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アジアのゲートウェイ・九州 
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国内主要都市 アジア主要都市 

広島  211km 釜山（韓国）  214km 

大阪  486km ソウル（韓国） 535km 

東京  889km 上海（中国）  873km 
青島（中国）  957km 
大連（中国）  990km 

札幌  1,421km 北京（中国）  1,422km 

福岡と国内・アジア主要都市との距離 

福岡と東京からアジア主要都市 
までのフライト時間 

福岡 
東京 

（成田） 

空港～都心部 10分 50分 

釜山（韓国） 50分 2時間30分 

ソウル（韓国） 1時間20分 2時間40分 

上海（中国） 1時間30分 3時間30分 

台北（台湾） 2時間10分 4時間 

香港 3時間20分 5時間20分 

ホーチミン 
（ベトナム） 

5時間 6時間40分 

バンコク（タイ） 5時間10分 7時間 

シンガポール 6時間15分 7時間40分 

• 九州はアジア主要都市が国内主要都市と同じくらい近
いところに位置しています。 

• アジアへのネットワークも充実。フライト時間は東京より
約２時間短い。 

• 都心部へのアクセスが優れた福岡空港。 

外資系企業誘致ガイドブックin九州 

１．九州とは 



世界20位台の経済規模 

• 九州は、日本列島の南西部に位置し、
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮
崎、鹿児島の７県で構成されています。 

• 九州の人口は1,310万人で（全国シェア
10.3％）、面積やGRPなど各種経済指標
も全国の約10％を占めており、「１
割経済」と呼ばれています。 

• 九州の域内生産額は、スウェーデン
（世界22位）やノルウェー（世界23
位）と同等の経済規模です。 

九州 日本 シェア

面積（k㎡） 42,195 377,962 11.2%

人口（千人） 13,106 127,298 10.3%

GDP・GRP（10億ドル） 523 5,936 8.8%
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九州と日本の面積・人口・GDP/GRP 

九州のGRPと世界のGDP20～29位国の比較 
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１．九州とは 



陸海空のインフラが充実 
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九州の高速道路・新幹線・国際コンテナ航路（2015年1月現在） 

外資系企業誘致ガイドブックin九州 

２．充実したインフラ 



九州の特徴的な産業 

日本有数の自動車生産拠点 
• 九州の自動車生産能力は150万台を超え、生産台数の

全国シェアは約13％を占めます。 

 

高付加価値の半導体生産 
• 九州は、シリコンアイランドと呼ばれ、多くの半導体関連

企業が集積しています。 

 

バイオ関連企業・大学・研究機関の集積 
• 九州は、みそ・しょうゆ・焼酎等の伝統的な発酵産業に

加え、健康食品産業などのバイオ関連の企業・大学・研
究機関が多数集積しています。 

 

公害防止、省エネ・リサイクル 
太陽光発電技術企業の集積 
• 九州では、高度な公害防止技術を保有する企業が多

数集積するほか、太陽光発電技術企業も多数集積して
います。 

 

 
4 外資系企業誘致ガイドブックin九州 

３．魅力的な産業 



世界的に有名な企業が多数立地 

• 世界的に有名な企業が生産
拠点を九州に配置。 

• 自動車、半導体は日本にお
ける主要な生産拠点。 

 

九州に立地する主な工場 

5 東田第一高炉史跡（日本初の高炉、1901年～） 

自動車工場（トヨタ自動車九州） 

外資系企業誘致ガイドブックin九州 

３．魅力的な産業 



キラリと光るグローバル企業 
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株式会社中島田鉄工所（福岡県広川町） 本多機工株式会社（福岡県嘉麻市） 

世界シェア５０％を占める 
産業用特殊ポンプ 
（ラテックスポンプ） 

   社内ミーティングの様子 
出所「本多機工株式会社」（３点とも） 
 

インドネシアでの展示会 
（アジア代理店のメンバーと） 

・100％受注生産の産業用特殊ポンプメーカーとして、
大手では難しいポンプに特化。全世界６０ヶ国に納入
実績。 
・外国人留学生の採用にも積極的。 

・ネジ等の精密工作機械（ヘッダー、フォーマー）メーカーで
国内外で高いシェアを誇る。優れた技術力で超小型人工衛
星分野でも高い評価。 
・海外支店は北米、欧州、中国に展開。 

国際宇宙ステーション（ISS）の「きぼう」日本
実験棟から放出するミッションに選定された
東北大学と共同開発する薄膜展開式軌道
離脱装置「DOM」の宇宙実証用に開発して
いる超小型人工衛星「FREEDOM」。2016
年上半期に打ち上げられISSから宇宙に放
出される予定。 

「FREEDOM」宇宙放出時 

「FREEDOM」薄膜展開後 
出所「株式会社中島田鉄工所」（２点とも） 

３．魅力的な産業 



世界最先端を誇る大学の研究施設 
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国立大学法人九州大学 
「先端医療イノベーションセンター」 

体内での動作イメージ 

「人工衛星の帯電放電試験設備」 
 

 1999年以降、国産人工衛星の帯電・放電試験を、北九州に立地する大学
が一手に担う。本設備は、米国・フランスと並んで、世界の3極を占めている。
国際規格(ISO-11221)に沿った国内外衛星の試験を実施中。 
50cm以下に特化した世界唯一の超小型衛星試験センターをもつ。 

平成２５年度内閣府「宇宙開発利用大賞」で、経済産業大臣賞を受賞 
（写真左は衛星振動試験装置、右は熱真空試験装置） 

国立大学法人九州工業大学 
「宇宙環境技術ラボラトリー」 

「消化器外科用インテリジェント手術支援ロボット」 
 

 ＮＥＤＯ「がん超早期診断・治療機器の総合研究開発」に採択され、
正常な臓器機能を可能な限り温存できるコンパクトな診断・治療一体
型の低侵襲内視鏡手術支援ロボットを開発。 

出所「九州大学HP」（上、下ともに） 

４．優れた知の集積とビジネスサポート 



世界最先端を誇る研究施設 
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 水素ガス環境下で使用する「バルブ」「センサ」、中型・大型
の水素貯蔵容器まであらゆる水素関連製品の耐久性試験、圧
力サイクル試験や民間企業との共同研究開発等を通して、水
素エネルギー新産業の育成を支援する最先端の研究施設。 

水素エネルギー製品研究試験センター
（HyTReC） 

出所「HyTReC」（上、下ともに） 

シンクロトロン光（強力なＸ線）を産学官の共用に供し、素材・原料、電
子デバイス等の分析や製品評価、微細加工等の部品試作、農作物の
突然変異育種等、幅広い分野の研究開発に利用される最先端の研究
施設。 
 

佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター 

出所「九州シンクロトロン光研究センター」（上、下とも） 

電子をほぼ光
速度に加速し、
偏向電磁石で
その進行方向
を曲げてシン
クロトロン光を
発生させる加
速器。 

４．優れた知の集積とビジネスサポート 



インキュベーション施設 

 
    

・九州には、様々なタイプのインキュベーション施設が約50カ所整備されています。 

（公財）かごしま産業支援センター 
     上野原ビジネスプラザ 

地域拠点 バイオ 半導体 

福岡システムLSI 
総合開発センター 

（株）久留米リサーチ・パーク 
 福岡バイオ 
  インキュベーションセンター 
  ・福岡バイオファクトリー 

（独）中小企業基盤整備機構九州本部 
   ながさき出島インキュベータ 

（独）中小企業基盤整備機構九州本部 
   くまもと大学連携インキュベータ 

大学連携 

（公財）北九州産業学術推進機構 
北九州学術研究都市産学連携施設 

 外資系企業誘致ガイドブックin九州 
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４．優れた知の集積とビジネスサポート 
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低いビジネスコストと高い安全性 
• 九州は日本の中ではビジネスコストを低く抑え

ることが可能で、人材も豊富です。 

• 東京、大阪、名古屋と比較して、大規模地震の
リスクが低いことが特徴です。 

 確率論的地震動予測地図 
今後 30 年間 に 震度 6 弱以上の揺れに見舞われる確率

（基準日：2014年1月1日） 
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出所：地震調査研究推進本部 
   「全国地震動予測地図2014年版」 

九州と主要都市のオフィスと住居賃料 

九州 東京 

出所：厚生労働省 「平成26年度賃金構造基本統計調査」 

有効求人倍率の推移 労働者平均所定内給与額 

出所：九州経済産業局「PROFILE OF KYUSHU」 
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５．恵まれたビジネス・生活環境 
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安価な生活コスト 
• 九州は日本の中でも温暖な気候に恵まれて

おり、東京などの主要都市と比べ、生活コ
ストも安価です。 

• 九州には、福岡インターナショナルスクール、
リンデンホールスクールの２つのインターナ
ショナルスクールがあり、子弟の教育環境も
整備されています。 
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５．恵まれたビジネス・生活環境 

出所：九州経済産業局「PROFILE OF KYUSHU」 

出所：九州経済産業局「PROFILE OF KYUSHU」 



魅力的な観光資源 
自然と景観 
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文化と歴史 

観光スポット 

季節のイベント 

高千穂峡 

有田焼 博多どんたく 

宮崎牛 

ハウステンボス 

大分ふぐ刺身 

九州国立博物館 
池田湖と開聞岳 

食 うみたまご 
屋久島（世界自然遺産） 

黒川温泉 

外資系企業誘致ガイドブックin九州 

６．魅力的な観光 



九州の世界遺産 

屋久島（世界自然遺産） 
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明治日本の産業革命遺産 九州・山口 
と関連地域（世界文化遺産） 

• 九州には世界自然遺産の「屋久島」、世界文化遺産の「明治日本の産業革命遺産 
九州・山口と関連地域」があります。 

• このほか、「長崎の教会群とキリスト教関連遺産」と「宗像・沖ノ島と関連遺産群」が、
世界文化遺産の暫定リストに記載されています。 

ウイルソン株 白谷雲水峡 軍艦島 三池炭鉱宮原坑 

外資系企業誘致ガイドブックin九州 

６．魅力的な観光 



活発な人的交流 
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博多港

99
43%

長崎港

70
30%

鹿児島港

29
12%

その他

35
15%

２０１４年

外国クルーズ船

寄港回数２３３回

外国人入国者の状況 外国クルーズ船の状況 

様々な国の人々が様々な形で九州を訪れています。 
入国者もクルーズ船の寄港数も過去最高を毎年更新しています。 

博多港の外国航路乗降人数は
日本一！！ 

国別留学生数（2014年） 
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６．魅力的な観光 

伸び率
(%)

総数 1,477,223    21.5

アジア 1,393,280    20.5

韓国 855,802      7.7

中国 142,174      74.8

台湾 211,846      25.2

香港 83,133        78.7

ベトナム 8,282         34.1

タイ 43,068        90.4

フィリピン 12,320        15.3

インドネシア 4,470         21.2

インド 1,624         7.5

その他のアジア 30,561        51.1

ヨーロッパ 30,669        46.4

アフリカ 812           7.7

北米 39,072        27.7

南米 814           31.1

オセアニア 12,554        83.0

無国籍 22             -42.1

2014年
入国者数

計

アジア 16,795

中国 9,383

ベトナム 2,472

韓国 1,540

ネパール 1,408

インドネシア 474

タイ 343

台湾 287

マレーシア 187

バングラディッシュ 155

その他アジア 546

中東 84

アフリカ 183

オセアニア 60

北米 173

中南米 84

欧州 451

計 17,830

国・地域

出所：国土交通省 

出所：法務省 
出所：独立行政法人 日本学生支援機構 



自動車

10,513
18.2%

半導体等

電子部品
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34.3%

九州から世界
への輸出総額

（2014年）
5兆7,719億円
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品目別貿易動向 
             

九州から世界への輸出品目 

（単位：億円、％） 

出所：財務省「貿易統計」より九州経済産業局作成 

九州の貿易額は、12兆６千億円で、輸出額は５兆８千億円です。 

 輸出品目では、金額の多い順に、自動車、半導体等電子部品、鉄鋼のフラットロール
製品、船舶類、ゴムタイヤ及びチューブとなり、この５品目で全体の約半分を占めていま
す。輸入では、原油及び粗油、石油ガス類、石炭、鉄鉱石、非鉄金属鉱の順で、大半が
鉱産資源で占められています。 

九州の世界からの輸入品目 

７．九州の貿易動向 

原油及び粗油

18,782
27.6%

石油ガス類

7,559
11.1%

石炭

3,911
5.7%鉄鉱石

3,591
5.3%

非鉄金属鉱

3,577
5.3%

半導体等

電子部品

2,820
4.1%

石油製品

2,511
3.7%

自動車の部分

品

1,395
2.0%

有機化合物

1,021
1.5%

魚介類（生鮮・

冷凍）

929
1.4%

その他

22,036
32.3%

九州の世界
からの輸入総額

（2014年）
6兆8,131億円

（単位：億円、％） 
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• 九州の最大の貿易相手国は中国で、輸出の21.9％、輸入の16.1％を占めています。 

• 中国に次ぐのは、輸出では韓国、アメリカ、台湾の順で、輸入ではオーストラリア、サウジ
アラビア、アラブ首長国連邦で、産油国が多くを占めています。 

出所：財務省「貿易統計」より九州経済産業局作成 

九州の輸出相手国・地域 九州の輸入相手国・地域 

（単位：億円、％） （単位：億円、％） 

主な貿易相手国  
             

外資系企業誘致ガイドブックin九州 

７．九州の貿易動向 

中国

12,642
21.9%

韓国

7,148
12.4%

アメリカ

6,774
11.7%台湾

3,454
6.0%

シンガポール

2,224
3.9%

香港

2,165
3.8%

タイ

1,955
3.4%

アラブ

首長国連邦

1,512
2.6%

パナマ

1,501
2.6%

オランダ

1,348
2.3%

その他

16,995
29.4%

九州から世界

への輸出総額

(2014年)

5兆7,719億円

中国

10,948 
16.1%

オーストラリア

7,044 
10.3%

サウジアラビア

6,676 
9.8%

アラブ首長国連邦

4,488 
6.6%

インドネシア

3,750 
5.5%

ロシア

3,179 
4.7%

韓国

3,130 
4.6%

米国

3,068 
4.5%

カタール

2,426 
3.6%

クウェート

2,108 
3.1%

その他

21,316 
31.3%

九州の世界

からの輸入総額

(2014年)

6兆8,131億円



外資系企業の進出数 

 九州に進出している外資系企業の数は151社です。 
• 国籍別には米国（テラダインなど）が53社で最も多く、以下、ドイツ（プレゼニウス川澄など） 、韓国（SBJ

銀行など） 、フランス（日本エア・リキードなど）の順です。 

• 業種別には製造業が64社（42.4％）、卸売・小売業が37社（24.5％）が中心。 
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九州の国籍別外資系企業数

出所：九州経済産業局作成 

製造業,
64, 

42.4%

卸売・小売業, 
37, 

24.5%

情報通信業,
5,

3.3%

運輸業・郵便業, 
9, 

6.0%

金融業・保険業, 
9,

6.0%

生活関連サービ

ス業・娯楽業,
7,

4.6%

学術研究・専門・

技術サービス業, 
8,

5.3% その他, 
12,

7.9%

九州の業種別
外資系企業

２０１３年

外資系企業誘致ガイドブックin九州 

８．外資系企業の状況 
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九州進出外資系企業の声 
 上海から福岡まで１時間半で移動できる地の利を評価した。福岡は空港に近いことは

メリット。（卸売・小売業） 

 

 アジア、特にグループ会社のある大連や親会社のある東京と近接していることから拠
点を構えた。また、進出当時、東京や大阪に比べて人件費や不動産の賃料が安かっ
たことも理由。（情報・通信業） 

 

 九州は日照時間が長いこと、アジアに近いことを評価して決めた。（製造業） 

 

 アジアへの近接性、取引先や関連企業の集積が背景。取引先企業の九州での事業
強化に伴い、九州工場の優位性が高まっている。（製造業） 

 

 外国人従業員からの評判は良い。東京に比べて住みやすい、物価は安い、観光地
等距離が近い、街がきれい、食べ物がおいしいといったこと。（情報・通信業） 

  

 

 

出所：九州経済産業局「九州における外資系企業の誘致に関する実態調査」 

18 外資系企業誘致ガイドブックin九州 
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成長戦略 ～九州･沖縄 Earth 戦略～ 

19 

 医療・ヘルスケア・コスメ分野 Health 

観光分野 Tourism    農林水産業・食品分野 Agriculture 

海外市場への展開促進 
国内外の販路開拓・最適生産体制構築 
九州ブランドの創設 
物流・輸送システムの強化 
事業規模の拡大・安定供給体制の構築 
農村発の再生可能エネルギーの活用 
農山漁村の振興 

健康長寿を目指した予防医療・健康増進サービスの産業
創出 
医療機器分野への参入促進・海外展開 
先進医療・治療分野における新産業の創出 
機能性・健康食品関連産業の活性化 
化粧品関連産業の振興 

第二期九州観光戦略の確実な実施 
 ・九州ブランドイメージ 
 ・観光インフラ整備  
 ・九州への来訪促進 
 ・来訪者の滞在・消費促進 
クールジャパンと連動した観光振興 
 

クリーン分野 Ｅnergy&Environment 
 
クリーンで経済的なエネルギーの供給拠点化 
水素／地熱／洋上風力／海洋エネルギー/高効率火力 

次世代自動車の生産・開発拠点化 
省エネルギー先導拠点の形成 
アジアにおける環境・エネルギー関連産業の先導 

Earth 

食と観光 
グリーンツーリズム 

 
健康スマートシティ 

ヘルスケアツーリズム 

 
スマート農業 
 

豊かな自然を活かしグローバル（地球規模）な視点で課題に挑戦する九州の成長戦略。 
４つの戦略分野が連携し、アジアのゲートウェイとして持続的な発展を目指します。 

外資系企業誘致ガイドブックin九州 

９．国・自治体の対日投資支援 



特区制度による投資支援策 

20 

• 「グリーンアジア国際戦略総合特区」、
「福岡市グローバル創業・雇用創出
特区」などの特区制度により各種投
資支援策を展開しています。 

グリーンアジア国際戦略総合特区 
における実施事業 

 アジア低炭素化センター（環境ビジネスの
アジア展開支援） 

 官民連携による海外水ビジネスの展開 
 スマートコミュニティ創造事業 
 環境配慮型高機能・高コストパフォーマン

ス製品開発・生産拠点の構築 
 グリーンイノベーション研究拠点の形成 
 資源リサイクル等に関する次世代拠点の形

成 
 東アジア海上高速グリーン物流網と拠点の

形成 
 中小企業のアジア展開支援 

外資系企業誘致ガイドブックin九州 

９．国・自治体の対日投資支援 



・九州では、アジアを中心に18件のMOUを締結。交流ミッ
ション・商談会の実施、市場開拓とともに、インバウンド観光
の促進に取り組んでいます。 

国 締結先 

ベトナム 計画投資省 

インドネシア インドネシア投資調整庁 

タイ タイ政府投資委員会 

九州経済連合会が締結したMOU 
（相手先が民間団体） 

国・地域 締結先 

香港 香港中華総商会 

台湾 中華民国工商協進会 

香港 香港貿易発展局 

インドネシア インドネシア商工会議所 

ミャンマー ミャンマー商工会議所 

シンガポール シンガポールビジネス連盟 

インド インド商工会議所連合会 

中国 上海新滬商連合会 

九州経済国際化推進機構が締結したMOU 
（相手先が政府機関） 

シンガポール 

インドネシア 

ベトナム 

台湾 
香港 

タイ 

ミャンマー 
インド 

マレーシア 

中国 
九州 

フランス 

【重点分野】 バイオ 

産業クラスターが締結したMOU等 

国 締結先 九州側 

韓国 韓国産業団地公団 九州地域環境・リサイクル
産業交流プラザ 

中国 大連市 〃 

中国 山東省 〃 

マレーシア マラッカグリーンテクノロ
ジーコーポレーション 

〃 
 

フランス フランスフードクラスター 九州地域バイオクラスター
推進協議会 

フランス ブルーブランクール 〃 

ベトナム ホーチミン半導体協会 九州半導体・エレクトロニ
クスイノベーション協議会 

韓国 

上海 

海外18機関とMOU締結 

21 外資系企業誘致ガイドブックin九州 
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○平成15年度～平成26年度上半期まで 累計１４７件 

 

 

福岡県の対日投資支援 

○国籍別 

・北米   21社（米19、加2） 

・欧州   28社（独8、英5、スイス3、伊3、仏3、その他6） 

・アジア他    98社（中55、韓26、台6、印3、シンガポール2、        

                                豪2、その他4） 

〇進出企業（抜粋） 

フレゼニウスメディカルケアジャパン（株）（独、豊前市） 

POSCO JWPC（株）（韓、苅田町） 

（株）マーレフィルターシステムズ（独、直方市） 

 

 

 福岡県の産業集積・頭脳集積等に関連する 

 先端成長産業・高付加価値産業分野 

＊ICT、半導体、自動車、バイオ、水素エネルギー、 

   環境、コンテンツ関連など 

 

 

＜福岡県企業立地促進交付金＞ 

※この制度の適用に際しましては、必ず事前にご相談ください。 

対象業種： 

製造業、ソフトウエア業、コンタクトセンター、道路貨物運送業等 

・製造業： 

①設備投資額（用地取得費を除く）２％ 

②業務施設などの年間賃借額の１/２ 

③操業開始から３年間に新規に常用雇用した県民１人あたり３０万円 

・コンタクトセンター： 

※福岡市、北九州市に立地する場合は下記１～４で算出した額の１/２ 

①設備投資額（用地取得費を除く）２％ 

②業務施設の年間賃借額の１/２ 

③設備機器の年間賃借額の１/２ 

④操業開始から３年間に新規に常用雇用した県民１人あたり３０万円 

 

 

  近年の進出状況 
集積を図りたい分野 

 補助金、奨励金 

問合せ先 

7 
9 10 

14 14 15 14 
11 

14 14 
17 

8 

【企業誘致件数の推移】 

福岡県 商工部 企業立地課 

〒812-8577 福岡県福岡市博多区東公園7-7 

TEL：092-643-3441 

URL：http://www.investfk.jp/ 

ジェトロ地域進出支援ナビ 

http://www.jetro.go.jp/invest/region/fukuoka/ 
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佐賀県の対日投資支援 

①環境・エネルギー関連産業 

②健康・医療関連産業 

③化粧品関連産業 

④食品関連産業（佐賀県産品を継続的に使用していると認められ
るもの） 

 

 

（１） 佐賀県工場等立地促進補助金 

①立地促進奨励金（投資額×２／１００×加算※）＋雇用促進奨励
金（新規地元雇用者1名当たり50～100万円） 

（※：外資系企業については、２倍の加算） 

②補助限度額：５億円（特区内は１０億円） 

 

（２） 佐賀県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援補助金 

①交付対象企業 原子力発電施設の周辺地域に新たに立地又は
増設を行う企業 

②雇用者数 ３人以上 

③交付期間 新設又は増設した翌期から８年間 

④交付限度額 契約電力×算定単価×電気料金支払日数 

 

税制 集積を図りたい分野 

補助金、奨励金 

 佐賀県企業立地促進特区 

 ① 県は「法人事業税5免5減」＋「不動産取得税免除」 

 ※5免5減：5年間全額免除、引き続き5年間1/2免除 

  (本制度と企業立地補助金とは選択制となります)  

 ② 市町は「固定資産税の5免5減」＋「各種補助」 

 ※市町ごとに雇用奨励金や用地取得奨励金、水道料金補助    
金など企業ニーズに応じた各種補助をご用意 

 

 近年の進出状況 

平成２０年：カチ情報（韓）、平成２７年（予定）：アルビータ（米） 

 問合せ先 

佐賀県 農林水産商工本部 企業立地課 

〒840-8570 佐賀県佐賀市城内1-1-59 

TEL： 0952-25-7097 

URL：
http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1160/kigyouricchiguide.html 

ジェトロ地域進出支援ナビ 

http://www.jetro.go.jp/invest/region/saga/ 
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Huis Ten Bosch (c)ハウステンボス/J-16244 

 県内のほぼ全域で、不動産取得税の課税免除、３年間に亘る
固定資産税や法人事業税の課税免除等を行っています。 

 

長崎県の対日投資支援 

 ①造船・自動車等の輸送用機械関連産業 

 ②半導体、電気・電子関連産業 

 ③産業用機械、エネルギー・環境関連産業 

 ④情報通信関連産業 

 ⑤食品関連産業 

 ⑥物流関連産業 

 ⑦医工連携関連産業 

 

 
 
 
 《１》工場等設置補助金 
  製造業、自然科学研究所、ソフトウェア業、機械修理業外６業
種、立地支援企業（リース業）なとの立地に際し、最大３０億円の支
援を行います。 

 《２》関連企業連動型誘致事業 
  取引関係にある関連企業が連動して進出た場合には、工場等
設置補助金の投資に対する補助率を１．５倍に嵩上げします。 

 《３》企業立地資金調達支援補助金 
  企業の初期投資を軽減するため、金融機関が引き受ける誘致
企業の信用保証協会保証付私募債の保証料を１億円を限度に補
助します。 

 《４》オフィス系企業誘致事業補助金 
  コールセンターや事務センター、ソフトウェア開発、本社の総務
事務や経理事務などのオフィス系の事務所を設置した場合には、
最大７億５千万円を支援します。 

 税制 集積を図りたい分野 

補助金、奨励金 

 

 

 

 

 

 

金融機関と協調して最大１０億円の低利融資を行っています。 

  近年の進出状況 

融資 

 長崎県は、古代より日本と大陸の架け橋となり、1550年のポル
トガル船の平戸来航後、江戸時代には日本で唯一西洋に開か
れた窓として、異国の文化を受け入れながら、多くの人と交流し、
栄えてきました。 
 そうした長い歴史に育まれた地域性や、県内各地に点在する
観光・文化施設、外国人の保養地として発展した温泉などの存
在も相まって、長崎県には、AIGやメットライフ、チューリッヒ・イン
シュアランスなどの外資系企業が多数立地し、また、製造業にお
いても、三菱重工業やソニー、キヤノンなどの日本を代表するグ
ローバル企業が本県に拠点を置いています。 

  問合せ先 

公益財団法人長崎県産業振興財団 

〒850-0862 長崎県長崎市出島町2-11 

TEL： 095-820-8890  FAX： 095-827-5243 

URL：http://www.joho-nagasaki.or.jp/invest/ 

ジェトロ地域進出支援ナビ 
http://www.jetro.go.jp/invest/region/nagasaki/ 
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The Port  of Nagasaki ･ Nagasaki City 
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 ①進出企業に対し、マンツーマンで支援 

 ②海外事務所（上海、シンガポール）を設置 

 ③ポートセールス（熊本港・八代港）も展開 

 ④熊本県企業立地促進補助金  

熊本県 商工観光労働部 企業立地課 
〒862-8570 熊本県熊本市中央区水前寺6丁目18番1号 

TEL: 096-333-2330   FAX: 096-385-5797 

URL: http://www.kumamoto-investment.jp/ 

ジェトロ地域進出支援ナビ 

http://www.jetro.go.jp/invest/region/kumamoto/ 

熊本県 

 近年の進出状況 

 集積を図りたい分野 

熊本県進出へのサポート体制 

 補助金、奨励金 

 問合せ先 

熊本県の対日投資支援 

 ●重点５分野 
   セミコンダクタ関連、モビリティ関連、グリーン関連、 
  フード＆ライフ関連、社会・システム関連 

 ●特定分野研究開発業 

 

  ●熊本県企業立地促進補助金 

 

 

  ○交付対象業種：製造業 

  ○交付要件： ：投資額３億円以上、かつ雇用１０人以上 

    ※外資系企業に対しては、交付要件を緩和 

   ○交付額：最高５０億円 （①投下固定資産分+②新規雇用分）  
     ＜計算方法＞ 
    ①（投資額×２～５％）＋②（雇用人数×50～70万円） 

    ※外資系企業については補助率のかさ上げ（５％）！     
    ※重点５分野の業種の場合は３％ 
    ※特定分野研究開発部門の場合は５％ 

１９９０年：テラダイン社（米） 
２０００年：ウエハーマスターズ社（米）、エア･リキード社（米） 
２００４年：グリーン・ツィード＆カンパニー社（米） 

  ●熊本県産業支援サービス業等立地促進補助金 

  ○対象業種：①広域的業務拠点施設（コールセンター等） 

           ②産業支援サービス業務施設   

  ○交付要件： ：投下固定資産額及び投下リース資産額 

                   ３千万円以上かつ雇用10人以上（②は50人以上） 

   ○交付額：①最高５億円  ②最高１億５千万円   

税制 

事業税・不動産取得税等について減免措置あり（地域ごとに条
件異なる） 

外資比率５０％を超える企業に対し、補助制度を優遇！ 
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大分県の対日投資支援 

①自動車・輸送用機器関連産業 

②素材型産業、造船関連産業 

③電子・電気・機械・情報関連産業 

④食品・農林水産関連産業 

⑤医療機器関連産業 

 

 

（１） 大分県産業立地促進補助金 

  対象企業 製造業、ソフトウェア業等 

  要件 製造業 新規地元雇用者数１０人以上、設備投資額３億円以上 

      ソフトウェア業 直接従事技術者５人以上、設備投資額要件なし 

 ①補助金（投資額×３／１００＋新規地元雇用者数×５０万円） 

 ②補助限度額 製造業３億円 ソフトウェア業等１億円 

（２） 大分県大規模投資促進補助金  

  対象企業 製造業、ソフトウェア業等 

  要件 製造業 新規地元雇用者数８０人以上 設備投資額８０億円以上 

  ソフトウェア業 新規地元雇用者数３０人以上 設備投資額１０億円以上 

 ①補助金（雇用１００人以上の場合 設備投資額×５％、８０人以上（ソフ 

  トウェア業等は３０人以上）１００人未満の場合 設備投資額×５％×雇 

  用人数/１００） 

 ②補助限度額 新規雇用者３００人以上の場合 ３０億円 

           新規雇用者２００人以上の場合 ２０億円 

           新規雇用者２００人未満の場合 １０億円 

税制 集積を図りたい分野 

補助金、奨励金 

大分県 商工労働部 企業立地推進課 

〒870-8501 大分県大分市大手町3-1-1 

TEL： 097-506-3246 

URL：http://www.ritti-oita.jp/ 

ジェトロ地域進出支援ナビ 
http://www.jetro.go.jp/invest/region/oita/ 

過疎地域自立促進特別措置法 

 青色申告書を提出する法人で２７００万円を超える投資をし
た場合、その投資に係る、事業税３カ年免除、不動産取得税
課税免除、固定資産税３カ年免除となる可能性があります。 

  近年の進出状況 

平成５年：フレゼニウス川澄（独）、 平成２４年：(株)ヴァレオ
ジャパン（仏）、平成２５年：日本テキサス・インスツルメンツ(株)
日出パッケージングセンター（米） 

 問合せ先 

生産性向上設備投資促進税制 
  平成２８年３月末日まで、最新設備、利益改善のための設
備を導入した場合、即時償却または税額控除５％のいずれか
を選択できます。なお、平成２８年４月１日から平成２９年末日
までの投資の場合、特別償却５０％または税額控除４％のい
ずれかが選択できます。 
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（１） 企業立地促進法に基づく同意基本計画において定められ
た集積区域へ立地される場合は、事業者が行う設備投資につい
て、不動産取得税及び固定資産税等の優遇措置が設けられて
います。 

  ※ 税制の優遇制度の詳細は問合わせ先にお問い合わせくだ
さい。 

 

宮崎県の対日投資支援 

 ① フードビジネス関連産業 

 ② 情報サービス産業 

 ③ 医療機器関連産業 

 ④ 新エネルギー関連産業 

 

 

 

 宮崎県企業立地促進補助金 

 【製造業・流通関連業】 

  ①新規雇用者の人数に応じた補助金 

  ②進出にかかる投資に応じた補助金 

  ③上記合計の補助限度額５０億円 
  

 【情報サービス産業】 

  ①新規雇用者の人数に応じた補助金 

  ②進出にかかる投資に応じた補助金 

  ③高速通信回線の使用料にかかる補助金 

  ④オフィスの賃借料にかかる補助金 

  ⑤上記合計の補助限度額５０億円 

  ※本補助金の補助率など詳細は問合わせ先にお問い合わせく
ださい。 

税制 集積を図りたい分野 

 補助金、奨励金 

 問合せ先 

近年の進出状況 

昭和62年：バクスター㈱（米） 

平成９年：ボストン・サイエンティフィック・ジャパン㈱（米） 

平成16年：㈱ジェイアイ電子（デンマーク） 

平成17年：デル㈱（米） 

平成17年：ソーラーフロンティア㈱（オランダ） 

 

  

  宮崎県 企業立地推進局 企業立地課 

 〒880-8501 宮崎県宮崎市橘通東2-10-1 

 TEL：0985-26-7096 

 URL：http://www.miyazaki-investment.com/ 

  ジェトロ地域進出支援ナビ 

 http://www.jetro.go.jp/invest/region/miyazaki/ 
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鹿児島県の対日投資支援 

①自動車関連産業   ②電子関連産業 

③食品関連産業     ④環境・新エネルギー関連産業 

⑤健康・医療関連産業 ⑥バイオ関連産業 

 
税制 

集積を図りたい分野 

補助金、奨励金等 

 近年の進出状況 

平成４年：日本モレックス合同会社 

 問合せ先 

（１） 鹿児島県企業立地促進補助金 

  事業所の設置に必要な費用の一部を補助 

 ・ 交付対象：製造業，情報通信関連業種，研究開発施設，流通業 

 ・ 交付額 

  ① 設備投資額10億円未満，新規雇用者数11人以上の場合 

     設備投資額×2%＋30万円×新規雇用者数 

  ② 設備投資額10億円以上，新規雇用者数30人以上の場合 

     設備投資額×6% 

 ・ 交付限度額： ① 6千万円， ② 10億円  
 

（２） 鹿児島生産設備投資促進補助金 

  施設・設備の増設及び設備の更新に必要な費用の一部を補助 

 ・ 交付対象：県外に本社又は親会社がある企業（製造業） 

 ・ 交付額：設備投資額（2億円以上）×2% ＋移転経費×50%       

 ・ 交付限度額：10億円 

 企業立地促進法に基づく同意基本計画において定められた集積
区域へ立地すると，事業者が行う設備投資について，不動産取得
税の優遇措置が受けられます。また，立地する地域（離島等）によっ
ては事業税や不動産取得税の優遇措置が受けられます。 

※ 詳細はお問い合わせください。 

（３） 原子力発電施設周辺地域企業立地支援給付金 

   原子力発電所のある薩摩川内市，阿久根市，いちき串木野 

   市（旧串木野市のみ）に立地すると，支払った電気料金に対 

   して給付金が受けられます。  

   ※ 詳細はお問い合わせください。 

鹿児島県 商工労働水産部 産業立地課 

〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町１０番１号 

TEL： 099-286-2983 

URL： http://www.pref.kagoshima.jp/af03/sangyorodo/kigyo/seido/ken.html 

ジェトロ地域進出支援ナビ 

http://www.jetro.go.jp/invest/region/kagoshima/ 
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 45社 

 ※業種は幅広く、サービス業、製造業等さまざまな企業が立地。 

・海外事務所：中国の大連市と上海市に経済事務所を設置。 

・ものづくりの街ならではの産業の集積、工場適地の充実。 
・自然災害が少ない事業継続性の高い都市。 
・物流ネットワークの充実。 
・安価な工業用水など産業インフラの充実。 
・理工系の大学等の集積による即戦力人材の安定的確保。 

自動車関連産業、航空機関連産業、情報通信産業、環境関連産
業、研究開発拠点 等 

 

 

①ワンストップサービスセンター（通称：ＫＴＩセンター）の設置 
  ：北九州市、貿易協会、ＪＥＴＲＯがそれぞれの強みを生かしな 
   がらお互いに連携 

②きめ細やかな企業支援 
  ：進出に伴う行政手続支援、進出後のフォローアップ、ネット 
   ワーク構築、各種セミナーの開催 

③企業立地促進補助金等 
   

 

企業立地促進補助金：工場、事業所の新設・増設が対象 

設備投資に対する補助 

① 取得分： 
・用地費を含む設備投資額の２％ 
・市内中小企業の場合は、用地費を含む設備投資額の３％ 
・市の産業用地購入の場合は、用地費を含む設備投資額の６％ 

② 賃借分： 
年間賃借料の１／２(初年度のみ) 
雇用に対する補助 
＊交付対象者：１人あたり30万円 
（但し、短時間労働者は１５万円） 
※必ず事前に相談の上、事業着手前に事業計画書の提出が必要 

集積を図りたい分野 

北九州進出へのサポート体制 

代表的なインセンティブ 

その他 

近年の進出状況 

問合せ先 

北九州市の対日投資支援 

北九州市 国際ビジネス政策課 
〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1AIMビル 8F 

TEL： 093-551-3605   FAX： 093-551-3615 

ＵＲＬ： http://www.invest-kitakyushu.com/ 

ジェトロ地域進出支援ナビ 

http://www.jetro.go.jp/invest/region/kitakyushu-city/ 
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 2012年度 10社，  2013年度 17社，  2014年度 12社 
                            （2015年１月末現在） 

 ※アジア（中国，韓国等）からの進出が顕著だが，欧米系企業 
  の国内二次進出も継続してみられる。 

福岡市の対日投資支援 

・海外事務所等：上海と釜山に事務所を設置。 

・ＨＰは5言語対応：日、英、韓、中（簡体字、繁体字） 

 知識創造型産業（ゲーム、ＩＴ、半導体等）、健康・医療・福祉関連
産業、環境・エネルギー関連産業、アジアビジネス、物流関連業、
都市型工業、本社機能 

 

 

①福岡市外国企業・投資誘致センターの設置・運営 
  ：英語及び中国語で対応できる担当者を配置し，企業の求めに 
   応じて必要な情報を提供，行政書士や司法書士等の専門家 
   も紹介 
②福岡市視察時のアテンド 
  ：不動産物件の抽出・提供、視察日程の提案・アテンド、行政施 
   設の案内 
③福岡市企業立地交付金制度 

 
 
福岡市企業立地交付金制度 

アジアビジネス（外国・外資系企業）向け立地交付金 

 ・オフィス等の賃借費用（建物・機械設備の年間賃借料の1/3を 
  1年間（㎡あたり4,000円上限））    上限5,000万円 
 ・日本初進出にかかる経費：市場調査、通訳、各種許認可の取 
  得、登記等に要する経費、採用に要する経費等の1/2（公租公 
  課を除き、操業開始した日以前2年以内の経費に限る）    
                      上限300万円 
 ※ 外国・外資系企業が日本国内で初めて行う事業や，対象分野 
   の研究開発及び役務の提供を行う事業が対象。ただし，小売 
   りに関する事業を除く（BtoC,販売店や料理店等）。 

近年の進出状況 

その他 

福岡市が集積を図る産業分野 

福岡進出へのサポート体制 

各種インセンティブ 

問合せ先 

福岡市 経済観光文化局 創業・立地推進部 企業誘致課 
〒810-8620 福岡県福岡市中央区天神1-8-1 
         福岡市役所本庁舎14階 

TEL: 092-711-4343   FAX: 092-711-4354 
URL:http://asiabiz.city.fukuoka.lg.jp/ 

ジェトロ地域進出支援ナビ 
http://www.jetro.go.jp/invest/region/fukuoka-city/ 

さらに！ 
 ・本社機能（企業の総務部門，経理部門，企画分門，研究開発 
  部門，事業を統括する部門）で事業所の延べ床面積1,000㎡ 
  超又は常用雇用者数100名超の基準を満たす場合は，オフィ 
  ス等の賃借費用の支援が2倍，上限7,500万円に拡充。 
 
 ※土地・建物を購入する場合や重点地域（アイランドシティ等）に 
  立地する場合など、条件により交付額は異なる。また、土地・ 
  建物等の契約前に事前協議と事前申請が必要。 
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熊本市の対日投資支援 

 食品、半導体、輸送用機械、医療製品、環境関連、物流関連 

 

 

①ワンストップサービスによる進出支援 
  ：進出に伴う行政手続支援、進出後のフォローアップ等 

②企業立地補促進助金等 

 

 

（１） 企業立地促進補助金 

①固定資産税、都市計画税、事業所税の相当額（３年度分） 

②土地取得費の１０％ 

  賃料（土地・建物）に要した３年間分の経費（敷金、共益費等を
除く）の５０％ 

③新規雇用１人当たり正社員５０万円、正社員以外１５万円 

④投下固定資産（建物、償却資産）取得額の１０％ 

※合計取得額３億円（中小企業は１億円）以上の場合に適用 

 

【重点分野の優遇措置】 ※平成２９年３月末までの措置 

食品、半導体、輸送用機械、医療製品業、環境関連産業の工場及
び研究開発施設は、①が５年度分、②の土地取得費及び④の補
助率が1.5倍にアップ。  

近年の進出状況 

集積を図りたい分野 

補助金、奨励金 

問合せ先 

 
 
 

税制 

（２） 中心市街地オフィス等立地促進補助金（熊本市中心
市街地が対象エリア） 
①土地取得費の５％、又は賃料（土地・建物）に要した３年
間分の経費（敷金、共益費等を除く）の５０％ 
②新規雇用１人当たり１０万円 

 
特になし 
 
 

平成２５年：１社（豪州） 

熊本市進出へのサポート体制 

熊本市 農水商工局 産業政策課 企業立地推進室 

〒860-8601 熊本県熊本市中央区手取本町1番1号 
TEL：096-328-2386 
URL：http://higo-rich.jp 

ジェトロ地域進出支援ナビ 
http://www.jetro.go.jp/invest/region/kumamoto-city/ 
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各種相談窓口 

32 

◇九州の総領事館及び領事館

機関名 所在地 電話 HP
駐福岡大韓民国総領事館 福岡市中央区地行浜1-1-3 092-771-0461 http://jpn-fukuoka.mofa.go.kr/worldlanguage/asia/jpn-fukuoka/main/index.jsp
中華人民共和国駐福岡総領事館 福岡市中央区地行浜1-3-3 092-713-1121 http://www.chn-consulate-fukuoka.or.jp/jpn/
中華人民共和国駐長崎総領事館 長崎市橋口町10-35 095-849-3311 http://nagasaki.china-consulate.org/jpn/
在福岡オーストラリア総領事館 福岡市中央区天神1-6-8 天神ツインビル7F 092-734-5055 http://australia.or.jp/consular/fukuoka/
在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階 092-263-7668

在福岡アメリカ合衆国領事館 福岡市中央区大濠2-5-26 092-751-9331 http://japanese.fukuoka.usconsulate.gov/

◇九州の海外機関等

機関名 所在地 電話 HP
韓国貿易センター（福岡） 福岡市博多区博多駅前　3-2-1 日本生命博多駅前ビル11F 092-473-2005 http://kotra.or.jp
韓国観光公社福岡支社 福岡市博多区博多駅前2-1-1　朝日ビル5階 092-471-7174 http://japanese.visitkorea.or.kr/jpn/MA/MA_JA_9_1_1_3.jsp
韓国忠清南道熊本事務所 熊本市中央区水前寺6-18-1(県庁７階) 096-384-5185

韓国大田広域市福岡通商事務所 福岡市中央区港1-9-22 092-713-0960 http://www.djglobal.or.kr/fukuoka/jpn/greeting.do
済州観光公社福岡広報事務所 福岡市博多区博多駅前2-1-1 朝日ﾋﾞﾙ5階 092-473-0514 http://www.jeju-tourism-office.jp/top/
中国江蘇省中小企業日本代表処 福岡市博多区博多駅前3-10-30　河野ビル4F 092-481-7374 http://fukuoka2.mofcom.gov.cn/aarticle/bilateralvisits/200606/20060602420224.html
中国重慶技術経済福岡駐在事務所 福岡市早良区百道浜2-3-2 TNC放送会館1階 092-821-6036

張家港市九州経済事務所 福岡市博多区博多駅前3-10-30　河野ビル4F 050-3077-1336

台湾貿易センター福岡事務所 福岡市博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会議所ﾋﾞﾙ7階 092-472-7461 http://fukuoka.taiwantrade.com.tw/

http://www.taitra.gr.jp/
台北駐大阪経済文化辧事処福岡分処 福岡市中央区桜坂3-12-42 092-734-2810 http://www.taiwanembassy.org/JP/FUK/mp.asp?mp=257
タイ国政府貿易センター福岡 福岡市中央区天神1-13-2 興銀ﾋﾞﾙ8階 092-751-6311 http://ditp.go.th/japan/main.php?filename=index
タイ国政府観光庁福岡事務所 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラ6階 092-725-8808 http://www.thailandtravel.or.jp/tat/related.html
福岡アメリカン・センター（在福岡アメリカ領事館広報部） 福岡市中央区天神2-2-67　ソラリアパークサイドビル8階 092-761-6661 http://japanese.fukuoka.usconsulate.gov/fac-about.html
米国モンタナ州政府駐日代表事務所 熊本市中央区水前寺6-18-1　熊本県庁内 096-385-0782 http://www.bigskyjapan.com/
アンスティチュ・フランセ九州 福岡市中央区大名2-12-6 092-712-0904 http://www.institutfrancais.jp/kyushu/
（一社）オーポラロシア福岡 福岡県大野城市大城1-2-12
 092-586-6880 http://www.japan-chuvash.com/
カナダ政府西日本通商事務所 北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIM8階 093-533-4300 http://www.canadainternational.gc.ca/japan-japon/offices-bureaux/west-ouest.aspx?lang=jpn

国際連合人間居住計画（ハビタット）福岡本部（アジア太
平洋担当）

福岡市中央区天神1-1-1 アクロス福岡8階 092-724-7121 http://www.fukuoka.unhabitat.org/

◇九州の貿易投資支援機関

機関名 所在地 電話 HP
対日直接投資総合案内窓口 福岡市博多区博多駅東2-11-1 九州経済産業局 092-482-5426 http://www.kyushu.meti.go.jp/seisaku/kokusai/toushi/soudanmadoguchi.html
ジェトロ（独立行政法人日本貿易振興機構） 対日投資部 東京都港区赤坂1-12-32　アーク森ビル６Ｆ 03-3582-5571 http://www.jetro.go.jp/invest/
ジェトロ福岡 福岡市中央区天神１－１１－１７ 福岡ビル４階 092-741-8783 http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/fukuoka/
ジェトロ北九州 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1 AIMビル8階 093-541-6577 http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/kitakyushu/
ジェトロ佐賀 佐賀県佐賀市白山二丁目1番12号佐賀商工ビル 4階 0952-28-9220 http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/saga/
ジェトロ長崎 長崎県長崎市桜町4-1 長崎商工会館9階 095-823-7704 http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/nagasaki/
ジェトロ熊本 熊本県熊本市中央区横紺屋町10 熊本商工会議所3階 096-354-4211 http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/kumamoto/
ジェトロ大分 大分県大分市大字大在6番 大分国際貿易センタービル3階 097-592-4081 http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/oita/
ジェトロ鹿児島 鹿児島県鹿児島市名山町9-1　鹿児島県産業会館6階 099-226-9156 http://www.jetro.go.jp/jetro/japan/kagoshima/
（公社）福岡貿易会 福岡市博多区博多駅前2-9-28 福岡商工会議所ビル７階 092-452-0707 http://www.fukuoka-fta.or.jp/
（公社）北九州貿易協会 北九州市小倉北区浅野3-8-1　AIMビル8階 093-541-1969 http://www.kfta.or.jp/
(一社)佐賀県貿易協会 佐賀市白山 2-1-12 佐賀商工ビル4F　佐賀県国際ビジネスサポートオフィス内
 0952-26-1474 http://www.sagatrade.info/
（一社）長崎県貿易協会 長崎市大黒町3-1 長崎交通産業ビル2F 095-821-4818

（一社）熊本県貿易協会 熊本市中央区横紺屋町10番地 熊本商工会議所 3階 096-355-2281 http://www.kumamoto-fta.or.jp/
（一社）大分県貿易協会 大分市大字大在6番地 大分国際貿易センタービル4階 097-592-5932 http://www.oita-fta.jp/
(公社)宮崎県物産貿易振興センター 宮崎市旭1-3-6　宮崎県庁7号館710号室 0985-38-9351 http://www.m-tokusan.or.jp/
(公社)鹿児島県貿易協会 鹿児島市鴨池新町10-1 鹿児島県庁9階　（かごしまＰＲ課内） 099-251-8484 http://www.kibc-jp.com/
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【お問い合わせ先】 
一般社団法人九州経済連合会 国際部  
〒810-0004 福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 
電 話：０９２－７６１－４２６１  

経済産業省 九州経済産業局 国際部  
〒812-8546 福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 
電 話：０９２－４８２－５４２３  
URL http://www.kyushu.kei.org 

開聞ヘルシーランド露天風呂（鹿児島県山川町） 
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