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の
多様な事業部門であなたの可能性にチャレンジ。

概要

年間イベント

４月

株式会社

合同入社式

りゅうせき
株式会社

株式会社

りゅうせき
ライフサポート

りゅうせき

ビジネスサービス

6月

8月

定時株主総会

9月

株式会社

株式会社

りゅうせき
フロントライン

りゅうせき
ケアプロ

株式会社

スポーツ大会

1月

特別講演会

りゅうせき
建設

大亜

9月

創立記念式典

10月
株式会社

こども職場
見学会

安全祈願
新年会

1月
新春駅伝大会

※りゅうせきネットワーク会議従業員数 2,291名（2020年10月現在）

会社概要
社

名

株式会社 りゅうせき
RYUS EKI CO R P O R AT IO N

本店所在地

〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2-2-3
TEL 098-875-5000
FAX 098-875-0270

設

立

昭和25年9月6日

資

本

金

10億5000万円

代

表

者

代表取締役会長
代表取締役社長
専務取締役
常務取締役
常務取締役

取引銀行

沖縄県人材育成
認証企業

くるみん
認定企業

金城 克也
當銘 春夫
尚 諭
上運天 清
根路銘 剛宏

琉球銀行・沖縄銀行・沖縄海邦銀行・
ＪＡおきなわ・三菱UFJ銀行・農林中央金庫・
み ず ほ 銀 行 ・その他（2022年1月現在）

お問い合わせは

売上推移
（単位：百万円）
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連結売上高推移

（単位：百万円）



    

ホームページアドレス
https://www.ryuseki.co.jp

商品
・
サービス

では、
県民のみなさまの生活基盤、企業運営の事業
基盤をあらゆる分野でサポートしています。

エネルギーのサポート
産業用燃料・オイル

産業用LPガス

内航海運事業

船舶給油サービス

石油及び潤滑油につい
て、何でもお任せ下さ
い。

消費者の要望に応じて、
バルク式やボンベ式に
て供給致します。

沖縄県内を中心に内航
タンカーによる石油類
の海上輸送の安定供給
を行っています。

那覇・先島に出入港す
る旅客船、官公庁、外
航船など多様な船舶へ
燃料の供給を行ってい
ます。

家庭用LPガス

都市ガス

LNG配送

航空機給油業務

ご家庭用LPガスの配達
や、ガス関連器具のこ
となら、何でもお任せ
下さい。

エネルギー販売自由化
を受け、託送供給方式
による都市ガスの小売
販売を始めました。

企業活動のサポート
システム受託開発

システム受託開発を幅広
い業種で取り組んでおり、
特に防災分野・海洋分野・
電力分野において多くの
実績を残しております。

業務用食料品総合卸業
沖縄県全域をカバーする業務
用食料品総合卸業。業務用食
料品全般、酒類、ワイン類、
業務用洗剤、冷凍冷蔵食品等
を取扱っています。

法人携帯・コドモン
(保育園システム)

法人向けスマホなど企業のICT活
用をご提案。保育園向け効率化
システムのコドモン・その他
ICTツールも取り扱っています。

人材サービス

求職者と企業のニーズに対
応し、共に成長していくた
めの人材サービスを提案致
します。求人・求職の事な
ら私達にお任せ下さい。

塗料・防水資材
梱包資材卸小売業

沖縄県下および奄美で各
種塗料・防水資材・機械工
具・イ ン テ リ ア・包 装 資
材の販売を行っています。

赤土流出防止

環境にやさしいエコ
ロジカルな工法で沖縄
の豊かな自然と青い海
を守るための事業を展
開しております。

セブン-イレブン

ホテル

ガソリンスタンドとの
複合店で新業態にチャ
レンジしております。

「このホテルでよかっ
た」そのひとことのた
めに、すべてに共通す
るロコホテルズのおも
てなし。

りゅうせき商品券

携帯ショップ運営（au・UQモバイル）

忘・新年会やコンペなど
の景品、入学・卒業祝・母
の日などのプレゼント、
スポーツ遠征などの資金
造成にご活用下さい。

県内最大au販売ネットワ
ークです。お客様のケー
タイライフを楽しく過ご
していただけるよう全力
でサポートします！

保険

フィットネス

自動車保険・生命保険
など、保険のことなら
お任せ下さい。

気軽で楽しい！
女性だけの30分フィッ
トネス カーブス。

かなさ保育園

平成30年4月、那覇市長田
に開園。りゅうせきネット
ワーク会議の社員枠と地域
枠があり6ヶ月～3歳までの
園児42名をお預かり致します。

リハビリ

リハビリ中心のデイサ
ービスで、健康的で自
立した生活をサポート
致します。

飲食事業

アレッタ

70種類の世界の料理。
エンターテイメント溢
れる、ホテルメイドの
ワールドグルメのバイ
キングレストランです。

離宮古・八重山の物流
センターにおいては、
空港事務所を構え航空
機への給油作業を行っ
ております。

カーライフのサポート

暮らしのサポート

企業主導型保育事業所

2015年4月より、LNG
輸送をスタートしまし
た。県内需要家へ配送
を行っております。

広告メディア

チラシ・パンフレット等の印
刷物からデジタルサイネージ、
SNS配信代行まで、お客様が
お持ちのイメージをカタチに
するお手伝いをします。

介護付有料老人ホーム
特定施設ひまわり

入居者様の日常生活を
24時間体制でサポート。
全室バリアフリーで車イス
をご利用の方でも安心です。

あがいてぃーだ

沖縄の家庭の味から沖
縄ならではの珍味 、地
元食材を使った創作料
理などを 、お手頃 価 格
でお楽しみ頂けます。

サービスステーション
りゅうせきライフサポート
（直営店）

法人向け給油カード
（りゅうせき
メンバーズカード）

離島も含め、県内全域に
41店舗展開しています。
給油からお車の相談まで、
お気軽にどうぞ！

りゅうせきＳＳグループ
（系列販売店含む）

県内96店舗。充実した給油
サービスに加え、お車をト
ータルケアする様々なサー
ビスを展開しております。

県内最大の当SSグルー
プ52店舗で給油できま
す。

オートバックス

県内のオートバックス
5店（ニューマチナト店、
ニュー具志川店、ニュー
小禄店、ニュー北谷店、
あわせモール店）を運営
しております。

車検/板金/コーティング/車販売
りゅうせきライフサポート
車検

オートバックス車検

りゅうせきライフサポート
板金、
コーティング

オートバックス
板金、
コーティング

りゅうせきライフサポート
車販売

オートバックス カーズ

ハイクオリティ＆低価
格の車検です。ネット
で簡単お見積もり、
各種
特典割引もあります。

愛車を美しく、快適に！
気になる料金はネットで簡
単にお見積！ご優待券で更
におトクにご利用頂けます。

スーパーオークションは「安く
て」「選べて」「便利で」「安
心」、理想の１台が見つかる！
全車両鑑定書付・長期保証。

「安心・安全・丁寧」
オートバックス車検！
無料見積もりでトコト
ン説明致します。

小さな傷から大きな
ヘコミまで、プロのピ
ットスタッフが丁寧に
対応致します。
お車の販売、買取お任せ下
さい！！オートバックスで
車を買うと、色んな特典が
あります。お車と同時購入
でカー用品５％OFF！

建築 / 不動産のサポート
戸建住宅

土地活用

危険物取扱施設

省エネ事業

植物工場

リフォーム

ご家族の成長・ライフスタ
イルの変化などにフレキシ
ブルに対応、将来の生活設
計を見据えて、自由度の高
いRC住宅をご提供。

エネルギー供給施設、給
油所、油槽所、ガス設備
等の特殊危険物施設の
建設など、社会のニーズ
に卓越した技術で対応。

品質と収穫量を安定
させ事業性のある施
設を提案します。

アパート、店舗、住宅
併用など、資産形成の
様々なニーズにお応え
します。
＊一部地域除きます。

お客様に応じた、より
良いエネルギーを提案
します。

住宅から施設、店舗ま
で改修工事対応。
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各社案内

〒沖縄県浦添市西洲

設立

昭和 25 年 9 月 6 日

従業員数

396 名

石油類の卸・直売及び
それに付帯する一切の事業
液化石油ガスの卸・直売及び
それに付帯する一切の事業
不動産の賃貸・売買・管理及び
それらの仲介等の取引に関する業務

Ryuseki
〒沖縄県浦添市西洲

石油製品の販売
自動車の点検整備・修理
自動車部品・付属品及び
アクセサリー類の販売
レンタカー業
新車・中古車の販売・買取

設立

令和 元 年 6 月 21 日

従業員数

595 名

オークション売買
コンビニエンスストアの運営
損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務

Ryuseki Life Support
（従業員数/2020年10月現在）
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各社案内

〒沖縄県浦添市勢理客

au電話機器販売に関する代理店業務
auショップの運営
設立

令和 元 年 6 月 21 日

従業員数

539 名

UQ電話機器販売に関する
代理店業務
UQスポットの運営
人材派遣
有料職業紹介
業務受託
教育事業
システム開発・販売
IT機器の販売

OAデジタル複合機・オフィス機器の販売
フィットネスクラブカーブスの運営
広告販促物に関するデザイン業務
ホテル・飲食業・土産販売

Ryuseki Frontline
〒沖縄県浦添市勢理客

住宅建設・販売
店舗・保育園・マンシ
ョン・アパート
公共工事・公営高層住宅
危険物取扱施設(油槽所
や給油所等)の特殊工事
等の設計施工

設立

平成 11 年 12 月 22 日

従業員数

90 名

植物工場・省エネ事業
創エネルギー事業
赤土流出防止工事

Ryuseki Construction
（従業員数/2020年10月現在）
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各社案内

〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2-6-2

各種塗料全般
設立

令和 3 年 4 月 1 日

従業員数

100 名

防水資材全般
機械工具・インテリア・
包装資材の卸
小売業
業務用食料品全般
冷凍冷蔵商品等卸販売業

Daia
〒902-0075 沖縄県那覇市国場32

介護サービス事業
ぴたさぽ
介護付有料老人ホーム
ひまわり

（那覇市指定地域密着型特定施設）

設立

平成 16 年 5月 26 日

従業員数

105 名

Ryuseki Carepro
〒沖縄県浦添市勢理客

設立

昭和 62 年 5 月 20 日

企業主導型保育事業

従業員数

17 名

Ryuseki Business Service
（従業員数/2020年10月現在）
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2020年入社

熱意を真っ直ぐに「
の顔」
として、
努力と挑戦でお客様の満足を作り出す先輩たち。
未来の新入社員へのメッセージです。

先輩社員
の

声

株式会社りゅうせき
総合エネルギー事業本部

株式会社りゅうせきフロントライン
情報通信事業部

株式会社りゅうせきライフサポート
事業総括部

崎山 貴大

長嶺 春菜

重畠 雅斗

エネルギーソリューション事業部 販売店担当

Q
A

近畿大学 経済学部
総合経済政策学科

現在の仕事内容は

販売店担当は、県内94ヶ所のりゅ
うせきSSグループのガソリンスタ
ンド(販売店)に対し燃料の卸販売を行っ
ております。また、オイルやバッテリー
など燃料以外の商品の卸販売や販売促進
企画、店舗運営のサポートなども行って
おります。私の仕事は、販売のサポート
や収益向上に向けたサポートなどを行っ
ており、今年度はコーティング検定や洗
車キャンペーンの実施、計数管理講座開
講など様々な角度から販売店様をサポー
ト致しました。

Q
A

入社２年目で身に付けたスキル

エクセルなどのスキルも身につき
ましたが、特に今年伸びたスキル
はビジネス文書の作成能力です。1年目
は、社外文書を送付する機会がありませ
んでしたが、販売店担当では日頃から社
外の方々へ文書を送ることが多く、言葉
の選び方など情報の取捨選択をすること
で文書作成の時間も早くなりました。ま
だまだ、先輩から数多くご指摘を受けま
すが、この部署に来ないと身に付かなか
ったスキルだと思います。

Q
A

就活生へのアドバイス

情報収集が大切です。私はUターン
でり ゅ う せ き に 入 社 し ま し た が 、
県内企業の情報収集に不便を感じていま
した。そのため、合説や企業説明会を調
べて積極的に参加し、分からないことな
どは担当者に直接質問することで就職活
動を円滑に進めることができました。情
報は色々なところに眠っています。悔い
のない就職活動となるよう頑張ってくだ
さい！

Q
A

琉球大学 法文学部

現在の仕事内容は

携帯電話の販売をはじめ、ひかり
ちゅらなどのインターネット回線、
auでんきといったお客様の生活をより
豊かにするための様々なサービスの提供
を行っています。お客様のニーズに合わ
せたご提案をするため、機種の性能や料
金プラン、その他オプションサービスな
どの知識が必要となります。お客様それ
ぞれのライフスタイルに応じた提案・接
客が求められるため、自分自身の成長や
やりがいを強く実感できる仕事です。

Q
A

入社２年目で身に付けたスキル

私が業務を通して身につけたスキ
ルはリスク管理能力です。ショッ
プでは誤案内や誤登録がないよう、複数
スタッフによるダブルチェックが行われ
ています。私自身も、登録ミスがないよ
うに気をつけるだけでなく、今後お客様
が携帯電話を利用していくなかで、出て
くるであろう問題や注意点などを想定し
ながら案内することで、お客様の不安を
できるだけ解消していけるよう努めてい
ます。

Q
A

就活生へのアドバイス

就職活動中は、自分自身とこれま
でにないくらい真剣に向き合わな
ければならない分、悩んだり落ち込んだ
り、不安と焦りにかられることもあるで
しょう。ですが、どんな時でも自分自身
を見失わないでください。自分に自信を
持ってください。自分らしさを出しきっ
て巡り合った会社には、きっと素晴らし
い出会いと経験が待っています。これか
ら就職活動をとおして一回りも二回りも
成長していく皆さんのことを心から応援
しています。

Q
A

名桜大学 国際学群
経営専攻

現在の仕事内容は

りゅうせきライフサポートは、ガ
ソリンスタンドの運営、車検事業
やオートバックスの運営、保険事業など
から構成される会社です。私は事業総括
部に属しており、各事業部のサポートを
行っています。主に日々の業務は、実績
の集計・分析・報告や見込の作成、販促
企画の提案や運営をしています。特にエ
ネルギー事業部のサポートをすることが
多く、ガソリンスタンドでの経験を活か
しながら業務に励んでいます。

Q
A

入社２年目で身に付けたスキル

集計・分析能力が入社2年目で身
に付きました。事業総括部では、
経営判断を行う重要な資料を作成する機
会が多く、資料は数字の”クオリティ”に
気を付けながら作成しています。誤った
集計、分析は経営者の判断を鈍らせます。
常に数字に根拠を持たせながら作成する
能力はまだまだ磨かなければいけないス
キルです。またそれに伴い、かなりExcel
を使えるようになりました！

Q
A

就活生へのアドバイス

就活は自分自身を顧みるよい機会
でしょう。自分はどんな経験をし、
どんな人に会った？その時何を考えてい
た？あなたのことを一番よく知る人はあ
なたです。他人からの評価ももちろん大
切ですが、自己分析が最重要だと私は思
います。ぜひ自己分析に力を入れてみて
はいかがでしょうか！もう一点、社会人
になる前に適度に遊んでおくべきです。
理由は…皆さんで考えてください（笑）
応援してます！！
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企業精神 （りゅうせきマインド）
りゅうせきは、豊かで楽しい人間生活に貢献し、
地域社会との共感をつちかう企業を目指します。
りゅうせきは、人の幸せと情熱を応援し、
人と人との良い関係をきずく企業を目指します。
りゅうせきは、新たな価値の発見とその実現に挑戦し、
絶えず次の時代へ発展する企業を目指します。

〒901-2123 沖縄県浦添市西洲2-2-3
TEL.098-875-5000 FAX.098-875-0270

