沖縄女子短期大学 全学年


