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【福岡県への主な進出企業（2017年4月～6月）】 

 
 

①スマートフォン向けフリマアプリ「メルカリ」の企画・開発・運営を展開している株式会

社メルカリ（本社：東京都港区）が、福岡市博多区にオフィスを新設することが決定。平

成30年3月に操業開始予定。 
  

②ＷＥＢ制作業務やインターネット通販業務を行う株式会社オンライフ（本社：東京都品

川区）が、福岡市中央区にコールセンターを開設することが決定。新規雇用は約60名を

予定、平成29年5月に操業開始。 
 

③インターネットゲームやアプリ開発などＩＴ関連事業を行うサンクスラボ（株）（本社：沖

縄県那覇市）が、福岡市に事業所を開設することが決定。新規雇用は25名を予定、平

成30年4月に操業開始予定。 
 

④運送業を行っている西部運輸株式会社（本社：広島県福山市）が、小郡市の干潟第

２工業団地内に事業所を新設することが決定。新規雇用は25名を予定、平成29年9月

に操業開始予定。 
 

⑤クラウドSIM技術*を用いたモバイルルーターの販売、法人向け通信回線の販売を行

う株式会社クラウドi（本社：久留米市）が、ルーター及び通信回線の販売や、顧客から

の問い合わせ窓口として、久留米市にコールセンターを新設することが決定。新規雇用

は10名を予定、平成29年7月に操業開始。 
 
*通信に必要なSIMカードを通信端末ではなく、クラウドサーバーで管理する次世代型通信技術 

 
 
 

（写真）右から楢原久留米

市長、株式会社クラウドiの

吉田代表取締役、福岡県商

工部企業立地課の上川課

長 
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① ㈱メルカリ 東京都 福岡市 カスタマーサポートセンター

② ㈱オンライフ 東京都 福岡市 コールセンター

③ ㈱サンクスラボ 沖縄県 福岡市
インターネットゲームやアプリ
の開発

④ 西部運輸㈱ 広島県 小郡市 運送業

⑤ ㈱クラウドi 久留米市 久留米市 コールセンター

他６社
※新増設・移転



 企業立地関連 

 

◆ 株式会社Braveridgeのグリーンアジア国際戦略総合特区の法人指定書を交

付ならびに糸島リサーチパークへの立地報告 
  

 ４月２７日、IoT向け製品の開発・生産を行っている株式会社Ｂｒａｖｅｒｉｄｇｅ（本社：福岡

市西区）に、総合特別区域法に基づく課税の特例措置を受ける法人として、法人指定書

を交付しました。また、同社の吉田社長から、糸島市の糸島リサーチパークに新工場を

建設することが決定したことについて、立地報告が行われました。 

 吉田社長は、「弊社はLoRaWAN(ローラワン）に対応した製品の量産化や普及を目的

に開発を行っている日本でも珍しい企業です。特区制度を活用した積極的な事業展開

によって、新工場で開発・生産する製品をここ福岡・糸島から世界に向けて提供し、地域

に貢献したい」と報告しました。 

 これを受けて小川知事は、「指定法人として指定することができたこと、糸島リサーチ

パークに民間企業の立地第１号として新工場を建設され、新たな雇用が生まれることを

大変うれしく思っています。新工場の建設やその後の事業活動が円滑に進展するよう、

支援に努めてまいります」と述べました。 
※LoRaWAN（ローラワン）…省電力で広域をカバーできる新たな無線通信規格 

 

（写真）右から 

株式会社Braveridgeの小橋

技術担当取締役、 

小川知事、 

株式会社Braveridgeの吉田

代表取締役社長、 

月形糸島市長 

（写真）右から株式会社西部

技研の隈代表取締役社長、

小川知事 

◆ 株式会社西部技研へグリーンアジア国際戦略総合特区の法人指定書を交

付 
 

 ５月８日、総合特別区域法に基づく課税の特例措置を受ける法人として、株式会社西
部技研に法人指定書を交付しました。今回の指定は、独自のハニカムローター開発技

術を駆使して「超低露点省エネドライルーム」や「CO2除去デシカント空調装置」など、省

エネかつCO2削減に資する産業用特殊空調設備の開発を行う「西部技研イノベーション

センター」の建設に対するものです。 

 小川知事は、「パリ協定が発効し、地球温暖化対策が各国で強化される中、省エネル

ギーで高性能な産業用特殊空調設備の需要はますます拡大していくことが見込まれま

す。このような中、パイオニア企業である御社が古賀市にイノベーションセンターを新設

されることを大変心強く思っています。県として、できる限りの支援をしてまいります」と

述べました。 

 これを受けて株式会社西部技研の隈社長は、「今回、指定法人としていただいたこと

で、大きな投資に踏み切ることができました。当社はグローバルに事業展開しています

が、研究開発についてはこの福岡で行い、世界に向けて我々の技術、製品を大いに発

信していきたい」と応じました。 

 グリーンアジア国際戦略総合特区関連 

◆ 「平成２９年度福岡県航空機産業振興会議」を開催！ 
 

 県では、今後、拡大が期待される航空機産業の誘致促進および振興を図るため、平

成２２年７月に「福岡県航空機産業振興会議」を設立し、航空機産業参入支援のため

の検討会や国際航空展示会への出展、航空機産業人材育成などの取り組みを行っ

ています。 

 ６月２９日、同振興会議の「平成２９年度総会・講演会」を北九州市で開催しました。 

 顧問である小川知事は、本県に蓄積する先端成長産業の優れた技術や人材、２４

時間運用可能な海上空港である北九州空港の優位な立地条件など本県の優位性を

紹介し、「北九州空港を活用した航空機産業の振興に、より一層積極的に取り組んで

いきます」とあいさつしました。 

 また、講演会では、ボーイングやエアバスの航空機部品を手がける「株式会社ウラ

ノ」取締役副統括リーダー 小林 正樹氏と、長野県飯田市で地元企業による航空機ク

ラスターの取り組みを主導する「飯田航空宇宙プロジェクト」プロジェクトマネージャー 

松島 信雄氏から、航空機産業参入における課題や参入までの経緯などをご披露いた

だきました。 

（写真）挨拶する小川知事 

（写真）会場の様子 
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④ 西部運輸㈱ 広島県 小郡市 運送業

⑤ ㈱クラウドi 久留米市 久留米市 コールセンター

他６社
※新増設・移転



◆ 大隈良典栄誉教授への福岡県県民栄誉賞贈呈式を開催 
 

 ６月１０日、「福岡県県民栄誉賞」の贈呈式が福岡市で開催され、小川知事が大隅良

典東京工業大学栄誉教授に賞状と記念品を贈りました。 

 大隅栄誉教授は、細胞の自食作用「オートファジー」の仕組みの解明に多大な貢献

をされたとして、平成２８年１２月に、ノーベル生理学・医学賞を受賞されました。 

 福岡県出身者のノーベル賞受賞は初の快挙であり、このことは県民に深い感動と明

るい希望を与えてくれました。 

 知事は、「『県民栄誉賞』をお贈りできることを大変嬉しく思います。大隅先生に続く

『人財』が、ここ福岡県から一人でも多く育っていくことを大いに期待しています」とあい

さつしました。 

 大隅栄誉教授は、「まさしく私のふる里で、こういう栄誉ある賞をいただいたことを大

変嬉しく思っております。私は、福岡が世界中に羽ばたく国際都市になってほしいと心

から思っており、今後も、今回の賞にふさわしいようなことができたらと思っております」

と述べられました。 
 

 福岡県の先端成長産業関連 

◆ 「北部九州自動車産業アジア先進拠点フォーラム」を開催！ 
  

 福岡県では、産学官が一体となって、「北部九州自動車産業アジア先進拠点推進構

想」に取り組んでいます。 

 ４月２６日、これらの関係者が一堂に集い、北九州市で「北部九州自動車産業アジア

先進拠点推進フォーラム」が開催されました。 

 小川知事は、「地元企業の開発力の一層の強化を図るため、自動車メーカーの開発セ

ンターと連携した高機能部品の開発を支援するほか、新たに理工系の学生と企業の技

術者の方々との交流会を行うなど、人材の育成、確保にもしっかり取り組んでいく」とあ

いさつしました。 

 その後、各自動車メーカーの取り組み状況の報告や高度運転支援・自動運転技術に

ついての特別講演などが行われ、約７００人の参加者は熱心に聞き入っていました。 
 

（写真）挨拶する小川知事 

◆ 「福岡県ロボット・システム産業振興会議総会」を開催！ 

  

 福岡県では、産学官連携による推進組織「福岡県ロボット・システム産業振興会
議」を中核に、これまでに培ってきた先進的な半導体やロボット関連の基盤技術を

融合・活用することで、新たなニーズに対応したロボットやシステムの開発・導入を

促進し、県内における新産業の創出を目指しています。 

 ７月１８日、「福岡県ロボット・システム産業振興会議」の総会が福岡市で開催され

ました。 

 小川知事は、「IoT、ロボット、AI（人工知能）に代表される『第４次産業革命』により、

我々の生活や産業が大きく変わろうとしている中、IoT時代をリードする新しい製品・

サービスをここ福岡から生み出していきたい」とあいさつしました。 

 また、世界初のサイボーグ型ロボットスーツ「HAL」で世界的に注目を集める、

CYBERDYNE（サイバーダイン）株式会社の創業者兼CEOで筑波大学大学院教授の

山海嘉之氏、そして、IoT時代の無線通信技術で注目を集める、株式会社

Braveridge（ブレイブリッジ）技術担当取締役の小橋泰成氏から講演をいただき、参

加者は熱心に聞き入っていました。 

 

 ～その他～ 

信していきたい」と応じました。 

（写真）挨拶する小川知事 
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 福岡県の有効求人倍率 

 

◆ 「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」の世界遺産登録が決定しました！ 
 

 ７月９日（日曜日）、ポーランド・クラクフで開催中の第４１回世界遺産委員会において、
「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」が世界遺産に登録されることが決定しました。 

 大雨災害対応のため、委員会への参加を断念した小川知事、樋口県議会議長の願い

を託された、伊豆県議会議員、谷井宗像市長、原﨑福津市長など地元関係者は、ポーラ

ンド・クラクフの世界遺産委員会の会場で審議状況を見守り、世界遺産登録が決定すると

歓喜に包まれました。 

 世界遺産への登録決定を受けて知事は、「 イコモス勧告以降、私たち地元と政府、国を

挙げてメンバー国の理解を求める努力を続けてきましたが、私たちの自然観、信仰の形、

文化が認められ、イコモス勧告で除外されていた４資産を含め、当初私たちの推薦した全

ての構成資産が登録されたことを、本当に嬉しく思います。これまでご支援・ご尽力をいた

だいた全ての関係の皆様に心から感謝申し上げます。今回の喜びを忘れることなく、この

貴重な遺産を、誇りと責任を持って、将来の世代に引き継いでいきます」とコメントを出し

ました。 
 

【構成資産】 

宗像大社沖津宮（沖ノ島、小屋島、御門柱、天狗岩）、宗像大社沖津宮遙拝所、宗像大社

中津宮、宗像大社辺津宮（以上、福岡県宗像市）、新原・奴山古墳群（福岡県福津市） 
 

 
 

「福岡県企業立地情報」  http://www.kigyorichi.pref.fukuoka.lg.jp 

工場等の事業所用地・優遇制度の詳細はHPをご覧ください！ 

  
 

（写真）ポーランド・クラクフ

の会場の様子 

（出典：福岡労働局「平成29年7月28日発行 雇用失業情勢（平成29年6月分）について」） 

※全国及び福岡県の数値は季節調整値（地域別は原数値） 
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