令 和 3 年度沖縄 県金融 関連 産業 等人材育成事業

JOB BOOK
in NAGO

2022

JOB BOOK
in NAGO 2022

令 和３年度 沖 縄 県金融 関連 産 業 等人材育成事 業
経 済 金融 活 性化特別地区の企 業 紹介

発

行

令和 3 年度金融関連産業等人材育成事業コンソーシアム
編集・制作
有限会社ビーンズ広告社
発行日
令和４年１月

特定非営利活動法人

ＮＤＡ

株式会社

スプリングナレッジラボ

＊本書記載の写真・記事などを許可なく無断で転写・転載することを禁じます。
＊本書に記載のデータは令和３年12月現在のものです。

令和3年度沖縄県金融関連産業等人材育成事業

「経 済 金融 活 性化特別地区」の

！
企業紹介！

C O N T E N T S
P04

■名護で自分のみらいを見つけよう～名護で働く魅力～
COMPANY FILE

01 株式会社MEDIAFLAG

P08

02 株式会社 ティーダワークス

P10

03 株式会社 スプリングナレッジラボ

P12

04 株式会社 イー・ステート・ラボ

P14

05 株式会社 ソフトウエア・サイエンス

P16

06 トラストコミュニケーション株式会社

P18

07 安藤証券株式会社／美らヒルズ・マネジメント

P20

08 株式会社 進学研究会

P22

09 株式会社ＰＵＲＥＷＯＲＫＳ沖縄

P24

10 NX沖縄イーテクノロジー株式会社

P26

11 株式会社 琉球若草

P28

12 ONE株式会社

P30

13 郵船ロジネット株式会社 名護BPOセンター

P32

14 クオリサイトテクノロジーズ株式会社

P34

15 株式会社沖縄美研

P36

16 サン電通エンジニアリング株式会社

P38

17 株式会社クイックス

P40

18 日本ペイメント・テクノロジー株式会社

P41

19 株式会社ハヤト・インフォメーション

P41

20 株式会社オキット

P41

■名護市情報通信･金融関連企業一覧

P42

-C olum n

-

①地域に貢献
P28
②特区企業で働く人の支援 P30

③ランチはどうしてる？
P32
④企業見学＆企業説明会 P40
NAGO JOB GUIDE

2

「 J O B B O O K in N AGO 」 って ？

名護で自分のみらいを見つけよう

～名護で働く魅力～

「JOB BOOK in NAGO」は、経済金融活性化特別地区（通称：経金特区）の立
地企業のことをより多くの方に知っていただき、学生・求職者の方々の就職の選
択肢に加えていただく事を目的として作成しました。
※沖縄における経済・金融の活性化を図るために創設された経済金融活性化特別地区（沖縄県
名護市）を中心に、金融関連 産業及び情報通信関連 産業の更なる集積や、高度化・多様化の促
進を、人材育成の面から支援する「金融関連産業等人材育成事業」の取組みの一環として作成し
ております。

名護市ってどんなところ？
名護市は沖縄県の面積の約１０％(210.90k㎡)を占め、64,000人が暮らす北部最大の都市で、海と山が織りなす自然豊か
な日本を代 表するリゾートエリアです。市街には、大型総合スーパーや大型ディスカウントストア、24時間営業のスーパー、
ホームセンター、飲食店、カラオケ、ダーツバーなどが充実し、生活にとても便利な街です。

イベント ほかにもNAGOハーフマラソンや全島ハーリー大会など多くのイベントで賑わいます。

名護さくら祭り

名護夏祭り

ツールド・おきなわ

産業まつり

自然
金融・情報通信関連企業を
集積する中核的拠点地区

ビーチ

夕暮れの海

生活環境
経済金融活性化特別地区制度について

なぐ うぇーかた

経済・金融の活性化を図るため「実体経済の基盤となる産業」と「金融 産業」の集積を促進する
もので、名護市が地区指定を受けています。
（ 指定年月日：平成26年4月10日）

大型総合スーパー

大型ディスカウントショップ コワーキングスペース

カフェ

名護市東海岸
（久辺地区）
は北部最大の企業集積地

名護市 公認キャラクター
「なぐ うぇーかた」
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金 融 I Tみらい 都 市を目指 すまちづく
りを進める名護市は、全国唯一の『経
済 金 融 活 性化特 別 地 区 』の指定を受
け 、名 護 市 東 海 岸 にマル チメディア
館、みらい1～5号館を建設し、情報系
32社、金融 系14 社が入 居する北部最
大の企業集積地に発展しました。

NAGO JOB GUIDE
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名護市特区の魅力

～ 情報・金融を中心に多様な企業が活動～

大学・高専と特区企業連携の取組み

AI、システム、データセンター、アプリ、ゲーム、グラフィック、コンテンツ制作、国際貿易業務、教育、企業の重要な業務を

大学・高専と企業が連携して専門性の高い人材育成の取組みを行っています。将来の名護を担う人材を育成します。

特区では、1,000人以上もの人たちがさまざな仕事で活躍しています。

沖縄工業高等専門学校

支えるバックオフィス業務、金融業務、研究機関など、多様な企業が活動しています。

ストレスのない
働きやすい環境

開発・
データセンター

名護市 特 区の最大の特 長は、
綺麗な海が 一望できる東海岸
に 立 地する、自然 溢 れる環 境
に あります。渋 滞 もな いた め
通 勤 で のストレスも ありま せ
ん 。歩 いている人も 笑 顔 であ
いさつしてくれる、とても人に
優しい街なのです。

国際貿易業務

名桜大学

IT人材育成
ゲームアプリ開発
メディアアートの制作
データ解析など

金融人材育成
経営分析論
ベンチャービジネス
経営特別講義など

先輩が語る、名護で働く魅力
ティーダワークス
Ｃ．Ｔさん（ 入社 10 年目：沖 縄 在
住15年目）

ゲーム・
コンテンツ
ゆったり広々した駐車場

web制作
ヤギがお出迎え

久辺テクノフェスタ
毎年11月に特区企 業が出展して行う金融・IT・海洋の最 新技 術や研究に触れる体 験 型イベントです。地 元 住 民 、企 業ス
タッフもみんな一緒に楽しめます。ゲームアプリ体験・プログラミング教室・ドローン操 縦など、各社思い思いの趣向を凝ら
した展示を行っています。子 供たちにも大人気です。名護市マルチメディア館を中心に、普段入れない施設を開放して開催
し、例年延べ8,000人が来場しています。

なぐ うぇーかた
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生まれも育ちも北海道なので、真逆
ともいえる環境の沖縄に強い憧れが
あり、移住をしてきました。
最初は目にする風景も、言葉も、スー
パーで売っているものも…毎日あら
ゆるものに驚いたり感動したりだった
のを覚えています。
今ではむしろ地元の光景のほうが別世界に見えたりもして、
好きで来た沖縄での生活が当たり前になったことを嬉しく
実感しています。
仕事をする環境として、個人的には沖縄はとてもいいです。
沖縄の人は優しいと言われますが、私が一番感じるのは言
葉遣いがとても柔らかい。
初めての職場や業務で不安なとき、
それに何度も助けられました。
他には私が名護暮らしということもあり、ひどい渋滞も、当
たり前ですが雪道運転もない！毎日の通勤でそのストレス
がないことはとても恵まれているのだと感じます。
地方在住のデメリットなく働ける環境が広がりつつあるい
ま、とてもよい環境で働けていると実感しています。

株式会社MEDIAFLAG
人材統括部
N.Mさん (入社5年目)
沖縄県北部生まれ、北部育ちの生粋
の沖縄県民です。
名護は県内でも特に自然が豊かなエ
リアで、休みの日には海に行ったり、
景色を眺めながらドライブしたり、リフレッシュできる環境
なので仕事のオンオフもバッチリです。
人材統括部の業務では沖縄県内のリゾートホテルに人材を
ご紹介しておりますが、県民だけでなく県外の方とも求人の
マッチングもしております。
沖縄県で働きたい！と思ってもらえるように、自分の体験談
を踏まえ、沖縄の魅力を伝えることが出来るよう工夫を凝ら
しており、移住を決意する後押しが出来たとき、思わずよし！
とガッツポーズしちゃいます！

株式会社イー・ステート・ラボ
課長
F・Nさん（入社4年目）
名護生まれ名護育ちでしたが大学から市外に出て、社会人
になってからは東京、中国、大阪と県外や国外で働く機会が
ありました。
地元を出ると地元の良さ、国外に出ると日本の良さがわかる
と聞きますが、私も同じで生まれ育った土地の良さを改めて
感じ、実家のある名護に腰を落ち着けることにしました。
30歳手前で名護に戻ってからは県外に本社を持つ特区内の
企業でずっと働いています。
何社か経験しましたが、
共通して
感じるメリットは本土並みの環境で働くことができる点です。
求められるスピード感、得られる情報の鮮度、コミュニケー
ション力など、県外で働いていた時と変わらない学びと充実
感があります。
ただ、一歩会社を出るとのんびりした名護の風景は変わらな
いので、通勤やプライベートもあくせくすることなくおだや
かに過ごしています。
県外の企業で勤めてUターンもしくはIターンを検討される方
はもちろん、学生卒業後に県外に出ようか迷っている学生に
とっても県外と同じような環境を、生まれ育った県内で得ら
れる貴重な地区だと思います。
ぜひ一度、特区内企業の求人や会社説明をチェックしてくだ
さい。

NAGO JOB GUIDE
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C O M PA N Y
FILE

01

仕事内容

株式会社 MEDIAFLAG
設

立／2012年10月3日

売上高／256,727,325円 （令和元年）
代表者／川上 友 （カワカミ トモ）
社員数／31名（正社員：28名）
住

所／名護市字豊原224-3
名護市マルチメディア館1F

お問合わせ／0980-50-0144（代表）

事業内容
◆BPOサービス
クライアント企業に代わって電話をかけるアウトバウンドコー
ル、商品の注文やサービス加入に際する問い合わせなどお客
様からの入電対応をするインバウンドコールを行う「コールセ
ンターサービス」。付随して販売促進や新商品告知などのキャ
ンペーン時におけるお問い合わせや応募、当選案内から配送
などのお客様対応を一括でおこなう、キャンペーン事務局も
行っています。また、紙媒体などで送られたもののデータ入力
や、エクセルで作成した入力フォームのデータを専用システム
へ転記する入力代行など、データ打ち込みの業務も行ってお
ります。
また、全国にてインパクトホールディングスグループが実施す
る【覆面調査】
【 店舗巡回】
【 推奨販売】のコントロールセン
ターを沖縄で一手に担い、スタッフの選定や、調査や巡回レ
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ポートの確認等を行っております。
創業10年で培ってきたノウハウを活かし、グループ企業以外の企業様
のオフィスワーク支援を行っております。
◆人材派遣・紹介サービス
2018年 4月にリゾートバイトに特 化したマッチングサイト『Resor t
Channel』をオープンし、求職者の“働きたい”と求人の”働いてほしい”
をマッチングするサービスを行っており、沖縄県を中心に全国のホテル
を始めとする宿泊観光施設への派遣・紹介を行っています。
◆フィールドソリューション
「ITと人」をテーマに、ラウンダー・マネキン・販売員のスタッフをマッチ
ング、店舗運営やPOP什器製作、ノベルティ製作、ロジスティックス等、
店頭販促支援サービスをワンストップで提供しております。
また、覆面調査をはじめ、出口調査、コンプライアンス調査等、ニーズに
合わせた調査メニューを提供しており、
「 日本のおもてなしを世界へ」
をテーマに、現地企業の業務支援コンサルティングも展開しております。

経営理念
社会性ある事業の創造

社会 性ある事 業とは、従 業員の幸せを追求すること、世の中の役
に立つ仕事をすること。
従業員の幸せとは、社会貢献を実感し、自己成長を続けつつ、対価
としての報酬を得ること。
世の中の役に立つ仕事とは、顧客の期待を超える感動サービスを
提供し、社会に活力を与えること。

<社会性ある事業の創造を体現していた
だきます>BPOサービスやリゾートバイト
などの人材派遣サービスを展開しており
ます。 BPOサービスでは主にコールセン
ターの設計組み立てから、実際の電話対
応、最終結果のご報告を行っております。
クライアント企業に代わって電話をかけ
るアウトバウンドコール（架電業務）では、
休眠顧客（ユーザー）の掘り起こしや定
期購入転換時のアップセルなどを提案、
サービス利用者や購入者に対するヒアリ
ングコールなどのテレマーケティングを
行っており、
インバウンドコール（入電業
務）では、商品の注文やサービス加入に
際する問い合わせなど、お客様からの入
電への対応、カスタマーサポート、テクニ
カルサポート等を行っております。人材派
遣・紹介サービスでは、求職者とホテル
を始めとする宿泊観光施設や沖縄県内
企業とのマッチングを行っております。人
手不足や求める人材を探している企業へ
の営業活動と、求職者を募るための活動
の2つが主な業務となります。全国から求
職者を募るため、独自サイトの運営、求人
掲載やブログ記事作成、SNSへの投稿、
WEB広告なども全て自社で運用していま
す。求職者が沖縄に来たいと思ってもら
えるよう、沖縄の魅力をアピールしてもら
います！
また、全国で実施される覆面調査や店
舗巡回を登録スタッフに依頼し、実際に
お仕事を嫉 視するまでの教育や業 務
フォロー、専用システムを活用した業務
進捗などの管理を行って頂きます。また、
スタッフが行った調査や巡回レポートの
整合性チェックや文字校正を行い、クラ
イアント様への報告書を作成いただきま
す。
そのほか複数のサービスを展開しており、
ＢＰＯ業務、
コールセンター運営、人材採
用マッチング、
など多岐に渡ったサービス
を展開しているため、自己成長を身近に
感じることが出来ます。

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み
「売場を元気に、日本を元気に、そし
て世界を元気に！」をテーマに企業・
店舗が持つ接客や販促の課題解決の
お手伝いを行っています。昨年 8月に
「MEDIAFLAG」へと商号変更を行っ
てからは 福 岡 オフィスを開 設し、沖
縄・九州をメインとして以前より行って
いたリゾートバイト特 化の人材 派 遣
サービス『ResortChannel』に加え、
事務職などのオフィスワークや工場等
でのお仕事等幅広くご紹介することが
可能となりました。特に近年ではコー
ルセンタースタッフの需要が高まって
おり、沖縄・九州エリア内での募集を
積 極的に行っておりますので地 域活
性化に携わっている事を実感できます。
また、新しい事に挑戦する環境が整っ
ているので業務を通して自己成長を感
じることが出来ます。

社員やスタッフ・
職場環境について
平均年齢32歳。男女比はおおよそ
6:4で構成されており、業界未経験
の社員が大半を占めております。オ
フィスはパーティションなどで仕切
りを設置せず一つのオフィスで日々
業務を行っております。また、人柄
重視で採用していることもあり、
困っているメンバーがいると、全社
員でフォローすることもあります。
また、全国にグループ企業を展開し
ており、毎朝全グル―プで行う朝礼
なども特徴的です。

雇用形態や
働き方について
主な雇用形態は、正社員またはアルバ
イトです。
フルタイムや時短勤務など、働き方に
ついては入社時に話し合いの上、決定
しています。
基本的には土日・祝日・年末年始がお
休みですが、業務によっては交代制で
出社になる場合もあります。慶弔休暇、
有給休暇などの制度も整っています。

求める人材像
必要な資格などは一切ありません。
スキルや経験、学歴、職歴よりも人
間性を重視しています。業界未経験
やPC初心者で入社したメンバーも、
積極的に業務に取り組むことでメキ
メキと力を付け、活躍しています。
事業内容や経営理念に共感していた
だける方、また一緒に考え行動に移
していただける方など募集中です！
共にMEDIAFLAGの歴史を創造して
いきましょう！

入社希望の皆様へ
社員同士の関係が良い意味でフラッ
トなので、自分が発案したことが会
社の主軸サービスになることもあり
ます。自分の考えが業務改善に繋が
る事例も多くやりがいを感じられま
す。また、グループ全体が成長志向
の企業なので、新しい仕事をする機
会も多くあります。取引先のクライ
アントも有数あり、業務内容もさま
ざまなため、新鮮な気持ちで楽しみ
ながら色々な経験を積むことができ
ます。チャレンジ精神のある方、行
動力のある方は大きく成長できます。

ぜひ伝えたいこと
弊社は10年目の会社です。今後の20
年・30年を一緒に会社を創っていく
方を募集しています。もちろん未経
験者大歓迎です。現社員も未経験か
ら役職がついている社員が多くいま
す。スタッフ同士和気あいあいとし
ており、部署隔たりなく助け合いな
がら対応する場面が多い為、みんな
で味わう達成感もひとしおです！会
社見学も可能ですので、希望の方は
いつでもご連絡下さい！お待ちして
おります！

NAGO JOB GUIDE
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C O M PA N Y
FILE

02

仕事内容
ケータイコミックの加工・編集、
ゲームの企画・立案・制作、
スクリプト制作、イラスト制作、
モーション制作、動画広告制作・シ
ステム開発

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み

2022年1月撮影

皆笑顔で！今年も新卒６名増員予定！！

株 式 会 社 ティー ダ ワー クス
設

立／2006年10月

売上高／3億1,000万円
代表者／代表取締役 渡辺 嘉明
社員数／76名
住

所／名護市字豊原221番地38 みらい5号館

お問合わせ／
電

話：0980-55-3027

メール：info@tida-works.jp
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事業内容
ケータイコミック制作事業／アプリ制作支援事業／イラスト制作事業
／２Ｄモーション制作事業／アプリ・システム開発事業

経営理念

社員やスタッフ・
職場環境について

ティーダワークスの使命は

「コンテンツビジネスに不可欠な下支え」を

強い意志をもって行い続けることです。
どれだけシステムやAIが進歩しても『人 』が介在するコンテンツの
方が温かいと考えて皆に届けていきます。

みんなでお菓子づくり！
NAGO JOB GUIDE

単に下請け業務ではなく、大手企業
との協業体制により、有名タイトル
の制作依頼を継続的に受注していま
す。
自身が手掛けたものが世に出るとい
うこと、さらにユーザーに評価され
る楽しさや嬉しさは格別です。
有名タイトルが多いこともあり、沖
縄でもテレビCMを目にする機会も
多く、励みになります。
ゲームの企画・立案はもちろん、自
社発案件、受注案件を問わず、また
ベテラン・新人関係なく誰にでも挑
戦するチャンスがあります。やる気
があり真剣に取り組み、最後まで成
し遂げる人がアサインされることが
多いです。

名護本社所属の社員数は76名ですが、
今後も毎年5名～10名の増員を計画
しています。
男女比は1:3程で女性多く、年齢範
囲は10代～50代となっています。既
婚女性、お子様がいる方にとっても
働きやすい職場環境づくりを心がけ
ており、女性が活躍できる会社、ま
た長く勤めていただける会社と自負
しています。

雇用形態や
働き方について
基本的には週休二日の正社員雇用形
態となっておりますが、リモート
ワークや短時間就労も行っておりま
す。
コロナを切り抜けるためテレワーク
化したことで、台風などの出社困難
時にも対応できる術を得たのは大き
な副産物でした。
会社をとりまく状況や働く方の求め
に応じ、柔軟に対応しています。

求める人材像
素直に、真面目に一生懸命、長期間
お仕事していただける方であれば前
向きに採用検討します。
社内業務は全てPC操作が絡みますの
で、PC操作に長けた人材の方がベ
ターではあります。

入社希望の皆様へ

若手社員から
「とても仲が良く楽しい雰囲気だと
思います。先輩方も笑顔で話しかけ
てくださるので、入ったばかりの不
安な気持ちもすぐに無くなりました。
実際に働いてみて、最初は仕事への
不安が大きかったですが、先輩方が
丁寧に優しく指導してくださったの
で、不安も減り、楽しく働くことが
出来ています。
今後は仕事のミスを減らしていきな
がら、色んな仕事ができるよう今ま
で以上に積極的に頑張っていきたい
です！」
「社内は落ち着いた雰囲気で、仕事
に集中しやすい環境です。先輩方も
優しく、質問しやすいため安心して
仕事に取り組むことが出来ています。
自分の好きなものを仕事として携わ
れることがやりがいで、好きな作品、
または知っている作品に携わったと
きは毎回『この仕事をして良かっ
た！』と嬉しい気持ちになります。
頑張りたいことは、チーム内で掲げ
られている目標をこなすことと、後
輩が来ても先輩として胸が張れる程
に成長することです！」

仕事の内容・性格上、入社する方は

ほぼ未経験者です。だからこそ、業
務指導経験を有している先輩たちが
シッカリと新人さんへ指導していき
ますので、一定の研修期間を経るこ
とで仕事を覚えることができます。
ですから、自分に出来るのか？とい
う心配をする必要もありません！
やってみたい！と思ったら、まずは
ご応募ください。

2021年度高校新卒を代表して

今年の高校新卒!?
NAGO JOB GUIDE
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仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み

雇用形態や
働き方について

ソフトウエア開発業務は、ソフトウ
エアを実際に作る（プログラミン
グ）業務だけではなく、さまざまな
業務が存在します。よって、必ず自
分にあった業務を見つけることがで
きるはずです。また、開発に関わる
スキルは汎用的なスキルであること
から、今後の仕事の幅を広げること
に役立 ちます。
当社では、IT業務の未経験者を育て
て、戦力化し業務を行なっておりま
す。やる気さえあれば、IT業務未経
験であったとしてもスキルアップ可
能な環境を提供できていると思いま
す。

現在、当社には正社員12名、パート
社員が１名在籍しています。仕事内
容にも記載したように、ソフトウエ
アの品質管理／テスト業務を行ない
ながら並行して開発の研修を行なっ
ています。基本的には、計画的に仕
事を行いお互いの仕事をサポートし
ながら、極端な残業が発生しないよ
うに仕事をしています。もちろん、
沢山働いて、集中的に仕事覚えたい
場合には、残業を行なうをこともあ
ります。社員それぞれのシチュエー
ションに応じた働き方が可能です。
また、子育て中の社員がお子さんの
対応のために急な勤怠の変更（休
暇、遅刻、早退など）も社員同士で
自然にカバーして仕事をしており、
子育て中の社員にとっても働きやす
い環境です。
転勤については、基本的にはありま
せん。ただし、親会社は東京、関連
会社がベトナム（ホーチミン）にあ
りますので、いろいろな場所で挑戦
したい方にも対応が可能です。

株 式 会 社 スプ リン グ ナレッ ジ ラ ボ
設

立／2015年8月11日

代表者／矢島 洋一郎
社員数／12名
住

所／名護市城1-22-9

お問合わせ／0980-52-6065
経済金融活性化特別地区 認定企業

事業内容
ソフトウエアの品質管理・テスト業務
金融システムの品質管理やテスト業務を行っています。また、親会社
（東京）や関連会社（ベトナム）と共に自社システムの開発をしていま
す。
教育セミナー事業
沖縄県北部地域に人が集まり、働き続けるためには、どのようなことが
必要なのかをテーマに、自治体や学校(小学校～大学まで)と連携した
教育や人材育成の事業を展開。
「なごらぼ」ブランドで、 大人から子ど
もまで幅広くITをキーワードに ワークショップを実施しています。例え
ば、北部地域の小学校では、プログラミングの出前授業や授業支援を
行い、子どもたちが楽しみながらプログラミングやＩＴを学ぶことをサ
ポートしています。

経営理念
「自立した人を育てること」
「沖縄発のサービスを生み出す
こと」。独りでソフトウエアを生み出せるエンジニアを育てる
ことで、これを実現します。
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社員やスタッフ・
職場環境について
当社はIT業務未経験者で入社した社
員、女性社員が多い職場です。また、
子育てをしている社員も多くいます。
小さな会社なので、社員同士がお互
いの状況を理解し、サポートしなが
ら仕事をしています。フラットで働
きやすい職場です。
オフィスは、名護市街地の城十字路
のすぐ近くにある一軒家を改装した
アットホームなオフィスです。オ
フィスの外観を飾る花や植物を育て
たり、オフィスを清潔に保つメンテ
ナンスは社員が行っています。

求める人材像
やる気のある人。自分なりのキャリ
アプランを考えて、継続的に仕事を
していく気持ちがある人。

入社希望の皆様へ
今、自分に「何ができるか」で仕事
や会社を選ぶのではなく、「何がし
たいか」で選んで欲しいです。

ぜひ伝えたいこと
当社が運営する「なごらぼ」では、
「就労希望者の経済的・精神的な自
立をサポートする」、そのために
「働くことへの見えないハードル下
げる」をコンセプトに、いろいろな
人たちの就労支援を目的としたセミ
ナーやワークショップを開催してい
ます。さらに、子ども向けのプログ
ラミング講座（イベント）も開催し
ています。また、2021年3月にコ
ワーキングスペースもオープンし、
ITに関する勉強やリモートワーク等
でご利用いただけます。
なごらぼ Webサイト
https://www.nagolab.com/

なぐ うぇーかた

NAGO JOB GUIDE
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株 式 会 社 イー・ステ ート・ラ ボ
設

事業内容

立／2018年1月

売上高／1億1,600万円 （2021年度見込み）
代表者／吉田 哲也
社員数／13名
住

所／名護市豊原224-3

お問い合わせ／0980-43-5910
経済金融活性化特別地区

認定企業

不動産ビジネスを中心にWebプロモーション、Webサイト構
築・運営、CRMソリューションなどのサービスを提供する、
（株）イー・ステート・オンラインをサポートする役割を担っ
ています。
具体的にはWeb広告（リスティング広告、ディスプレイ広告）
などの入力業務を行っています。皆さんが普段使っている
Yahoo・Google・Facebook・InstagramなどのWeb広告原
稿、画像の入稿や、広告がクライアント様のサイトに掲載され
ている内容と相違がないか、などのチェックも行っています。
更に2020年からはデータ処理、レポート作成など、事業内容を
随時拡大中です。

経営理念
MISSION

お客様の信頼と付加価値の創出を追求し、
人材育成を通じ地域社会に貢献すること

VISION

お客様が直面する課題に、優秀なチームワークと IT 技術で応え、
地域のリーディングカンパニーを目指します

VALUE

I( インタレストを )T( 大切にする ) 企業
チーム、チャレンジ精神、誠実な心を大切に
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仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み

雇用形態や
働き方について

ITやWeb、情報処理サービスと聞く
と難しそうなイメージを抱きがちで
すが、 基本的にはパソコンを使った
仕事です。必然的にエクセルを使用
することが多くなりますので、関数
やピボットテーブル、かんたんなマ
クロなど効率化につながる方法を自
分で考える楽しみがあります。自分
の知識にある何を、どう使うか、あ
るいは組み合わせてみようか、と
いったひらめき次第で業務が育って
いくところにちょっとした達成感が
あります。また対応したお客様から
「ありがとう」といった言葉をも
らったときの嬉しさは格別です。
Web広告の中でも不動産業界に特化
しているのはノウハウも含めて強み
です。そして親会社の安定性や大企
業に近い各種制度を取り入れている
のも当社の魅力のひとつです。

雇用形態は2種類で正社員と契約社
員、勤務時間は原則9時～18時のフ
ルタイム勤務になります。繁忙期、
月末月初や急ぎの仕事がある時は残
業を行いますが、普段は定時退社。
業務が少ない時には16時以降の早帰
りも認めています。当初は契約社員
からのスタートになりますが、本人
の頑張り次第で正社員への登用もあ
ります。
まだ新しい会社ですので、今後業務
が増えていくに従って管理職のポジ
ションなどもあらたに必要になって
くる可能性もありますし、未経験入
社の方であっても、日々の業務や研
修などでしっかりスキルを磨いてい
ただければ、キャリアアップの可能
性も十分にあると考えています。

入社希望の皆様へ
Web業界や、Web広告が好き・興味
がある方は、是非企業説明会に参加
されることをお勧めします。そこで
実際の仕事や雰囲気など様々なもの
を感じて頂き、その後に応募するか
どうかを検討頂ければと思います。
希望者には企業説明を１名から行っ
ていますので是非気軽にお電話・
メール等でお問い合わせください。
企業説明は対面、オンライン共に対
応可能ですので、当社までお越しに
なれなくてもご都合のよい日時で実
施できます。

求める人材像
社員やスタッフ・
職場環境について
当社は平均年齢31歳（19歳~40歳）、
住んでいる場所も地元名護だけでは
なく、北部や中部など幅広く、UI
ターン者も約半数を占めています。
また上下の壁がなくアットホームに
働ける職場です。有休推奨や早帰り
デーなどプライベートや家族を第一
に考えていただき、用事ができた場
合は、管理職含め全体でカバーをす
るチーム体制を整えるようにしてい
ます。
2020年からは在宅勤務も取り入れて
おり、自宅で仕事をしながらたまに
出社というスタイルも定着してきて
いますので、ワークライフバランス
はとりやすい職場環境だと思います。
例えば繁忙期や教育など出社が必要
な時には出社、通常期は自宅で仕事
をしながらなど生活の効率化を図る
ことも可能です。

まずWeb業界や、Web広告が好き・
興味がある、そして自ら考え判断行
動が出来る方。
現状維持より何か変えていきたい、
そのために新しいチャレンジをして
いきたいという方を求めています。

企業理念の価値観に「I（インタレス
トを）T（大切にする）企業」とあ
りますが、日々進化し変わっていく
この業界では、変化を恐れずに主体
的に行動することがとても大切です。
2020年急激にオンライン化が進んだ
ように広告業界でも、自分たちが変
わらなくても環境がどんどん変わっ
ていきます。まずは先輩から業務を
教えてもらいながらスタートしてい
きながらも、いずれは自分の足で歩
けるようなってほしいと考えていま
す。

ぜひ伝えたいこと
当社は2018年7月に開業した新しい
会社です。立ち上げスタッフ全員が
未経験からスタートしましたが、今
では全員がプロとして一線で活躍し
ています。皆さんも、少し前まで同
じスタートラインに立っていた先輩
たちと同じように学んでいくこと
で、確実に成長し、活躍できるよう
になると信じています。
Web・広告業界は日々変化、進化を
続けています。広告を見ているだけ
のユーザーにはわからない、Web広
告の裏側に触れてみませんか？最新
のITを沖縄に住みながら、体験し仕
事に出来る。それが当社の魅力です。
2021年には新卒二期生も迎えて会社
の成長を更に加速させています。
そして今後の事業拡大に伴い必
要となるポストも増えていきます。
成長企業で皆さんの力を発揮してい
きましょう。
NAGO JOB GUIDE
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株 式 会 社 ソ フトウエア・サイエ ンス
設

事業内容

立／1972年11月

売上高／23.7億円（2021年３月期）
代表者／代表取締役社長

三島 優巳

社員数／171名（うち沖縄AMOセンター5名）
住所／名護市字豊原224番地3
名護市マルチメディア館
お問合せ／0980‐55‐3669

〇ITコンサルティングサービス
〇ソフトウエア受託開発
（流通 業向けＷｅｂ店舗システム開発・ショッピングポイント移行シ
ステム開発・鉄 道会社向け運転計画支援システム開発・エレベータ
遠隔監視システム開発・ビル監視システム開発など）
〇パッケージソフトウエア開発・販売
（ソフトウエア品質検査システム ※自社パッケージ 開発販売、デジ
タル採点システム ※模試会社との共同開発パッケージ 開発販売な
ど）

仕事内容

雇用形態や
働き方について

沖縄ＡＭＯセンターでは、主に株式
会社ソフトウエア・サイエンスの教
育事業に従事し、デジタル採点シス
テム「ＳＧＳ」の開発・保守・運用
やＩＴインフラの管理、学校向け
サービスの創出拠点として事業拡大
に向けての営業活動などを行ってい
ます。

雇用形態は正社員。休日は土日祝日
完全週休二日制。有給休暇に加えて
特別休暇、年末年始休暇、会社指定
有給休暇、リフレッシュ休暇などが
あります。そのほか退職金制度、持
株会制度、財形貯蓄、福利厚生シス
テムの利用や育児休暇制度、在宅勤
務制度を活用できます。

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み

求める人物像は
いろんな個性の人！

エンドユーザーにとても近い距離で
システム作りやシステムの改善を行
うので、自分たちの思いとユーザー
の声を直接業務に反映することがで
きやりがいを感じられます。また、
上流工程に重きを置いた指導・教育
を行います。

4番バッターだけ集まっても野球
チームは勝てません。ソフトウエア
も同様でいろんなキャラクターの人
達が集まり組織を構成して作ってい
ます。お客様に使いやすいシステム
を作る時に技術者だけで開発を行っ
てしまうと、プロの先入観により難
しいものに仕上がり、コンピュー
ターになれていない人が使いづらい
ものになってしまうからです。必要
なのはお客様に寄り添った発想やア
イディアです。

社員やスタッフ・
職場環境について

入社希望の皆様へ
当社ではシステムエンジニア（新
卒・既卒）、ソリューション営業
（既卒）を募集しています。
新卒の方には入社後３ケ月間の新入
社員研修を受けていただきます。そ
の後のＯＪＴにより理系・文系問わ
ず活躍できます。ＩＣＴを活用した
新しい学校教育に興味のある方、
チャレンジしたいことがある方、大
歓迎です。

なぐ うぇーかた

現在沖縄ＡＭＯセンターには5名の
社員が勤務。テレビ会議システムを
使い、東京・大阪のメンバーとコ
ミュニケーションをとりながらプロ
ジェクトを進めています。役職者に
対しても「さんづけ」で呼び、風通
しがよいのが特長です。

〇システム保守・運用

経営理念
「お客様とともに考え、行動し、解決する。」
世界で活躍するお客 様のＩＣＴを弊 社オリジナルの短 期開発品質
ソリューション（ＰｍＳＱＥＴｓ）を駆使して、企 画から開発・保守・
運用までお客様に寄り添ったシステムを提供しています。
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仕事内容
ICTインフラ：ネットワーク構築
保守運用：ネットワークシステムの
監視、異常時の対応
通信コンサル：お客様のヒヤリング
に基づいた技術的・予算的な解決策
の提案
AI/RPA/IoT：センサーやネット
ワークを使い、業務の効率化や問題
解決をお手伝い

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み

トラストコミュ ニ ケ ー ション 株 式 会 社
設

売上高／5億8,800万円
代表者／代表取締役 松田 穣
社員数／33名（2021年12月末現在）
住

事業内容

立／2011年4月

所／名護市字豊原221番地38
みらい５号館105

ＩＴシステム導入に伴うセキュリティー対策やネットワーク構
築、さらにはコンピュータ保守までトラストコミュニケーション
はますます高度化・多様化する企業のＩＣＴ環境をトータルで
バックアップする豊富なサービスを提供しています。

お問合わせ／0980-50-0140

経営理念
■ミッション（存在意義）

先見力＋創造性をもって新たな価値を提供し地域社会へ貢献する
従業員、お客様、パートナーなど全てのステークホルダーが
幸せになれる仕組み作りを追究する

年２回の評価面談では、プロセスや
結果の確認だけではなく、今後の希
望や要望を伝えられる機会となって
おります。年齢には関係なく、PL・
PMや主任・課長・部長と役職を
担っていける可能性があります。
メンバー同士が教えあう風土があり、
社内向けプレゼンの機会もあり、技
術だけでなく業務知識等の様々な経
験・スキルが積める環境があります。

雇用形態や
働き方について
雇用時はトライアルとして半年間の
有期雇用となります。半年後の試用
期間が終わり次第、無期雇用へ雇用
契約を変更いたします。
勤務時間は9時から18時となってお
り、休日は土日祝日となっておりま
す。
基本的には社内勤務になりますが、
お客様先での作業も多いため運転免
許証は必須になります。

求める人材像
・チームワークで大きな仕事を成し
遂げることを志向する方。
・コミュニケーション力があり協調
性のある方。
・技術に対しての探求心のある方。

入社希望の皆様へ
当社の展開している事業は、専門的
な知識が必要です。しかしながら、
専門知識がなくとも全く問題ござい
ません。
実際に当社スタッフの半数以上は、
入社時には全く業界経験もなく、ま
た専門知識も持ち合わせていません
でした。
業務を遂行する中で、技術や知識は
必ず身に尽きます。むしろ、当社で
は人柄を重要視しております。
技術力の向上はもちろん、やりがい
を感じ、楽しめる会社になっており
ます。

ぜひ伝えたいこと
常に新しいことへチャレンジしなが
らも、楽しい雰囲気で和気あいあい
とやっております。
会社見学はいつでもウェルカムです
ので、気軽にお声がけください。
当社ホームページも是非ご覧いただ
ければと思います。会社の雰囲気な
どがわかるかと思います。
https://tcom.co.jp/

社員やスタッフ・
職場環境について
社員のほとんどが30代で、活気に溢
れ、互いに助け合い、チームとなっ
て業務に取り組んでいます。
明るい性格の人が多く懇親会などの
席では、和気あいあいとした雰囲気
です。

■ビジョン（未来像）

真に価値あるものを創造し、絶えず革新し続ける努力を怠らない

■バリュー（価値観）

TCOM ‒ always client ﬁrst
～地域とつながる。地域と創る。～

■クレド（行動指針）

・相手の立場に立ち、相手の気持ちを考え、心遣いある言動をすること
・常に変革を意識し、日々進歩するための勉学を怠らないこと
・素直であること
・謙虚であること
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仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み

安 藤 証 券 株 式 会 社 ／ 美 ら ヒ ル ズ・マ ネ ジ メ ント
設

事業内容

立／明治41年（1908年）3月16日

営業収益／43億3千万円（令和3年3月期）
代表者／安藤 敏行
社員数／219名（うち沖縄営業所10名）
勤務地／名古屋（本社）
・東京・大阪・沖縄
お問合わせ／0980-50-0361

沖縄営業所では資金運用業務（ディーリング業務）を行なってい
ます。資金運用業務とは「証券会社の自己資金を直接、株式市場な
どで運用する業務」です。お客様に投資商品をお勧めする営業職
や、お客様の資産を運用する資産運用業務とは異なります。
まず会社から一人ひとりに資金が割り当てられます。その資金を
用いて株式や先物といった金融商品の売買を行い、収益を積み重
ねることが目的の仕事です。
国内外問わず、政治、経済、企業業績、流行などあらゆるニュース
から、株価や為替の動向を予想・推測して売買をします。難しく感
じるかもしれませんが、そのようなことはありません。身近なも
ので例えるならば、お店が商品を安く仕入れて高く売れば儲かる
のと同じようなことを、株式などでおこなっていると思っていた
だければイメージしやすいかも知れません。

経営理念
『Go Global』

弊社は明治４１年創業。１００年の歩みを礎に、高度な専門知識と世界にま
たがるビジネスネットワークが武器。
お客様のため、地域のため、経済界のため、そして社会のために、一人ひと
りが思い描く未来を実現させる事が使命。ここから世界へ！
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毎日刻々と変化する金融市場で戦う
ので刺激があり、新鮮な気持ちで
日々を送れます。さらに株などの売
買は自分の実力や性格、知識・技術
などをフル活用して行ない、努力の
成果が収益としてすぐに反映される
のも魅力かと思います。
そのためこれまでの生活では気づか
なかった自分の感情や性格に気づき、
勝ちたい・負けたくないという気持
ちから勉強するようになります。
上場している企業数は東証一部上場
企業だけで2100社を超え、東京証券
取引所全体では約3800社あります。
海外の企業や各国の政治・経済、為
替動向なども株価に影響を及ぼしま
すので、自ずと世界各国の経済動向
に詳しくなります。
また何気なく日常で利用していた
サービスやモノを提供している企業
が株式市場に上場しているなど、新
たな発見もあるのが魅力的です。
給料面でも収益の貢献度合いによっ
て一部還元されるなど、結果が給料
に反映されるのもやりがいの一つか
も知れません。

社員やスタッフ・
職場環境について
金融市場には世界中から無数の人々
が参加し、それぞれ感じ方や考え方、
思惑が異なります。そしてその結果
が株価で表現され、日々刻々と変化
します。
私たちには金融市場で利益を積み上
げるという全員共通の目標がありま
すが、市場に対する一人ひとりの考
え、見方が異なることがよくありま
す。これは非常に貴重なことであり、
個人と会社・部署両方の収益に影響
することを皆が理解しています。
そのため気 軽に情報交換や相談した
り、協力して試行錯誤したりできる環
境です。現役社員に限らず新入社員も
話しかけやすい環境であると思います
し、分からないことやトラブルに対し
て親身になって対応してくれる魅力的
な社員が多く在籍しています。

入社希望の皆様へ

雇用形態や
働き方について
新卒採用（既卒、第二新卒含む）は正
社員での採用です。美らヒルズ・マネ
ジメント株式会社での採用後すぐに安
藤証券 株式会社に出向という扱いに
なりますが、待遇に違いはありません
のでご安心ください。
就 業時間は現在２つの時間に分かれ
ており、一直勤務は8:30～17:00、二
直勤務は15:00～23:30となっており
ます。社員のほとんどが一直勤務であ
り、入社後はまず一直勤務として業務
に従事して頂きます。
二直勤務は沖縄営業所だけの勤務形
態で、経験を積んだ人のうち上司の承
認を得た人しか業務に就けませんので、
日中の勤務でじっくり経験・実力をつ
けて挑戦してもらえればと思います。

求める人材像
弊社で活躍している人を観察すると、
勝ち負けに関係なく冷静に反省し、次
にどのように生かすかを常に考えてい
ると思います。そうすることでマーケッ
トの変化に素早く対応できるのではな
いかと考えられます。
また常に勝ち負けが明確に出る業務
ですので、強い精神力は必要です。技
術や知識面では金融・経済学、株の取
引経験、分析能力（統計、Excelなど）、
情報収集能力があれば良いですが、入
社後にも十分勉強できます。
新人教育も充実していますので、心配
要りません。それよりもこの仕事に就
きたいという気持ちや熱意、グローバ
ルな金融市場で戦ってみたいという方、
また観察力や洞察力に自信があり、気
持ちの切り替えが得意など、その人の
本質が大切になってくると思います。
経験は問いませんので、少しでもこの
資 金運 用業務について興味が沸きま
したら詳しく調べて頂ければ幸いです。

沖縄で資金運用職の採用を始めて16
年になりました。これまで沖縄採用
で入社した人のほとんどが株の取引
未経験で入社しており、現在も現役
で活躍しています。未経験の新入社
員を育てることも弊社の特徴・伝統
となっており、教育環境、人間関係
ともに充実しています。
また結果がお給料にも反映されるこ
ともあり、やりがいのある仕事だと
思います。
少しでも興味がありましたら、お気
軽にお問い合わせください。

ぜひ伝えたいこと
東アジアのマーケットへのアクセスが
容易でグローバルなビジネス展開と親
和性が高いこと、また、本土における
地震等の災害に備えるバックアップの
必要性から、弊社はいち早く沖縄に拠
点を設けました。以来、現在に至るま
で県内唯一の新卒ディーラー採 用を
端緒に、15年にわたり様々なビジネス
を展開してまいりました。
現在では国内株式市場のみならず、公
共交通機関の運行スケジュールに縛ら
れず24時間移動可能な自動車社会の
利点を活かした夜間時間帯や海外市
場（米国、欧州、豪州）でのトレーディ
ング業務へと広がりを見せているほか、
将来的にはヘッジファンド・投資顧問
業といったビジネスを視野に入れつつ、
アジアの富 裕 層を顧 客としたプライ
ベートバンキングへと発展する可能性
をも秘めています。
今後も弊 社では、沖縄がアジアの金
融マーケットの中核を担えるような取
り組み、発展に力を注ぎ、沖縄経済の
さらなる拡大を目指し、業務に取り組
んで参ります。
※沖縄営業所では営業職採用および、
中途採用は現在行なっておりません。
営業職、中途採用につきましては本社
一括採用ですので、大変お手数です
が弊社HPをご覧ください。
http://www.ando-sec.co.jp/
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仕事内容

教育 IT ソリューション EXPO( 東京ビッグサイト ) にパートナー企業と共同で出展

株式会社
設

立／1949年

代表者／上本 三郎
社員数／115名（うち沖縄出張所3名）
住

所／
本

進学研究会
事業内容
小・中学生向けの学力テストの制作・発行・販売。会場模擬テスト
の実施・受験のための講習会実施。入学試験の問題作成。小・中学
生向けのテストの採点ならびに成績処理など。

社：東京都中野区江原町2-12-20

勤務地：沖縄県名護市字豊原224番地3
名護市マルチメディア館110
お問い合わせ／0980-55-2300

経営理念
進学研究会は

学力向上と学力評価

に資することによって
社会に貢献する

その目的のために
高品質な

商品とサービスを提供し
高品位な

企業を目指す
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年間のべ70万人が受ける高校受験の
模擬試験や小、中学生の学力診断テ
スト、資格試験などの採点を行う採
点者の募集と育成、採点の進捗管理
にも関わる業務で、就労支援セン
ターとの連携や在宅採点者の説明会
などを行っています。
採点業務は、インターネットを使用
しているため、外に出なくても仕事
をすることが可能です。その利点を
活かし、障がい者の就労支援の一つ
として、また育児や介護などで働き
に出られない方の収入の一部として、
在宅でお仕事ができる機会を提供し
ています。
また、学力判定テストや、採点、成
績処理を行うシステム、タブレット
教材の販売などの営業も含まれます。
教育委員会や学校、学習塾などに訪
問します。
本社は70年の実績がありますが、沖
縄出張所としては2017年より立ち上
げた新しい事業所になります。

社員やスタッフ・
職場環境について

求める人材像

沖縄出張所は、進学研究会とパート
ナー企業が同じブースに出張所を構
えています。
２社の区切りは、パーティションの
みで壁がない環境に両社の社員が働
いています。
進学研究会としては現在社員が３名
ですが、パートナー企業に社員が５
名いるため、相談して連携を深めな
がら業務にあたっています。
業務内容は、テレビ会議システム等
を使用し、本社社員や先輩社員と相
談しながら、進めていくことができ
ます。
どんな些細なことでも相談のできる
アットホームな職場環境です。

・積極的に自ら考え、意見を出し合
い行動できる方
・報連相がきちんと行える方
・社内外で業務を行うため、コミュ
ニケーション能力がある方

入社希望の皆様へ
新人研修があるため、未経験の方で
も大歓迎です。
沖縄出張 所の社員は現在３名ですが、
進学研究会へ入社して一緒に沖縄出張
所を大きく成長させていきましょう!!

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み
新規に立ち上げたばかりなので、本
社の社員と相談しながら、一から出
張所を創り上げていくことがやりが
いに繋がっています。
年に複数回、東京出張があるため、
本社の社員と交流を深めることがで
き、自分自身の経験にもなります。
土日祝祭日が休みのため、プライ
ベートな予定が立てやすいです。
給与は、東京の本社と同じ給与基準
を採用しています。

名護市マルチメディア館で行われる久辺テクノフェスタでの集合写真
本社社員・パートナー企業とともに盛り上げました！

雇用形態や
働き方について
雇用形態は、正社員での募集となり
ます。
１日の実働時間が８時間で残業はほ
とんどなく、代休・有給休暇の積極
的な利用を推奨しております。
また、育児休業や介護休業の取得実
績もあります。休日についても、年
次有給休暇・夏季休暇・年末年始休
暇・慶弔休暇などがあります。

ぜひ伝えたいこと
【応募について】
進学研究会 沖縄出張所宛に電話連
絡のうえ、応募書類をお送りいただ
きます。
書類選考後、結果及び一次試験日時
をご連絡いたします。
※一次試験では筆記試験を行います。
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仕事内容
・インターネットならびにWebコン
テンツの企画、制作、運営、コンサ
ルティング
・あらたなアイデアのビジネス化検
討、提案に関するコンサルティング
（沖縄県北部振興）
・システム開発、保守、運用業務
・データ分析（地理空間情報プラッ
トフォーム）
・BPOサービス業（モバイル端末の
運用サービスデスク）

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み

株 式 会 社 ＰＵＲＥＷＯＲＫＳ沖 縄
設

事業内容

立／2012年5月

売上高／227,761千円

web制作／映像制作／システム開発（保守・運用）／BPO業務

代表者／加藤 和紀
社員数／37名
住

所／名護市字豊原221-38

お問合わせ／0980-50-0545

みらい5号館

経営理念
お客様の事業成長のコンシェルジュとして、誰よりもお客様

お客様の要望とこちらの提案がマッ
チして、サイトオープンに至った時
は達成感と充実感を感じます。最近
はSNSや広告媒体のご依頼も多く、
普段の生活で自分が作成した物を目
にした時の嬉しさは何とも言えませ
ん。
また、小さな規模ながらも業務の幅
は広く、Webサイト、Webコンテン
ツ、映像、3DCG、ECサイト、基幹
システムなどの開発及び保守・運用、
その先にあるBPOや物流業務、カス
タマーサポートまで、一気通貫した
総合的なサポートができることが強
みです。

のことを想い、支えます。

社員やスタッフ・
職場環境について

雇用形態や
働き方について
基本的には正社員として長く勤めて
いただきたいと思っています。
パートやアルバイトからスタートし
た方も正規雇用転換制度を利用して
正社員になった方が沢山います。
また、産休や育休を取得後、復職し
たメンバーも徐々に増え、育児に伴
う時短勤務制度を利用して、無理な
く仕事と育児の両立する体制を支援
しています。

求める人材像
最も大切にしているのは「人間力」
です。
仕事に対する姿勢や態度、笑顔、常
識、情熱、使命感、思想、あきらめ
ない心…一見、業務スキルとは無関
係と思われるこれらの要素を大切に
しています。また、働く上ではチー
ムワークも大切にしています。

ぜひ伝えたいこと
私共はPUREGROUPとして、東京、
神奈川、沖縄の各拠点にて事業展開
をしております。
各拠点にはそれぞれの専門スタッフ
が在籍しており、お客様の多様なご
要望に応じて各部署の専門スタッフ
と円滑にコミュニケーションをとる
ことが可能です。
街中の小さな商店様から国内外で展
開されている大手企業、省庁・地方
自治体など、どのような業種・規模
のお客様からのご相談に関しても、
常に柔軟に前向きに取り組んで参り
ます。
■ロゴマークに込める想い。
“お客様に対する熱い情熱と、キラ
リと光る技術”お客様の抱える問題
を解決し、事業成長を全力でサポー
トしていきます。

みらい５号館の２階、海の見えるオ
フィスで約40名近い社員が働いてい
ます。
年齢やスキル、職種も様々ですが、
カスタマーファースト、クオリティ
ファースト、チームファーストの想
いは同じ。
1人で解決できない問題は周りの同僚
に相談しながら、試行錯誤。明るく風
通しのよい環境を目指しています。
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仕事内容
・輸出入貿易に伴うデータ入力業務
（ＢＰＯセンター）
・国内引越に関する一次受付業務、
国内貨物到着案内業務、社内システ
ムサポート業務（ＣＳセンター）

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み
お客様の貨物を目的地まで運ぶお手
伝いをしています。
現地法人の営業さん、倉庫現場の方、
船社の方など業務を通じて各地にい
る方々と関わりが持て、様々なチャ
レンジができる環境があなたを更な
る高みへ導いてくれます。

N X 沖 縄 イー テ クノロ ジ ー 株 式 会 社

な効果を生み出せるような環境です。

ざまな可能性があると思っています。

く話しやすい、そんな雰囲気です。
またイベントは社員が自ら企画し、
みんなが楽しめるような催しで社内
交流も楽しくできます。

それを動かす人財が大切です。
その中で自身で考えて行動する人が
未来を形成していく上で必要だと考
えています。

上司や同僚と連携を取り、働きやす

雇用形態や
働き方について

新しい事にチャレンジする為には、

入社希望の皆様へ

弊社では正社員、アルバイト、パート
という雇用形態で構成されています。
新卒は全員正社員採用で採用年は賞
与年１回、翌年以降賞与年２回、昇給
年１回、土日祝日手当、資格手当、
勤続手当、役職手当、残業手当、こど
も手当、通勤手当( 距離に応じ)、住宅
補助費（弊社規定に準じ）があります。
土日祝祭日休み、年末年始休み(12月
30日～1月4日)、5月1日休み(社休)、
育児休暇、看護休暇、介護休暇、有給
休暇、慶弔休暇があります。(CSセン
ターはシフト制です。有給休暇は一
時間単位で使用可能です)
BPOセンター
9：00～18：00（海運業務）
9：00～22：00（航空業務）

まったく知識がない方でも問題ありま
せん。この業界初めての方がほとんど
です。
必要なのはやりたいという気持ちです。
自分自身の可能性を信じて色々な事に
チャレンジできる方のご応募をお待ち
しています。
私たちと一緒に未来を作っていきませ
んか？

CSセンター
8:00～20：00(引越受付業務)
7:00～20：00（ヘルプデスクサポート）

ぜひ伝えたいこと

※実働8Ｈのシフト制

設

立／2002年9月25日

売上高／11億7,000万円（2020年実績）
代表者／山田 賢一
社員数／256名 (2021年12月末時点)
住

所／名護市字久志252-1みらい４号館２F

お問合わせ／0980-50-0388（代表）

事業内容
■バックオフィス業務（BPOセンター）
国際輸送手続業務／経理代行業務
■カスタマーサポート業務（CSセンター）
社内システムサポート業務／内航船オーダー受付／国内引越受付

経営理念
チャレンジ精神をもって
e-会社で
e-仲間と共に
e-技術を使って
e-仕事を完成し
e-生活を実現すること

社員やスタッフ・
職場環境について
社員の７割女性、３割男性で平均年
齢は34歳です。
個人の力では限られてしまう効果を、
個々のスキルアップだけではなく
チームとして業務共有を行い、大き

※実働8Hのシフト制

働き方についてはチームで助け合っ
て業務をする環境になっています。

求める人材像
未だ成長過程にある当社には、さま

弊社を知ってもらえるようにWEB広告
などで採用活動を展開しております。
弊社ブログでも活動をご覧いただけま
すし、会社見学もお問合せいただけま
すと対応いたします。
一人でも多くの方に知ってもらい弊社
に興味を持って頂けると幸いです。
皆様のご応募、お待ち申し上げており
ます。

向上意欲を持って働ける環境を創る事が人・企業・地域を結び会社
発展の原動力であると考えています。
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仕事内容
琉球若草では、広告メディアの選
定・プランニングからデザイン、原
稿作成、写真撮影、印刷、webサイ
トのドメイン取得、公開まで、各部
門が担当業務のプロフェッショナル
としてハイレベルな知識と技術を有
し、お客様のご要望にトータルでお
応えします。また、2021年6月に印
刷工場も新設しすべての工程を一貫
して制作する体制を整えているため、
柔軟且つスピーディな広告制作を実
現しています。必要に応じて原稿制
作や写真撮影など、個別でのご依頼
にも対応可能ですので、まずはお気
軽にご相談ください。

株式会社
設

代表者／代表取締役

田村 英三

社員数／35名
所／名護市字豊原221番地38 みらい5号館
オフィス109

沖縄県全域を活動拠点として、広告メディアの選定、プランニ
ングからデザイン、原稿作成、写真撮影、印刷、Webサイトの
ドメイン取得からサイト構築・公開まで、お客様のご要望に
トータルでお応えします。

経営理念

お問合わせ／0980-43-0792

社会における企業の立ち位置を考える時、我々が考えるべきは一言で
言えば未来についてです。我々が豊かさと引き換えに地球を取り巻く
環境の劣悪化を招いてきたことは紛れもない事実です。未来のために
我々ができることを丁寧に行っていく、このために以下の3項目を経営
理念として掲げます。

人間重視

あらゆる活動は第一に人間のためにあるということを念頭に経済活動
を行います。

社会貢献

社員の平均年齢29歳。
地域イベントへも社員で参加した
り 、業 績 に 応 じ て 毎 年 社 員 旅 行 も
行っておりますので
社員同士の仲が良いのも特徴です。

入社希望の皆様へ
雇用形態や
働き方について
当社の雇用形態は正社員です。
休日は日・祝祭日。夏季休暇（8
月）・年末年始（土曜日は月に3回
の休み）
休暇制度は、年次有給休暇、慶弔休
暇、産前産後休暇、育児休暇、介護
休業などがあります。

他では味わうことができない達成感
がある仕事なので、 やりがいを日々
感じられ、必ず自分の成長・ステッ
プアップへ繋がると思います。 ま
た、会社としての雰囲気や働く仲間
の人柄の良さが自慢できる会社で
す！ それだけでなく、やる気が溢れ
る人が多いので、良い刺激やプレッ
シャーになり、自分も頑張ろうと思
わせてくれる会社だと思います。

求める人材像

事業内容

立／2015年6月

売上高／ 2億1,000万円

住

琉球若草

社員やスタッフ・
職場環境について

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み
私たちは、「鮮度とIDEA」を込めて
広告という名のラブレターをつくり
ます。
「鮮度とIDEA」とは、
印刷（DTP）のテクノロジー、デザ
イン力と表現センス、制作物の納品
スピード、収集し提供する情報、の
すべてにわたる新しさと知恵と工夫
です。
「鮮度とIDEA」の込められた広告は
お客様の力になることができ、世界
をもう少し楽しくすることができる。
私たちはそう信じています。

琉球若草では、全ての基本はコミュ
ニケーションにあり、と考えていま
す。
そのため、新しく入社された方には、
まずは社内でどんどんコミュニケー
ションを取って会社に慣れてもらう
ことを優先しています。
というのも、お客さまからヒアリン
グして汲み取った内容をうまく社内
で共有出来ないと満足のいく広告物
には仕上がりません。
まずは社内の人間関係を構築して、
実際の業務に入った時にスムーズな
コミュニケーションが取れるように
と考えています。

1-C olum n

地域に貢献

地 域に目を向け、住 民とともに
楽 しもうと す る 企 業 が あ りま
す。地元のハーリー大会やツー
デーマーチ、クリーン 活 動 に参
加したり、地域の情報や魅力を
発 信 して い る ところ も あ りま
す。特 区 企 業 の 地 域 貢 献 や 応
援を力に、地 域もさらに活 性化
していくことができそうです。

我々は地域コミュニティーから地球全体のステークスホルダーとして、
活動の結果を社会に還元します。

環境保全

ほんの小さな集団・力ではありますが、自然環境保全の確保を目指し
経済活動に邁進します。
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仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み
電気工事、電気通信工事を含めたシ
ステム全体の設計、構築、運用・保
守までをワンストップで提供でき、
提案から保守までを行えるため、お
客様のご相談に対応させていただき、
満足していただくことが仕事のやり
がいであり、当社の強みとなります。

雇用形態や
働き方について
雇用形態は正社員です。
完全週休二日制となっており、就業
時間は8:30～17:30となっておりま
す。
その他年末年始休暇や慶弔休暇など
の特別休暇があります。

O N E株式会社
設

立／1999年3月18日

売上高／597,920千円
代表者／仲宗根 盛和
社員数／22名
住

所／名護市字豊原224番地3

お問い合わせ／0980-50-0588

ICTインフラ事業
コンピュータを利用した日常業務、インターネットやスマート
フォンの利用において必要なサーバーやネットワーク等のＩＣ
Ｔインフラ環境の構築をお手伝いします。
お客様が必要とされる情報をスピーディーに提供し、最適と思わ
れる構成を提案します。

経営理念
私たちは、人づくりを基点として「人間力」
「創造力」
「技術力」
の面で「人材から人財へ」を合言葉にナンバーワン・オンリー
ワン企業を目指します。

また、私たちは、「高い技術と品質の創造事業」を通じて、
ひとづくり・ものづくりを支え、社会の発展に貢献します。

NAGO JOB GUIDE

ＩCＴは日々進化していくので、学
ぶ意欲がある人、未経験でもＯＪＴ
で学んでいけますので、やる気のあ
る方を募集しています。

事業内容

電気工事業・電気通信工事業
各種電気工事や電気通信工事、PC付帯設備工事を有資格者が幅
広く対応します。
ＩＣＴインフラ環境の土台となる有線・無線LAN設備の設計、施
工およびサーバー、ネットワーク機器等の取り付け工事全般はお
任せください。

29

今まで以上に様々なサービスを次々
と展開し、お客様へ最高の品質と真
心こめたサービスを提供し続けるた
め、やる気のある新しい仲間を募集
しています。
IUJターン、新卒、中途採用、経験、
未経験は問いません。
興味がある方は飛び込んでください。

求める人材像

社員やスタッフ・
職場環境について
社員同士の仲が良く、昼食時にはみ
んなでご飯を食べに外出したりしま
す。美味しいものを見つけた時には
社内にお土産として届けてくれる心
優しい上司もいます。社員同士のコ
ミュニケーションが良くとれており、
楽しく仕事ができるアットホームな
社内環境です。

入社希望の皆様へ

-C olum n

2-

特区企業で働く人の支援

合同社員研修
特区企業で働く社員を対象とした研修を実施しています。特区企業の多くで必要とされるビジネススキルや自己啓発の研
修テーマを設定し、みらい5号館の会議室で定期的に合同研修を実施しています。職場に近いところで受講でき、また、
別の会社の社員との交流の機会にもなっています。
研修実績（抜粋）
合 同 新入社 員 研 修／ビジネスマナー／コ
ミュニケーション／情報セキュリティ／タイ
ムマネジメント／ロジカルシンキング／リー
ダー研修 等
県外派遣研修＆講師招聘研修
さらに、企業が県外へ社員を派遣する研修
や県内外から講 師を招いて実 施する研 修
の支援も行っています。
これらの人材育成支援は、特区企業の成長
や社員のスキルアップを支えています。

2021年度 研修の様子
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社員やスタッフ・
職場環境について

仕事内容
沖縄県名護市「名護BPOセンター」
を拠点に、輸出入手配に関する「ビ
ジネス・プロセス・アウトソーシン
グ（BPO）」を行っています。
輸出入に関するデータ入力業務のほ
か、貨物の輸送状況確認を行ってい
ます。

国際物流の経験が無いスタッフがほ
とんどですが、皆で協力して業務を
教えていく体制が整っています。
経済金融活性化特別地区の中でも最
新のビルに入居しており、綺麗なオ
フィス環境です。
職場での安全衛生対策（検温、換気、
消毒）にも積極的に取り組んでいます。

求める人材像
様々な可能性を秘めた新しい拠点で
活躍して頂きたい、求める人材像は
次の通りです。
「コミュニケーション、チームワー
クを大切にし、会社と共に成長して
いきたいという意欲を持った方」
「現状をさらによくするために、ど
うすればいいかを考えられる知的好
奇心がある方」
「全く違う価値観の人とでも、共通
の目的を達成するため一体感を持っ
て物事に関われる人材」

なぐ うぇーかた

雇用形態や
働き方について

郵 船 ロ ジ ネ ット 株 式 会 社
設

立／2001年7月17日

代表者／矢吹 実芳
社員数／48名（名護BPOセンター41名）
住

所／名護市字豊原221番地38
みらい5号館206号室

お問い合わせ／0980-40-9322
（名護BPOセンター長 野崎 泰正）

名 護 B P O センター
事業内容

郵船ロジネット株式会社は、海上・航空貨物輸送、倉庫・配送サー
ビス、サプライチェーンマネジメントをグローバルに提供するサ
プライチェーン・ロジスティクス企業である郵船ロジスティクス
の100％子会社です。
当社は名護市の経済金融活性化特別地区にて輸出入に関する「ビ
ジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）」の事業に取り組ん
でいます。

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み
国際物流の仕事は、世界中に仲間が
います。
当社では、専門知識や経験がない方
でもOJTなどを通して業務を身につ
けて国際物流の一役を担うことがで
きます。
名護BPOセンターは2020年に設立し

現在募集中の雇用形態は契約社員、
派遣社員です。
就業時間は9:00～17:30（実働7.5時
間）、時短勤務で活躍しているス
タッフもいます。
台風時のBCPや感染症拡大防止など
の観点から、必要な機材整備を行い、
在宅勤務もできる体制が整いました。

入社希望の皆様へ
国際物流はこれからも発展していく
可能性を秘めています。
社会を支える仕事に共に取り組んで
いきましょう。
先ずは職場見学だけでも歓迎です。
正社員登用制度・正社員登用実績あ
ります。ご質問などあれば担当者へ
お問い合わせ下さい。丁寧にお答え
いたします。

た新しい拠点で、新しい仲間たちと
連携し、新しい仕事を創っていく挑
戦、楽しさがあります。自身の担当
業務と他の業務との繋がりを理解し
て取り組むことを目指しています。
在宅勤務など新しい働き方への取り
組みも積極的に行っています。

経営理念
ロジスティクスを通じて社会の発展に貢献し持続的発展を実現
するために、私たちはグループ経営理念に

「私たちの想い（Vision）」

「私たちの使命（Mission）」

「私たちの価値観（Values)」

を掲げ、世界中で共有しています。
この経営理念は経営戦略、事業戦略、グループ行動規範などのあ
らゆる活動の指針となっています。
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ランチはどうしてる？

企業見学中の学生さんから「マルチメディア館やみらい館の社員さん、ランチはど
うしているのですか？」という質問がありました。ランチに困るほど周辺に何もな
いわけではありません 。近くで売っているお弁当や持 参したお弁当を施 設のリフ
レッシュルームでいただいている方、歩いて定食屋に出向かれる方、少し足を延ば
して海沿いのお店でランチを楽しまれる方と様々なようです。
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ク オリサイトテ クノロ ジ ーズ 株 式 会 社
設

立／2003年11月

売上高／21億8,925万円 （2020年度）
代表者／小森 彦太郎
社員数／216名（うち沖縄172名）
住

所／名護市豊原195-3 みらい2号館

クオリサイトテクノロジーズはニアショア専業。
首都圏の仕事にこだわって、地方からシステム開発、オペレー

ション、 データセンターのサービスを提供しています。そのこ
だわりに長年磨かれてきた技術と信頼があります。

経営理念
『人とテクノロジーで地方の未来を拓く』
私たちクオリサイトテクノロジーズは、
地 方を拠 点とし、成 長 への意 欲と技 術力を高め続けるプロフェッ
ショナル集団である。
私たちクオリサイトテクノロジーズの使命は、
お客様の信頼と共に事業の躍進を実現し、地方経済の発展と人財
の成長に貢献することである。

NAGO JOB GUIDE

事業の主軸となるシステム開発サー
ビスでは、オープンソースソフト
ウェアを中心とするさまざまな技術
領域に精通するエンジニアが、業界
最大手のユーザー企業と直接契約す
ることでお客様課題を解決する高品
質なシステムを開発しています。
担当範囲は、高度なスキルが必要な
要件定義といった上流工程を始めと
した全工程を担当しています。また、
お客様とより密なコミュニケーショ
ンを行う必要がありますが、Zoom
やTeamsといったツールはもちろん、
ニアショア専業ならではのリモート
コミュニケーションノウハウ、組織
文化でプロジェクトの成功を支えま
す。
その他、新規開発から保守開発まで
一貫して担える継続的な体制を組み、
システム全体を俯瞰した課題の検討
や改善提案を実施するほか、弊社オ
ペレーションズサービス、データセ
ンターサービスと連携し、お客様シ
ステムに関するトータルサポートも
ご提案しています。

事業内容

お問合わせ／0980-50-0600（代表）
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雇用形態や働き方

仕事内容

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み
企業が効率的なシステムを持つこと
は、ビジネスの競争力に直結します。
例えば、金融機関の場合だと、新し
い商品をすばやく市場に投入できた
り、受付や支払いの業務を正確かつ
最短で行うことができたりするよう
になります。お客様のビジネスに大
きく貢献できること、また、その先
にいるエンドユーザーのお役に立て
ることにやりがいを感じます。
当社の特長は、このような首都圏の
大企業向けのシステムを、地方であ
る沖縄・北海道から提供しているこ
とです。私たちが生まれ暮らしてき
た環境の中で、社会のインフラとな
るような先進的な仕事をすることが
できます。そしてこのことは、首都圏
に一極集中する仕事・お金を地方に
呼び込み、地方の人財の育成および
地方の経済を潤すことにつながります。

社員やスタッフ・職場環境
社員の大多数はITエンジニアで、平
均年齢は32.5歳、男女比は5:1です。
社員は200名を超え、そのうち9割は
地元出身者です。また新卒採用にも
力を入れており、新卒社員の比率は
8割となっています。
オフィスエリアは、1席ずつパー
ティションで区切られていて集中で
きるようになっています。また、お
客様や北海道の開発メンバーとWEB
ミーティングツールを使って常時顔
が見えるコミュニケーションがとれ
る環境にしています。
休憩時には、青い海と豊かな緑が一
望できるリフレッシュルームで雑談
をしたり、あん摩マッサージ指圧師
の社員によるマッサージを無料で受
けることができます。

雇用形態は、正社員、または契約社
員です。新卒は全員正社員で採用し
ています。働き方は、フルタイムの
ほか、育児短時間勤務、介護短時間
勤務、残業なし勤務制度があります。
休日は、土日、祝祭日、年末年始で、
休暇制度には慶弔休暇、年次有給休
暇、誕生日休暇、産前産後休暇、育
児休暇、看護休暇、介護休業があり
ます。

求める人材像
当社が大切にしている価値観の一つ
に、「個人の成長＝会社の成長」が
あります。
社員一人一人の成長が組織の成長を
促し、また組織の成長によって社員
のできる仕事の幅が広がると考えて
います。
当社では、沖縄・北海道で、首都圏
のレベルの高い仕事を通じてプロ
フェッショナルなエンジニアとして
活躍したい！と一生懸命に成長でき
る人財を求めます。

入社希望の皆様へ
当社の選考では、常に自己成長を図
るために、自らが考え行動し、目標
を設定し、そのためにどのような取
り組みをしてきたか、自分が本気に
なって努力してきたことをお聞かせ
ください。IT業界だからといって、
文系・理系、ITに関する知識や技術
の有無は問いません。6ヶ月の新入
社員研修を行っており、この研修期
間で現場で活躍するためのエンジニ
アとしての基礎力を習得することが
できます。ぜひご応募ください。

NAGO JOB GUIDE

34

C O M PA N Y
FILE

15

社員やスタッフ・職場環境

仕事内容
学習参考書等の印刷物のイラスト／
図版／デザイン／組版／制作を業務
としており、
使用する主なソフトは
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Photoshopです。
近年、お客様のニーズにより、電子
書籍、イラストの3D化も行っており
ます。

求める人材像

社員は20～40歳の女性6名と、親会
社より、男性1名の構成で、アット
ホームに仕事の相談できる関係です。
2020年はコロナ対応の為、時期的に
在宅勤務も行いましたが、滞りなく
業務ができました。
また、各支店に熟練スタッフがおり、
技術指導も行っております。

物作りが好きな方、新しいことが
チャレンジできる、誠実で思いやり
のある方は、大歓迎です。
チームで仕事をすることも多いので、
協調性があることも求められます。
また、生産に対するバイタリティの
ある方も大歓迎です。

入社希望の皆様へ

雇用形態や働き方
仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み

株式会社沖縄美研
設

代表者／池田 正樹
社員数／7名
住

事業内容

立／2016年5月

所／名 護 市 字 豊 原 2 2 4 - 3
名護マルチメディア館 203

お問合わせ／0980-50-0250

技術を高めること、仕事が楽しめる
こと、プライベートも充実させるこ
とを目指して、先輩方とともに頑
張ってみませんか。新しい感性で伝
える力をためしてみませんか。

基本的には勤務時間は9時から18時
ですが、私用で用事がある場合は、
フレックス勤務も可能です。
繁忙期は残業時間が増えますが、み
んなで力を合わせて乗り切っていま
す。新入社員は3ヶ月の試用期間を
経て、正社員へ起用となります。設
立5年目といった新しい会社なので
すが、今まで全員、正社員の採用と
なっております。
女性スタッフのやさしい指導のもと、
早く技術を取得しております。

イラスト／図版／デザイン／組版と
分業されている会社も多い中、トー
タルで制作することができます。
親会社（(株)ユニックス）は、東京、
大阪に支店をもっており、制作ス
タッフは常に最新のコンテンツを共
有しています。
また、各支店の熟練スタッフと連携
し、お客様の納期にもすばやく対応
できるのも強みです。

親会社（(株)ユニックス）より、教育関連の出版社様からのご依頼を
うけて、
制作
（イラスト／図版／デザイン／組版）
業務。
お客様ニーズに伴い、
デジタル化による3Dのイラストも作成中。
また、
一般の商業印刷の制作業務も行っております。

ぜひ伝えたいこと
テーマ「色んなこと楽しもう～」で
活躍できることを願っています。
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仕事内容
名護マルチメディア館1Fに事務所を
置く本社営業部北部営業所では、名
護市を中心とする北部地区の小中学
校をはじめとする県内文教分野に注
力して活動しています。エンジニア
と工事担当者、営業が一体となり、
学校ICT環境の提案から施工・構築、
運用支援作業等をを提供することで、
未来ある子供たちの学習環境整備を
支援しています。

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み

サ ン 電 通 エ ン ジニアリン グ 株 式 会 社
設

事業内容

立／1979年4月9日

売上高／2,285百万円 （2020年9月期）
代表者／代表取締役社長

比嘉 太一

社員数／135名
住

所／
本 社：那覇市曙二丁目 14 番 18 号
北部営業所：名護市字豊原 224-3
名護マルチメディア館内

お問い合わせ／
電 話 ： 098-917-0070＜本社総務部＞
メ ー ル ： re cru i t @s d e o. co. j p

◆各種電気通信
（DSL・光・LAN）
工事設計・施工・保守・メンテナンス
◆各種電気工事設計・施工・保守メンテナンス
◆サーバ /ネットワーク設計構築
◆各種保守運用サポート
◆エンジニア派遣・業務請負・キッティング作業
◆人材育成

経営理念
「ヒト」と「技術」と「テクノロジー」で
つなぐ・むすぶ・つくる

本社営業部（本社、北部営業所）の
最も大きな強みは、お客様と直接関
わりながら、同じ視点で課題を共有
し、解決に向けた取り組みをお客様
と一緒に行えることです。また、沖
縄に居ながら、東京支店や付き合い
のある大手メーカー、ベンダーを通
して最新の業界動向や技術情報を入
手し、課題解決に活用できることも
強みの一つです。新たな提案内容や
課題と向き合いながら学び続け、成
長するための環境も整っています。
【社員の声】
・ゼロからスタートする案件につい
ては全てやりがいがありますね。
（入社3年目 女性）
・長期の案件や難しい案件が無事完
了したときは達成感を感じます。
（入社13年目 男性）
・私はお客様から感謝されたときに
やりがいを感じます。
（入社6年目 男性）
・実際に構築したシステムが稼働し
た瞬間が一番やりがいを感じる瞬間
です。（入社4年目 男性）

社員やスタッフ・職場環境
2021年10月に本社（那覇）は全面
リフォームを、北部営業所（名護）
では大幅レイアウト変更と検証環境
（ラボ）の整備を行い、快適性と機
能性を兼ね備えたオフィスを実現し
ました。本社には総務部と本社営業
部があり、32名（女性9名を含む）
が勤務しています。本社営業部には
26名（工事担当者、エンジニア、営
業）が在籍し、そのうち北部営業所
には8名（女性2名を含む）が勤務し
ています。明るく活気のある職場で
あり、良い意味で「沖縄らしさ」が
根付いています。
【社員の声】
・一人ひとりの個性が輝いていて活
かせる会社だなと思います！
（入社3年目 女性）
・堅苦しい雰囲気はまったくなく、
新入社員の私でも気軽に質問や雑談
することができる雰囲気です。
（入社1年目 男性）
・仕事は大変ですが、会社に行くこ
とが楽しいと感じる「THEアット
ホーム」な会社だと思います。
（入社1年目 男性）
・コロナ禍のため最近は実施できて
いませんが、ＢＢＱなどのイベント
や飲み会も多くコミュニケーション
は取りやすいかなと思います。
（入社10年目 男性）

雇用形態や働き方
原則として正社員として雇用し、勤
務時間は平日8時30分から17時30分
（12時～13時は休憩時間）です。プ
ロジェクトにおいてはピーク時や止
むない事情により時間外勤務や休日
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出勤を行う場合もありますが、シフ

ト勤務のように連続することはなく、
限られた期間のみの対応ですので、
定時後や週末の時間を自身が思うよ
うに過ごすことができます。

求める人材像
以下のような方の応募をお待ちして
います。エンジニアのキャリア採用
の場合には、原則としてIT業界を経
験していることを条件としています
が、これまでの経験が活かせる場合
がありますので、まずは応募お待ち
しております。
◇状況に応じて電話、メールなども活
用しながら円滑なコミュニケーション
が取れる方。
◇積極的に新たな領域に挑戦し続け
られるモチベーションを持っている方。
◇目標に向かい仲間と助け合いながら、
チームとして行動できる方。
◇海、
酒、
文化…とにかく沖縄が好きな方。

入社希望の皆様へ
【社員の声】
・各種イベントを開催しています。また、
自らイベントを企画・提案できる楽しさ
もあります。
（入社10年目 男性）
・入社しないとわからないことは多々あ
るとは思いますが、面接を受けるだけ
でも弊社の雰囲気は感じ取れるのでは
ないかと思います。
（入社2年目 男性）
・THE！会社のオフィスではなくPOPな
雰囲気の中でリラックスして業務が捗
るかと思います。
（入社3年目 女性）
・当社はやれば必ず周りが認めてくれる
雰囲気があり、やる気があれば仕事を
通じて自分の成長に繋げることができ
る会社です。
（入社12年目 男性）

ぜひ伝えたいこと
リニューアルして快適性と機能性を兼
ね 備えた本 社（ 那 覇 ）と北部 営 業 所
（名護）のオフィスになりました。まず
は見学に来て頂けたら幸いです。会社
見学の予約は随時受け付けております。
NAGO JOB GUIDE
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雇用形態や働き方

仕事内容
沖縄コンテンツデザイン室では、対
象製品の購買層、利用シーンなどに
応じて、マニュアルの冊子構成、
データ制作まで一貫してサポートし
ます。多言語展開や多媒体展開など
お客様のマニュアルの提供方法に応
じて、最適なアプリケーションの選
定とデータ制作をおこないます。

仕事のやりがい・魅力
自社の魅力・強み
多くの優良企業様とお仕事させて頂
いていることが最大の強みです。
川上のデータ制作から川下のセッ
ト・物流までトータルでお客様のご
要望にお応えしています。

株 式 会 社 クイックス
設

立／昭和22年2月

売上高／24億7,000万円 （2020年3月20日実績）
代表者／岡本

泰

社員数／218名
住

所／
本 社 ：愛知県刈谷市幸町 2 - 2
沖縄コンテンツデザイン室：
名護市字豊原 2 2 4 - 3
名護マルチメディア館ブース207

お問い合わせ／
電 話 ：0566-24-5511
メ ー ル ：s a i y ou @kwi x . co. j p

事業内容

なぐ うぇーかた

経営理念

-C olum n

4-

企業見学＆
企業説明会
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上司や先輩ともしっかり意見を交わ
すことができ、アットホームな雰囲
気と風通しのよさが当社の強みです。
毎年行われている社内親睦会には多
数の社員が参加し、サークル活動も
盛んです。

求める人材像
当社は、学力よりも、“人となり”を
重視した採用活動を行っています。
社員一人ひとりの意見を尊重し、企
業理念の一つである「楽しい職場作
り」を目指しています。社員とコ
ミュニケーションをとりながら、仕
事に真剣に向き合える方と共に働き
たいと考えております。

入社希望の皆様へ

時代の流れ、お客様のニーズに合わせ、当社のサービスもITを
活用した情報表現へと変化しています。印刷物も一つの媒体と
考え、Webなどのデジタル媒体も含めてお客様の目的にあった
媒体で提供し、情報に関するコンサルタントとしてお客様の事
業をお手伝いしています。

・喜ばれるサービスを創造する
・生活力のある人材を育成する
・楽しい職場づくりを追求する

社員やスタッフ・職場環境

雇用体系は、正社員と契約社員と
なっており、基本的には長く勤めて
いただき頂きたいと思っております。
年5日～6日の土曜出勤があります
(会社行事での出勤が3日程度。それ
以外は土日が休日になります。
産前産後休暇・育児休暇も取得しや
すい環境です。育児休暇は男性社員
も複数の方が取得。

当初は愛知からの社員が多かった環
境も、新卒・中途で沖縄の方が多い
環境になっています。
本社が愛知県なので会社行事・研修
の際は愛知出張になります!

特区企業の仕事内容や働き方について知っていただくために企業見学や企業 説 明会を
実施しています。企業見学では施 設をバスで回りながら、複数の企業の様 子を見学しま
す。2019年には特区地域だけでなく大学等でも合同企業説明会や企業個別の説明会・
座 談 会 を実 施しました が、
2021年は、新型コロナウイ
ルス感 染 症 対 策を講じ対面
で の見 学 ツ アーを実 施し 、
現 場 の雰 囲 気をリアルに感
じて いた だく機 会となりま
した。

NAGO JOB GUIDE

40

日 本 ペ イメント ・ テ クノロ ジ ー 株 式 会 社

C O M PA N Y
FILE

事業内容

18

設

クレジット、デビット、プリペイドなど各種ペイメント･カードにかかわるプロ
セシング業務ならびに関連業務の代行、一般労働者派遣事業

P

立／2003年3月

代表者／代表取締役社長

渡辺 保男

住

所／本 社 ：
東 京 都港 区 西 新 橋 一 丁 目 1 番1 号
日比 谷 フ ォ ー ト タ ワ ー 1 6 階
沖縄 事 業 所 ： 沖 縄 県名護市豊原2 2 1 - 3 8
み ら い 5 号館
U R L／https://www.paytech.co.jp
お問合わせ／0980-50-0650

事業内容

19

立／1983年2月

代表者／代表取締役
住

本間 隆

所／名 護 市 字 豊原2 2 4 番 地 3
名護 市マルチメディア 館

U R L／https://www.hayato.info
お問合わせ／0980-55-3331

住

P

R

株式会社ハヤト・インフォメーションでは、
2003年よりRFIDパッケージの開発
を行っており、現在は、倉庫管理パッケージMANICAや所在管理パッケージ
MANICAトレイサーなど、
多くのRFIDソリューションを開発・販売しております。

事業内容

20

立／2012年6月28日

代表者／代表取締役

・RFIDソリューションを開発・販売
初期費用ゼロではじめるRFID「MANICAモバイル」／RFIDとブロックチェー
ンを利用した真贋判定サービス
「MANICAブランドプロテクション」
／ビッグ
データで新しい戦略を
「MANICAビッグデータ」
／究極の見える化
「MANICA
トレイサー」
／製品の工場出荷から店頭販売まで
「MANICAリテール」
／NFC
スマートフォンを使った
「タッチレンタルNFC」
／タッチでツイート
「たっちなう」
／大量の資産管理ならお任せ
「MANICAセキュリティロッカー」
／RFID・バー
コードを利用したWMS・倉庫管理パッケージ
「MANICA」
／Excel上でRFID・
バーコードの読取ができるツールバー「MANICA EXCEL TOOL」

株 式 会 社 オ キット

C O M PA N Y
FILE

設

米国グループ会社の子会社として2003年に誕生した当社は、2014年に社名
を変更し、2018年12月には、東証1部上場企業である親会社のグループの一
員となりました。これまで当社は、日本のペイメントの世界に必要なテクノロ
ジーを提供することのできるプロフェッショナルな集団として、ペイメントの
世界をさらに進化させることに情熱を持って取り組み、クレジット、デビット、
プリペイドなど各種ペイメント・カードにかかわるプロセシング（決済処理）
業務ならびに関連業務の代行、様々なペイメントシステム開発や運用、コー
ルセンターサービス等、高い品質のサービスを提供しております。業務を通じ
て情報セキュリティに関する知識・スキルの向上が期待できます。

株 式 会 社ハ ヤト ・ イン フォメー ション

C O M PA N Y
FILE

設

R

土橋 ひとし

所／名 護 市 字 豊原2 2 4 番 地 3
名護 市マルチメディア 館

U R L／https://www.okit.co.jp
お問合わせ／050-3521-7131

ISP事業（電気通信事業 届出番号：K-26-00036）／IX事業／レンタルサー
バ事業／ICT基盤の設計、構築／システム設計、開発／システム構築、運用、
保守、教育／アプリケーション開発／情報セキュリティのコンサルテーショ
ン／セキュリティポリシーの策定支援／ネットワークセキュリティに関する脆
弱性診断／セキュリティシステム構築支援／電気通信工事／ネットワークお
よびサーバ、PC端末、通信端末及び周辺機器に関する機器販売／Webペー
ジ制作、Webサイト構築

P

R

リゾートホテルへいらっしゃるお客様へ、
最上級のインターネット環境でおもて
なしを。
『lux line(ラグジュライン)』
はリゾートホテル様向けの最上級インター
ネット回線サービスです。
ホテル様専用の光ファイバーで他ユーザーからの影
響を受けず、
沖縄県内最大級のバックボーンで最大10Gbpsの通信を実現。
国際会議やe-sports、
ワーケーションを
『lux line』
でおもてなしを。
https://www.okit.co.jp/service/luxline.html

名護市情報通信･金融関連企業一覧
名護市マルチメディア館

1

NTTビジネスソリューションズ株式会社

3

サン電通エンジニアリング株式会社

〃

5

設楽印刷機材株式会社

〃

7

株式会社クイックス

〃

9

株式会社ドルーグ

〃

11

株式会社進学研究会

〃

13

株式会社オキット

〃

15

名護未来建築事務所株式会社

〃

17

株式会社スリーエス

〃

19

ＯＮＥ株式会社

〃

21

沖縄ブランテック株式会社

〃

23

スタンダードキャピタル株式会社

〃

25

亜細亜印刷株式会社

みらい1号館

27

安藤証券株式会社

みらい3号館

29

ＮＸ沖縄イーテクノロジー株式会社

みらい4号館

31

株式会社ティーダワークス

〃

33

郵船ロジネット株式会社

〃

35

株式会社琉球若草

〃

37

株式会社かんぽ生命保険（かんぽコールセンター）

39

日本ユニシス株式会社

41

株式会社Shine Artist Investment

43

株式会社サステイナブル・インベスター

45

株式会社スプリングナレッジラボ

2

株式会社MEDIAFLAG

〃

4

Nandina-Cloud株式会社

〃

6

株式会社OJAD

〃

8

株式会社ハヤト・インフォメーション

〃

10

株式会社ソフトウエア・サイエンス 沖縄AMOセンター

〃

12

株式会社沖縄美研

〃

14

株式会社イー・ステート・ラボ

〃

16

株式会社大洋クラウドサービス

〃

18

Global Broadband株式会社

〃

20

株式会社オービス

〃

22

合同会社

G・L

〃

24

株式会社FUNIT.

〃

26

クオリサイトテクノロジーズ株式会社

28

美らヒルズ・マネジメント株式会社

30

トラストコミュニケーション株式会社

32

株式会社PUREWORKS沖縄

34

日本ペイメント・テクノロジー株式会社

36

国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）

38

りらいあコミュニケーションズ株式会社

40

エステックアセットマネジメント株式会社

42

アセットファイナンス動産沖縄合同会社

44

株式会社Message

46

株式会社iBou

みらい2号館
〃

みらい5号館
〃
〃
国際海洋環境情報センター（GODAC）
名護市産業支援センター
〃
〃
〃

その他
〃
〃
〃
〃
〃

特定非営利活動法人ＮＤＡ（Nago Development Authority：名護経済特区開発機構）

当法人は沖縄県名護市の企業誘致・雇用創出活動を推進する NPO 法人です。
名護市の金融・情報通信関連施設の指定管理者として、名護市マル
チメディア館やみらい館の管理を行い、入居企業が業務をしやすい環境を整えています。
また、一般求職者向けのパソコン講座を開催したり、各種
学校からの企業・施設見学を受入れ、
立地企業や施設を紹介するなど、
雇用促進に取り組んでいます。
NAGO JOB GUIDE
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