応援団リスト

NO

事業所名

住所

事業内容
介護保険事業

体験内容
訪問介護・居宅介護

1

ＮＰＯ法人 きづき

沖縄市泡瀬 1-21-15

2

（有）翁長電気工事

うるま市字西原 6

3

（株）サンコー

沖縄市安慶田 3-9-32

4

（株）具志川食糧

うるま市字具志川 3049-1

米穀販売

精米/品質管理

5

（社）日本健康倶楽部沖縄支部

沖縄市登川 3169

診療所（集団検診など）

見学・面談・体験

6

（有）内盛産業

沖縄市知花 4-14-21

総合建設業（建築・解体）

現場での施工管理/事務

7

(社福）一条園

沖縄市与儀 3-5-10

介護老人福祉施設
（通所・訪問・宅老・居宅）

デイサービス/在宅介護

8

建築設計室 舎 工房

沖縄市高原 5-9-5
アトムハウス2F

建築設計・監理

建築設計・設計管理

9

（有）ゆい花

沖縄市園田 2-969-2

介護保険事業

デイサービス/在宅介護

10 デイサービスステーションまほろば

北谷町字桑江 575-5

介護保険事業

通所/訪問介護

11 tama動物病院

沖縄市古謝 135-5

動物病院

説明・見学等

12 中頭コンクリートブロック

沖縄市字登川 2870

コンクリート
２次製品製造・販売

Ｂ製造工程/検査管理
ﾘﾌﾄ・ｸﾚｰﾝの操作

13 (有)タイガーエンブ

沖縄市中央 4-10-3

刺繍

製作・受注・販売現場紹介

14 （社福）すこやか保育園

うるま市赤野 1391-1

保育事業

保育士補助
子育て支援センター補助

15 中村ガス工業

うるま市字田場 1769

LPガス販売

工事・販売同行

16 中部協同病院

沖縄市美里 1-31-15

総合病院

医療・総務事務業務

17 （社福）胡屋保育園

沖縄市胡屋 2-8-8

保育事業

保育士補助

18 サイアスホーム株式会社

沖縄市登川 2671-1

建設業

面談・見学・実体験

19 （社福）海の子保育園

沖縄市泡瀬 1-32-6

保育事業

保育士補助

20 （社福）海の子学童クラブ

沖縄市泡瀬 1-32-6

保育事業

保育士補助
子育て支援センター補助

21 フラワーショップ ヘブン

うるま市赤道 8-11

花卉花販売

花卉販売・管理

22 沖縄市料理飲食業組合

沖縄市住吉 1-24-4

飲食業

事業内容説明・見学

23 沖縄警察犬・家庭犬訓練所

沖縄市池原 4-7-1

犬訓練

犬の訓練・しつけ補助

24 ペットハウス らいむ

沖縄市与儀 1-10-1

ペット美容

犬のトリミング・販売

25 Ｓ.Ｓ.モータース

北谷町字浜川 244

自動車整備・販売・保険

各整備補助・車検・清掃

26 大城製作所

沖縄市嘉間良 1-1-6

ｼｰﾄ張替・製作等

製作補助・見学

27 建築工房 CASA

沖縄市泡瀬 2-52-25
アネックスHANAE 302

建築設計・監理

事業説明・同行作業

28 （有）レーベン・レブ（きなこや）

中頭郡中城村泊 96

菓子製造・販売

菓子製造・販売業務等

29 翔南病院

沖縄市山内 3-14-28

総合病院

医療・一般事務

30 コープ美里店（ｺｰﾌﾟおきなわ）

沖縄市美原 4-29-1

小売業

レジ体験・入荷作業
商品陳列・商品作り

31 ｺｰﾌﾟおきなわ具志川支所（宅配ｾﾝﾀｰ）

うるま市川崎 69-1

宅配事業

倉庫作業・配達同行

沖縄市比屋根 1-9-5（2F）

損害保険業務

代理店養成研修課程
研修社員への同行

沖縄市登川 1403

介護老人福祉施設
（通所・訪問・宅老・居宅）

介護補助・入居者との交流

34 ＮＰＯ法人エンジェル工房

沖縄市松本 2-14-37

就労継続支援（Ｂ型）

就労指導員の作業同行
ﾍﾟｯﾄ回収・ﾗﾍﾞﾙはがし等

35 北谷竹細工

沖縄市八重島 3-4-7

竹製品の製作・販売

大同火災海上保険株式会社
32
（中部支社）
特別養護老人ホーム
33
おきなわ長寿苑

電気工事業
（屋内電気工事）
パソコン
事務機器販売及び保守

36 有限会社 照屋楽器

沖縄市中央 3-1-7

CD・楽器販売

37 コープおきなわサポート本部（総務部）

浦添市西原 1-2-1

総合小売業

38 沖縄商工会議所

沖縄市中央 4-15-20

商工業者の育成・指導

39 NPO法人こども家庭ﾘｿｰｽｾﾝﾀｰ沖縄

沖縄市中央 3-15-5

介護サポート他

40 浦崎金物店

沖縄市胡屋 2-1-48

金物店

41 公益財団法人 沖縄こどもの国

沖縄市胡屋 5-7-1

動物園・ミュージアム

朝礼/研修会見学・体験
営業・技術同行/総務

籠・昆虫作り/塗装
商品補充陳列・清掃
接客販売
事務全般
（施設管理・書類管理・給与計算）
会計システム入力
伝票チェック・銀行への同行
保育補助
介護サービス同行
清掃・販売・小分作業配達の手伝い
（荷物の積下し）
飼育体験・総務・経理

応援団リスト

NO

事業所名

事業内容

体験内容

43 健康堂 治療室

宜野湾市嘉数 2-9-12
サンテラス 101

デイケアサービス
老人ホーム
はり・きゅう・指圧
ゆがみ調整

44 株式会社 大賀企画

沖縄市知花 6-39-48

塾（パソコン・簿記等）

45 有限会社まあさんど（我部祖河そば）

沖縄市上地 4-20-1

沖縄料理・そば専門店

46 アクサ生命保険株式会社

宜野湾市志真志 4-2-2

生命保険業務

47 (株)ホワイト急便 沖縄

沖縄市古謝 864-5

クリーニング業

工場作業・販売・配達

48 ビズコンサルティング・ジャパン

沖縄市与儀 645-7

コンサルティング（介護）

介護事務代行・ｋォンサル

49 コープ山内

沖縄市南桃原 4-1-1

小売業

50 沖縄市あげだ児童館

沖縄市安慶田 2-17-19（2F）

児童館

51 沖縄市福祉文化プラザ児童センター

沖縄市高原 7-35-1

児童センター

52 (株)読谷ククルリゾートセンター沖縄

読谷村字高志保 1020-1

体験テーマパーク
レストラン・ショップ

53 （株） ともえ 中部営業所

沖縄市松本 5-12-2

防音工事後のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ他

54 （株） カレットワールド

沖縄市松本 5-12-2

ペットボトル等の回収
再生、他

55 リトルワーク

沖縄市美里 3-10-22

人材派遣・業務請負業

56 沖縄市国際交流協会

沖縄市中央 1-17-15

国際交流事業

利用者との交流・見学

42

(有)ケアサービスよみたん
住宅型有料老人ホーム

住所
読谷村字上地 329

入浴・生活介助
ＡＭ・・施術の見学・体験
一般・総務・経理事務
県内各支店での厨房
ｳｪｲﾄﾚｽ作業
生命保険全般
アクサ生命の仕事内容説明

商品補充陳列・清掃
ﾚｼﾞ・ｻｰﾋﾞｽＣ・検収作業
子育支援事業（子育広場）
毎週 火・木10:30-12:00
来所児童との関わり（遊び）
清掃・教材整理
事務・電話・団体客案内
レストラン業務・販売
工事後のｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
工事現場の片づけ
ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙの再生（回収）
廃材の片づけ
取引先への営業同行
マネキン務に関わる業務

57 デイゴホテル

沖縄市中央 3-4-2

ホテル業

フロント業務
ｳｪｲﾀｰ・ｳｪｲﾄﾚｽ業務

58 仲程鉄筋工業

沖縄市高原 4-22-8

建設業

鉄筋工事・加工取り付け

59 まゆの里 おおわん

読谷村大湾 663-1

介護老人福祉施設

60 NPO法人障がい児ｻﾎﾟｰﾄﾊｳｽ Ohana

沖縄市海邦 2-9-18

障がい児支援事業

61 コザ介護福祉センター コザ苑

沖縄市知花 6-15-5

介護保険事業

デイサービス・居宅介護

62 学研みさと教室

沖縄市松本 1-18-1

幼児・児童の学習塾

学習見学・設立概要説明

一般社団法人
63
ものづくりネットワーク沖縄

うるま市勝連南風原 5192-30

製造業

製造過程の説明・見学

64 合同会社 幸和会

沖縄市知花 2902-1

障害者福祉サービス
（就労サポートセンター）

就労支援事業

65 幸和農園

沖縄市知花 2902-1

農業（草花の苗、鉢物生産）

農業体験

66 （株）NSP 焼肉キングコング

沖縄市泡瀬 1-20-30

障害者就労支援事業（飲食）

就労支援業務

67 株式会社 シーサイドホーム中城

中城村字久場 1963

障害者就労支援事業（A型）

就労継続支援A型事業所

68 Ｏｋｉｎａｗａ Ｍａｒｋｅｔ

沖縄市中央 1-36-10

69 がんじゅう堂

沖縄市古謝 166-1

70 PIZZAパルコ 泡瀬店

沖縄市高原 5-17-13 1-A

ピザの製造・販売（持帰り）

仕込み・メイキング・接客

71 ヨシモト コーヒー

沖縄市知花 5-35-6

コーヒー豆焙煎・販売

工場焙煎製造作業
接客販売・営業（配達）

72 沖縄ラジオ株式会社

沖縄市知花 5-35-6

わったーシマの放送局
FM85.4MH オキラジ

ラジオ放送の見学

73 大同生命保険株式会社 沖縄支社

沖縄市上地 1-1-1

生命保険業

保険営業
事業内容説明・見学

74 介護老人福祉施設 琉和の森

宜野湾市大山 2-15-17 （101）

小規模特別養護老人ﾎｰﾑ

介護事業全般(入浴以外）

75 通所介護事業所 ｹｱｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ琉和

沖縄市美里 6-25-38

通所介護事業所

介護事業全般(入浴以外）

76 通所介護事業所 ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ琉和

沖縄市登川 2-7-4

通所介護事業所

介護事業全般(入浴以外）

77 居宅介護支援センター琉和

沖縄市登川 1-2-7 102

居宅介護事業所

介護事業全般(入浴以外）

78 若者地域サポートステーション沖縄

沖縄市登川 1-2-7 102

地域若者就労支援

地域若者就労サポート業務

79 結社労士ネットワーク

宜野湾市伊佐 2-7-12
GN 2F

社労士事務所

社労士業務・事務

80 ジョブカフェ（就労等支援事業）

沖縄市中央 3-15-5 2F

就労等支援事業

就労等支援業務

81 津嘉山の杜 ヒルトップ カシータ

うるま市江洲 135-3

老人介護施設

介護関連職種

民芸品の販売
Webサイト制作等
サービス付き高齢者向け住宅
デイサービス

車ｲｽ誘導・レク活動
利用者との話し相手
保育・介護・送迎・看護
介護・歯科衛生

接客・販売・POP作成等
デイサービス・居宅介護

応援団リスト

NO

事業所名

住所

事業内容

体験内容

82 美里の杜 カシータ

沖縄市松本 1-11-1

老人介護施設

介護関連職種

83 小規模保育園 モン・ベベ

うるま市田場 1008-2

保育事業

保育・看護士補助

84 特定非営利活動法人フレンズハウス

沖縄市与儀 1-6-2

指定生活介護事業所

就労等支援業務

85 彩橋フーズ 黒毛和牛あやはし

沖縄市海邦 2-1-11

飲食店

キッチン補助
ホール（接客）

86 彩橋フーズ 自社運営牛舎

うるま市与那城西原 542-1

畜産業（牛舎）

畜産業務全体

87 ふれあいきっず北谷

北谷町字浜川 244

放課後等デイサービス

放課後等デイサービス

うるま市洲崎 14-12

マルチチャンネル
コンタクトセンターサービス

会社見学・体験
（受信業務、ﾛｰﾙﾌﾟﾚｲﾆﾝｸﾞ）

沖縄市諸見里 3-41-36

有料老人ホーム

介護関連職種

沖縄市美里仲原町 14-15

認可保育園（1歳～5歳児）

保育士業務全般

沖縄市宮里 2-22-1

認可保育園（0歳～1歳児）

保育士業務全般

92 日本コンセントリクス（株）

うるま市石川赤崎 2-20-1

BPOサービス

BPOサービス

93 パブラウンジ エメラルド

北中城村島袋 311

飲食店

調理補助、フロア業務

94 株式会社 さんだん花

宜野湾市大山 7-7-22

介護保険事業に係る事業

介護業務全般

95 合同会社 クレッシェレ：むすび

うるま市栄野比 805-101

障がい者支援事業所（生活訓練）

生活訓練支援業務

88

株式会社ディノス・セシール
コミュニケーションズ

89 介護付有料老人ホーム ハウスたけぞの
社会福祉法人 あさひ福祉会
90
みはら保育園
社会福祉法人 あさひ福祉会
91
分園きらり（みはら保育園）

96 アロマ講師

アロマクラス・カウンセリング

97 特別養護老人ホーム 森城

沖縄市諸見里 3-41-30

老人介護施設

介護業務全般

98 グループホーム ローズガーデン

沖縄市諸見里 3-41-30

老人介護施設

介護業務全般

99 ワークマン沖縄コザ店

沖縄市宮里 1-15-15 1F

作業服の小売店

接客・販売・品出し・在庫整理

100 パーチェ山里保育園

沖縄市山里 1-1-2

305

企業主導型保育事業所

業務ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる保育補助業務

101 山里リブラ保育園

沖縄市山里 1-1-2

305

小規模認可保育事業所

業務ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑによる保育補助業務

102 松本自動車整備工場

沖縄市松本 5-20-11

自動車整備/保険

自動車整備全般（見学）

103 オリオン第一交通株式会社

沖縄市美里 1-31-3

旅客運送業（ﾀｸｼｰ乗務員）

整備工場見学/乗務体験 他

104 トランスコスモス株式会社

沖縄市中央 2-28-1 BCコザ 2F

コールセンター

企業説明・業務内容紹介

