平成29(2017)年度 卒業生の主な就職内定先(平成30年5月1日付)
公務員関係
うるま市役所
浦添市消防本部
沖縄県立学校事務
沖縄県警察本部
沖縄県公立学校教員

沖縄県市町村立学校事務
沖縄国税事務所
沖縄総合事務局
沖縄地区税関
宜野湾市役所

株式会社ダンク
株式会社チチカカ
株式会社トーホーキャッシュアンドキャリー
ＣＴＭ株式会社
ＪＲ九州ドラッグイレブン株式会社
Ｔ・Ｅ・Ｃ株式会社
アイウェイズコンサルティング株式会社
アイル・パートナーズ株式会社
いちご株式会社
一般財団法人 日本ボディセラピスト協会
オイシックスドット大地株式会社
カネボウ化粧品販売株式会社
株式会社Ｅｉｇｈｔ
株式会社ＫＤＤＩウェブコミュニケーション
株式会社ＫＤＤＩエボルバ
株式会社ＬＡＶＡ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
株式会社Ｌｉｖｅ Ｓｙｍｐａｔｈｙ
株式会社Ｎ＆Ｙホールディングス
株式会社ＰＡＬＴＡＣ
株式会社ＳＴＡＲ ＣＡＲＥＥＲ
株式会社ＴＤモバイル
株式会社アイティーオー
株式会社アウトソーシング
株式会社アウトソーシングテクノロジー
株式会社アクロビジョン
株式会社アズノゥアズ
株式会社アダストリア
株式会社アットマーク・ソリューション
株式会社アルビオン

株式会社イー・ケア
株式会社イーエフユーアドウィス
株式会社イイガ
株式会社イービーエム
株式会社ヴィックスコミュニケーションズ
株式会社エイジェック
株式会社エステート白馬
株式会社エフシーアールシステム
株式会社オンデーズ
株式会社カルク
株式会社ギブリー
株式会社グラフィック
株式会社クロスロード
株式会社ケー・エキスプレス
株式会社ケセラセラ
株式会社コーワメックス
株式会社ゴリップ(ＧＯＬＩＰ)
株式会社ザ・ギンザ
株式会社シード・コーポレーション
株式会社ジェイ・エス・エス
株式会社ジェイ・エス・ビー
株式会社ジェイアール西日本フードサービスネット
株式会社シモセン
株式会社ストライプインターナショナル
株式会社セブン－イレブン・ジャパン
株式会社ぜん
株式会社ダイキエンジニアリング
株式会社たまや
株式会社トヨテック

久米島町役場
警視庁
自衛隊
神奈川県警察
石垣市役所

長野県警察
島尻消防本部
東京消防庁

県外企業
株式会社ネオキャリア
株式会社ネクステージ
株式会社ハウスドゥ
株式会社ハウスプラザ
株式会社ビジュアルリサーチ
株式会社フリーフォームカンパニー
株式会社マイナビ
株式会社まごころ
株式会社ミス・パリ
株式会社ミックコーポレーション
株式会社メーカーズ
株式会社ユーコー
株式会社リグラス
株式会社レイゼクス
株式会社ロイズ
株式会社ワークスタッフ
株式会社ワタリ
株式会社縁
株式会社河合塾マナビス
株式会社橋本
株式会社近畿日本ツーリスト
株式会社武蔵野
株式会社平山
株式会社琉友設備工業
株式会社良和ハウス
ギフト株式会社
社会福祉法人 菊水学園
社会福祉法人 七野会
社会福祉法人 東京福祉会

ディップ株式会社
トランスコスモス株式会社
パーク２４株式会社
パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社
ブルーコンシャス株式会社
マツハヤ・コーポレーション株式会社
メディキット株式会社
ユナイテッド＆コレクティブ株式会社
リズム株式会社
沖縄ツーリスト株式会社
丸三証券株式会社
丸茂電機株式会社
穴吹興産株式会社
三機工業株式会社
三和エステート株式会社
小野田ケミコ株式会社
杉田エース株式会社
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
大和ハウス工業株式会社
大和自動車交通株式会社
東京トヨペット株式会社
東和産業株式会社
二九精密機械工業株式会社
日本サード・パーティ株式会社
日本マニュファクチャリングサービス株式会社
日本橋整形外科クリニック
日本駐車場開発株式会社
半蔵門総合法律事務所

県内企業
サービス業
株式会社ANA沖縄空港
株式会社JALスカイエアポート沖縄
株式会社KPG HOTEL&RESORT
株式会社アイ・ラーニング
株式会社エプコ
株式会社かりゆし
株式会社コロロメソッド発達療育支援センター
株式会社サンレー
株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄
株式会社求人おきなわ
株式会社前田産業
株式会社日産レンタリース沖縄
株式会社碧
株式会社琉球リース
株式会社ＦＭぎのわん
株式会社ＪＴＢ沖縄
株式会社Ｒ ＰＲＯＪＥＣＴ
株式会社ＵＳＥＮ
株式会社アドスタッフ博報堂
株式会社あんしん
株式会社エアー宮古
株式会社エイチ・アイ・エス沖縄
株式会社エブリィワールド
株式会社オー・イー・エス
株式会社オリエンタルリゾートアソシエイツ
株式会社グッドトライ
株式会社クリード沖縄
株式会社ディノス・セシールコミュニケーションズ
株式会社トヨタレンタリース沖縄
株式会社ビジアス
株式会社ビック沖縄
株式会社ブライダルハウスチュチュ沖縄
株式会社やさしい手
株式会社ユニマットプレシャス
株式会社沖縄ハートス
株式会社開邦工業
株式会社丸忠
株式会社国際旅行社
株式会社正広コーポレーション
株式会社宣伝
株式会社琉球光和
PHR沖縄ホテルマネジメント株式会社
ＲＩＺＡＰグループ株式会社
ＳＧホールディングス株式会社
ＷＢＦリゾート沖縄株式会社
一般社団法人 宜野座村観光協会
医療法人 ちゅうざん会
医療法人 和泉会
医療法人一灯の会 沖縄中央病院
医療法人社団輔仁会田崎病院
医療法人緑水会 宜野湾記念病院
エイチアールワン株式会社
オリックス・ビジネスセンター沖縄株式会社
ケン不動産リース株式会社
ザ・テラスホテルズ株式会社

社会医療法人 かりゆし会
社会医療法人 仁愛会
社会福祉法人 トゥムヌイ福祉会
社会福祉法人 ハイジ福祉会
社会福祉法人 育成福祉会
社会福祉法人 海邦福祉会
社会福祉法人 国際福祉会 美さと児童園
社会福祉法人 彩生会
セコム琉球株式会社
トランスコスモス株式会社
ひらく司法書士事務所
フォーモストブルーシール株式会社
沖縄セルラー電話株式会社
沖縄バスケットボール株式会社
沖縄ヤマト運輸株式会社
沖縄ロジテム株式会社
沖縄ワタベウェディング株式会社
沖縄医療生活協同組合
沖縄県農業協同組合
沖縄港運株式会社
沖縄綜合警備保障株式会社
社会医療法人 友愛会
上原正一司法書士事務所
上原忠税理士事務所
西日本高速道路総合サービス沖縄株式会社
全国共済農業協同組合連合会 沖縄県本部
動物病院２２時株式会社
那覇空港ビルディング株式会社
日本トランスオーシャン航空株式会社
日本郵便株式会社
平川司法書士事務所
北谷ホテルアンドリゾート株式会社

卸小売業
株式会社コジマ
株式会社サンエー
株式会社スズキ自販沖縄
株式会社スズケン沖縄薬品
株式会社ダイコー沖縄
株式会社りゅうせき
株式会社沖縄ファミリーマート
株式会社沖縄メディコ
株式会社光貴
株式会社野嵩商会
株式会社琉球補聴器
株式会社琉薬
株式会社アサヒ
株式会社オキジム
株式会社オフィスシステムプロダクト
株式会社薬正堂
株式会社ドラッグストアモリ
株式会社リウボウストア
株式会社佐久本工機
株式会社島袋
株式会社東江メガネ店 南部
株式会社白石
ＭＸモバイリング株式会社

アイティーアイ株式会社
アサヒ化粧品販売株式会社
イオン琉球株式会社
エッカ石油株式会社
ダイキンＨＶＡＣソリューション沖縄株式会社
トヨタカローラ沖縄株式会社
ネッツトヨタ沖縄株式会社
パナソニックコンシューマーマーケティング沖縄株式会社
パナソニックリビング九州株式会社
ホシザキ沖縄株式会社
りゅうせき商事株式会社
沖縄ゼロックス株式会社
沖縄トヨタ自動車株式会社
沖縄トヨペット株式会社
沖縄パナソニック特機株式会社
沖縄ホンダ株式会社
沖縄ヤクルト株式会社
沖縄丸一株式会社
金秀鋼材株式会社
金秀商事株式会社
小野建沖縄株式会社
新光産業株式会社
生活協同組合 コープおきなわ
西日本フード株式会社
南島酒販株式会社
日本テクノ株式会社
琉球日産自動車株式会社

金融保険業
株式会社ＯＣＳ
株式会社おきぎんジェーシービー
株式会社かんぽ生命保険
株式会社フィナンシャル・エージェンシー
株式会社りゅうぎんディーシー
株式会社沖縄海邦銀行
株式会社沖縄銀行
株式会社琉球銀行
ＡＩＧ損害保険株式会社
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
コザ信用金庫
沖縄県労働金庫
三井住友海上火災保険株式会社
全国共済農業協同組合連合会 沖縄県本部
全保連株式会社
大同火災海上保険株式会社

ＩＴ関連業
株式会社ｍｅｄｉｂａ
株式会社ＯＤＮソリューション
株式会社ｏｋｉｃｏｍ
株式会社Ｗｉｚ
株式会社アウトソーシング
株式会社アザナ
株式会社いえらぶ琉球
株式会社エイチームコネクト
株式会社エイブリッジ 沖縄営業所
株式会社エクストリンク
株式会社エヌ・テック・システムズ

株式会社オーシーシー
株式会社おきぎんエス・ピー・オー
株式会社オフィスシステムプロダクト
株式会社サウス・ウインド・システム
株式会社システック沖縄
株式会社タップ
株式会社ネットワーク
株式会社ビーンズラボ
株式会社プロトソリューション
株式会社沖縄エジソン
株式会社沖縄ソフトウェアセンター
株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング
株式会社興洋電子
株式会社那覇データ・センター
株式会社富士通ラーニングメディア沖縄
株式会社琉球ネットワークサービス
ミツイワ株式会社
沖縄テクノス株式会社
沖縄通信ネットワーク株式会社
沖縄日立ネットワークシステムズ株式会社
岸本情報システム(岸本不動産合資会社)
国建システム
日本ビジネスシステムズ株式会社
日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社

その他
有限会社カワバタハウス
有限会社グリーンフィールド
株式会社オカノ
株式会社おきさん
株式会社ニッシンあっとリフォーム
株式会社パラダイスプラン
株式会社ホクガン
株式会社沖縄伊藤園
株式会社近代美術
株式会社金秀本社
株式会社御菓子御殿
株式会社国建
株式会社住太郎ホーム
株式会社渡南エンジニアリング
株式会社琉信ハウジング
オキコ株式会社
沖電企業株式会社
沖縄コカ・コーラボトリング株式会社
沖縄ユーシーシーコーヒー株式会社
沖縄協同ガス株式会社
丸正印刷株式会社
金秀鉄工株式会社
光文堂コミュニケーションズ株式会社
照正グループ
全秀沖縄ピーシー株式会社
大鏡建設株式会社
日本食研ホールディングス株式会社

(ほか順不同)

