
OCS
guide for joining a company

8

　私は、現在プラザ店で窓口業務を担当しております。窓口業務では商品券の販売、カード申
込みの受付などお客様と直接関わる部署になっております。初めは覚える事も沢山ありますが、
多くのお客様と関わっていくことで日々勉強になり自分自身の成長にも繋がってます。また窓
口は直接お客様と関わる分、感謝の言葉を聞く事が出来るのでとても嬉しく仕事に対するモチ
ベーションアップにもなってます。就職活動中の皆さん少しでも興味がある会社なら後悔せず
積極的に動いて欲しいと思います。ぜひOCSで一緒に働く日を楽しみにしています。

営業統括部　プラザ浦添パルコシティ店
新屋　鈴夏（2017 年度入社）

　私は主に外回りを中心とした業務をしており、オートローン取扱加盟店様へオートローン
の利用促進及びフォローを行っております。加盟店様とお客様への要望に応えたり、フォロー
などをする事により信頼関係を築くことができて感謝の言葉を頂いた時はとてもやりがいを
感じます。幅広い年代の方達と接する事が多く、たくさんの知識や新しい発見などがあるの
で日々成長できている実感があり、この仕事に就いて良かったと思ってます。ＯＣＳは社員
みんなが明るく、笑顔で働ける環境なので皆さんの応募を心待ちにしています！

営業推進部　
東江　遼太郎（2018 年度入社）

　私は現在、サポートセンターで、お客様からのお問合せやご要望についてサポートを行う
電話対応業務を担当しています。主な内容としてカードの入会やお支払い関係、ポイント交換、
加盟店契約に関するお問合せなど多岐にわたるお問合せに対し、ご案内やご提案等を行って
おります。お客様のご期待に沿えた時や感謝のお言葉を頂いた時の喜びはモチベーションアッ
プに繋がり、日々やりがいを感じながら業務に取組んでいます。就職活動は自分自身を大き
く成長させることが出来る貴重な機会です。出会いを大切に悔いのないよう頑張って下さい！

営業統括部　サポートセンター
新里　美乃梨（2017 年度入社）

　私がこの会社を選んだ理由はいくつかあります。仕事内容や、会社の将来性、そして会
社の雰囲気・社員の人柄です。その中でも、この会社に決めた！と決意したのは人柄でした。
面接や、電話でのやり取り等でしか接点はありませんでしたが、直観的にここだと思った
ので自分を信じて入社しました。入社後3年が経ちますが、自分の直観は間違っていなかっ
たと感じております。とても人に恵まれた環境で伸び伸びと学びながら働くことが出来ま
す。ぜひ一緒にOCSで働きましょう。

加盟店事業部　加盟店企画課　主任
喜納　啓介（2018 年度入社）

　私は現在、管理部のクレジットサービスセンターの売上部門を担当しています。主に審査が
終了した後の作業で加盟店への振込等の手続きを担当しています。裏方がメインの仕事ですの
で、加盟店などからも褒められる事などはありませんが、ミスをしないのが当たり前の業務の
中、日々ミスなくやりきる事に嬉しさを覚えます。現在、新型コロナウイルスの影響もあって
企業に訪問しての見学等が難しい状況ではありますが、パンフレット等を活用し、自分自身が
今後やりたい事・この分野の仕事で学びたい事などを探して就職活動頑張って下さい。

管理部　クレジットサービスセンター
宮里　昂太（2019 年度入社）

先輩からの　ッセージメ
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OCSでは、職員のキャリアアップの為の様々な
支援を行っております。各種通信教育・各種資格
取得の補助・県内外研修・海外研修・動画研修

OCSではNO残業デーの取組を強化し、残業時間
の抑制に努めております。プライベートの充実
が、仕事にもより良い影響をもたらすものと考
えております。

学 び や す さ と 、 働 き や す さ 。

š ଜၸᄎɬିȫȱɀȤɤɘȳăޏ 

!!ȱȩɉࡥݚɅȮᇦᅵݚȯȞă

š  ᇦᅵಪ

ஒ!੭!ණ

UFM
VSM
ੜᅙඐຎଞ
f.nbj m

ŧ:11.1143ā໗༚ીટ 3 ූᄆ 4 ྈ 21 ਖ
ൣā1:9.972.2234
iuuq ;00xxx/pdtofu /dp / kq
āĆჀݻင!ოކࡅ܄ॄ
onbfebApdtofu /dp / kqĆlfjl j .tpApdtofu /dp / kq

ఊ௶ၡʍɼʠĶ˂ʇʢʫ2022ķȥɣ

ʀˋʠ˂ĜɁȧɘȳɈɁȮߤᅙݚȯȞă

会社説明会及び会社訪問について

2

3

4

ૢɈɞɤၫɬʃʀ˃ă
ᬺോߩല₸ൻ߿↢↥ᕈࠍࠍߣߎࠆߍ⠨࠶ࡠࠤࠆߺߡ߃㧋

ယబɬʃʀ˃ă
㧋࠶ࡠࠤࠆߺߡߒ⋤ࠍ⠌ᘠⴕേᗐ⊑ߪߕ߹

ˁɼʭĆ̌ ĜʇĆʨˁˋʑɬʃʀ˃ă
ᣂߒ߈ᣇߦᄌߡ߃⑳ᤨߦ߽ߣ㑆ࠍలታ࠶ࡠࠤࠆߖߐ㧋

ㆇേ࡞ࠛࠞ
৽͍͠ಇ͖ํϗοϓɾεςοϓɾδϟϯϐϯάʂ
3早ガエル素敵なあなたになるために。

入社案内2022
Guide for joining a company

Your possibilities are endless



OCS

guide for joining a company

1

OCS

guide for joining a company

2

常に感謝の心を

企業理念

クレジットサービスの提供を通して、

県民生活にゆとりと安心の輪を広げ、

地域社会の発展に貢献します。

Company idea

Management visions

Action guidance

経営ビジョン

お客様の満足を第一に考え、

お客様に選ばれる

クレジット会社を創ります。

行動指針

1.私たちは、社会のルールを守ることを
　すべての行動の基本とします。

2.私たちは、常に感謝の心を忘れることなく、
　 お客様の立場に立って考え行動します。

3.私たちは、明るく前向きに、
　一致協力して行動します。

社長挨拶 President greetings

　平素は、格別のお引き立て、ご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

　弊社は、沖縄が復帰を果たした1972年（昭和47年）に地元初の信販会社として

産声を上げた株式会社オークスより、2008年（平成20年）に事業を継承し、クレ

ジットカード・オートローン及びプロセッシング業務を主な事業として展開し、提携

カードを含むクレジットカード会員数で14万人余、加盟店 約1万5,000社、年間取

扱高367億円と県民の皆様に広くご愛顧をいただいております。

　さて、近年は、スマートフォンの普及や通信販売という商品購入手段の拡大、ま

た新型コロナウイルスの影響に伴い、消費者のライフスタイルが大きく変化し、

キャッシュレスでの資金決済比率が着実に高まっております。より安全で便利な決

済環境の整備が国の政策課題のひとつとして取り上げられ、弊社を含むクレジット

会社の役割がますます重要になってきました。

　また、親会社である琉球銀行（OCSは2015年4月に琉球銀行の連結子会社化）

では2017年より、VISA・Masterカード加盟店業務（アクワイアリング）を開始し、そ

のバックヤードの業務は当社で担っております。今後は琉銀グループを挙げて

キャッシュレス化の進展を促進し、成長する決済市場での存在感をさらに強めてま

いります。

　地元の企業で働き、安心・安全で便利なクレジットサービスなどの提供を通して、

地域社会の発展に貢献したいと考えている若い皆様、是非一緒に頑張って

いきましょう！
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Company Profile

ＯＣＳのカード会員数
沖縄県民の 8人に 1人が持ってる。愛されるカードです。

従業員人数は
男女比率　男 53％：女 47％

就業時間　　　　　　　　　/1 日実働

月平均残業時間　　　　　　　　　（2020 年 4月 ~12 月）
NO残業デーの取組み強化で、仕事もプライベートもより充実できます。

女性の育休・産休取得率
出産・子育てと仕事を両立した活躍する女性社員が多くいます。
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アピール
14万人

140名
7.5時間
2.3時間
100％

OCS

guide for joining a company

3

OCS

guide for joining a company

4

事業紹介 Business introduction

Ŝローン

š!ʹˋʨĜʒ˅Ĝˋ

ā!OCSカード会員様だけの特別プラン。優遇金利の納得ローン。

š!ۋ˅Ĝˋ

ā!お子様、そしてご自身にも。「学びたい」気持ちに応える特別プラン。

Ŝショッピングクレジット

Ŝコラボレーションカード

沖縄県内企業をはじめ、様々な組織と
11種類の提携カードを発行させて
いただいております。

Ŝクレジットカード（OCS-VISAカード）

Ŝオートローン

お値段が高くなりがちなお車も、OCSオートローンがバックアップ。
生活にはかかせない愛車の購入チャンスも逃しません。

ŜOCS商品券

š!ʍˋʀĜWJTBʃĜʡ š!˂ɾʴɾPDTʃĜʡ
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沖縄県内のデパート、スーパー、ショッピングセンター、コンビニ、
各種加盟店など県内の店舗で幅広くご利用いただける沖縄で一番便利
な商品券です。使い道は自由自在！贈られた方にもきっと喜んでいた
だける OCS商品券は、簡単便利な通信販売でもご注文いただけます。

家電や家具、呉服などの高額商品はもちろん、ペット、農機具、自動車教習金、
学費（入学金・授業料等）などお客様のライフステージを幅広くサポート。
お支払い方法も豊富にご用意し、お客様にあった返済計画をご提案致します。

沖縄県内にある約 15,000 店のOCS加盟店をはじめ、県外や海外
200 以上の国、地域における VISA 加盟店でご利用いただけるカー
ド。あらゆる生活のシーンで役立つ身近でグローバルな 1 枚です。
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●経営管理室

●主計課

●総務課

管理部

加盟店事業部営業統括部 営業推進部

コンプライアンス室

情報システム部 経営企画部
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各部署紹介 Introduction of Each Department

プラザ店

⟑ㇱߩญኻᔕ⓹ޔ↹ડࡦࡍࡦࡖࠠ

͓٬༷ͷిɾ૭ޱରԠɺ݊ͷཧɺ
ΩϟϯϖʔϯاըΛ͏ߦ෦ॺͱͳΓ·͢ɻ
ೖࣾؒͳ͍ࣾһͰɺ৽͍͠ΩϟϯϖʔϯͷاըΛ୲͠ɺ
༂Ͱ͖Δॴ͕͋Γ·͢ɻ׆

ട⋖ᐫߩ1%5ߣᯅᷰߣߒ⺞ᢛࠍⴕ߁ㇱ⟑

0$4ՃໍళѫճΓɺՃໍళ֦େɺଞ෦ॺͱͷڮ͠ͱ
ௐΛ͏ߦΫογϣϯతϙδγϣϯͷ෦ॺͱͳΓ·͢ɻ
ӜఴʹࣄॴΛ͑ߏɺԭೄݝͷӦۀΛΧόʔɻ
֎ճΓ͕ओͳۀͰ͢ɻ

ᴒ✽ߦ࠼ࡦࠗࠕࠬࡘࠪ࠶ࡖࠠࠍ㧋

ΫϨδοτΧʔυిࢠϚωʔʹΑΔΩϟογϡϨεΛਪਐ͢
Δ෦ॺͱͳΓ·͢ɻܾ αʔϏεͷ֦େʢਐԽʣΛ௨ͯ͡ɺླྀࡁ ۜٿ
ଟ͘ɺΓ͕͍ͷ͋Δ෦ॺͰ͢ɻܞը࿈اͱͷऀۀࣄ֎ݝߦ

ળ␠ోࠆߔ࠻ࡐࠨࠍㇱ⟑

ఆ֤෦ॺͷਓһஔɺࡦӦઓུͷܦ
ࣾһͷਓࡐҭɺܦཧਫ਼ͱ͍ͬͨ
ɻ͢·͍ߦΛۀ

ᴺ⏕߮ࠃ߅ฦ⋭ᐡ߳ࡊࠗࡄߩᓎ

๏ྩʹଇΓ࡞ͨࣾ͠نఆͷνΣοΫ͓Αͼ֤লிͷ
ใࠂΛ͏ߦઐ෦ॺͰ͢ɻ

ޔⴕࠍክᩏߩࡦࡠ࠻ࠝ߿࠼ࠞ
ޕߔ߹ߒ⸂ࠍ⺣⋦ᡰᛄߩࠄ߆ቴ߅

ΫϨδοτΧʔυɾΦʔτϩʔϯͷड͓Αͼ৹ࠪɺ
ɻ͢·͍ߦΛۀ͍૬ஊͱ͍ͬͨࢧ
εϐʔυɾਖ਼֬͞Λॏ͍ͯ͠ࢹΔ෦ॺͰ͢ɻ

ળ␠ࠍࡓ࠹ࠬࠪߩᡰࠆ߃
ߜജᜬߩਅߩ✼

ࣾװجγεςϜͷཧɾӡ༻ɾ
อकͷۀΛҰखʹҾ͖ड͚ɺ
֤෦ॺ͔Βͷ։ൃʹਂؔ͘
ΘΓɺ*5ͷεϖγϟϦετ͕
༂͍ͯ͠·͢ɻ׆

●宮古事務所●お客様相談室

●サポートセンター

●営業企画課

●営業統括課

●プラザ新都心店
　（那覇メインプレイス2階）
●プラザ具志川店
　（サンエー具志川メインシティ2階）
●プラザ浦添パルコシティ店
　（サンエー浦添西海岸PARCO CITY3階）

●加盟店企画課

●加盟店統括課

●プロセッシングセンター

●債権管理室

●クレジットサービスセンター

●管理センター

●管理課

プラザ新都心店プラザ具志川店

プラザ浦添パルコシティ店

プラザ新都心店プラザ具志川店

プラザ浦添パルコシティ店

OCSの

新人・先
輩は、

仕事もイ
ベントも

めいっぱ
い

楽しむ！

Let
’s b
e tog
ether

Enj
oy a 
Lot!

˙͓٬༷ͷαϙʔτۀʢిɾ૭ޱʣ
˙0$4݊औѻ͍
˙ϙΠϯτަ

ΑΓɺ֤ʹڹછ֦େͷӨײίϩφΟϧεܕ৽ࡢ Πϕϯτ։࠵Ͱ͖·ͤΜͰ͕ͨ͠ɺ
ຖɺ༷ ʑͳΠϕϯτΛ։͍ͯ͠࠵·͢ɻ
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