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本誌について
九州は、日本の南西部に位置し、一国並の経済規模を持ち、陸海

空の充実したインフラや、自動車・半導体などの産業集積を有してお
り、ビジネス環境として優れた地域です。
九州の産業、技術、大学、研究機関、人材、食、観光などの多様な

地域資源とその魅力を情報発信するために、本冊子をとりまとめまし
た。
「九州」または「ＫＹＵＳＨＵ」を知り、興味を持っていただくきっかけと

なれば幸いです。

表紙写真 ・ロボット第１工場（提供：株式会社安川電機） ・人工衛星の振動試験装置（提供：九州工業大学）
・博多祇園山笠（提供：博多祇園山笠振興会） ・入学式（提供：立命館アジア太平洋大学）

目次写真 ・アクロス福岡（提供：福岡市）



アジアのゲートウェイ・九州

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

アジアからの距離
 九州～ソウル・上海・東京は、ほぼ同じ距離に位置し

ており、九州は、地理的に日本にとって「アジアの玄
関口（ゲートウェイ）」にあります。古来より、長崎の平
戸・出島のように海外との交流拠点としての役割を
担ってきています。

 福岡空港の乗降客数（国内線＋国際線）は、２，１３７
万人(*１)と、全国の空港中４位、福岡国際空港から
福岡市都心部までのアクセス時間はわずか１１分と、
世界トップクラスの交通の利便性を誇ります。

０１｜九州とは
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*1 国土交通省『空港管理状況』
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世界20位台の経済規模

域内総生産の国際比較：一部抜粋

全国に占める九州の面積・人口・GDP/GRPは？

一国の経済規模を持つ九州
 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１，３１７万人で（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、約４４兆円。世界２９位の
オーストリアと同等の経済規模。広い土地、清廉な
水、豊富な労働力を背景に、半導体関連産業、自
動車産業、農林水産業が主要産業です。

０１｜九州とは
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品目別貿易動向

九州の貿易額は、１１兆６千億円で、輸出額は６兆円です。
 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。

 輸入品目では、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。

九州から世界への輸出品目

出典：財務省「貿易統計」より九州経済産業局作成

（単位：億円、％）

九州の世界からの輸入品目

（単位：億円、％）
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原油及び粗油

11,865
20.9%

石油ガス類

4,530
8.0%

石炭

3,567
6.3%

非鉄金属鉱

3,028
5.3%半導体等

電子部品

3,000
5.3%

鉄鉱石

2,464
4.3%

石油製品

1,570
2.8%

自動車の

部分品

1,531
2.7%

有機化合物

1,095
1.9%

魚介類（生鮮・

冷凍）

925
1.6%

その他

23,213
40.9% 九州の世界

からの輸入総額
（2015年）

5兆6,788億円

０１｜九州とは



主な貿易相手国

出典：財務省「貿易統計」より九州経済産業局作成 5

 九州の最大の貿易相手国は中国で、輸出の２１．３％、輸入の１９．３％を占めています。

 中国に次ぐのは、輸出では韓国、米国、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。

中国

12,704
21.3%

韓国

7,089
11.9%

米国

6,795
11.4%台湾

3,916
6.6%

香港

2,666
4.5%

シンガポール

2,327
3.9%

タイ

1,730
2.9%

アラブ首長国

連邦

1,541
2.6%

メキシコ

1,437
2.4%

オランダ

1,373
2.3%

その他

17,987
30.2%

九州から世界

への輸出総額

(2015年)

5兆9,566億円

中国

10,949 
19.3%

オーストラリア

5,788 
10.2%

サウジアラビア

4,474 
7.9%

アラブ首長国連邦

3,113 
5.5%

米国

3,108 
5.5%

インドネシア

2,849 
5.0%

台湾

2,828 
5.0%

韓国

2,747 
4.8%

ロシア

1,936 
3.4%

タイ

1,723 
3.0%

その他

17,273 
30.4%

九州の世界

からの輸入総額

(2015年)

5兆6,788億円

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、％）

０１｜九州とは



陸海空のインフラが充実
０２｜充実したインフラ
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九州各県には、港湾、空港、新幹線、
高速道路等の交通インフラが整備さ
れています。

２０１１年の九州新幹線全線開業に伴
い、博多駅から鹿児島中央駅まで、
九州の南北を約１時間２０分で縦断
できるようになりました。

また、２０１５年４月に東九州自動車道
（北九州‐宮崎間）が開通したことによ
り、九州の高速道路がループ状につ
ながり、九州内のヒト・モノ・カネの移動
の増加などのネットワーク効果に大き
な期待が寄せられています。

また、東京や大阪などの国内だけで
なく、アジアを中心とした海外へも陸海
空の交通インフラが揃っています。特
に、アジアの主要都市とのアクセスの
良さが九州の特徴です。



九州の特徴的な産業
０３｜魅力的な産業
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日本有数の自動車生産拠点
 九州の自動車生産能力は１３５万台を超え、生産台数の全国シェアは

約１５％を誇ります。今では、９００件を超える自動車関連企業が、九州
全体に裾野を広げています。（２０１５年）

高付加価値の半導体生産
 九州は、１９７０年代から「シリコンアイランド」と呼ばれ、現在、半導体産業全体

の製造品出荷額が１．４兆円以上。集積回路は日本の30％のシェアを誇り、９
００社の半導体関連企業が集積しています。

バイオ・医療機器・コスメ関連機関の集積
 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。
 大分県と宮崎県では、血液や血管に関する医療分野の産学官が連携し、

「東九州メディカルバレー構想」を推進しています。
 佐賀県唐津市・玄海町では、海外との連携協力により化粧品関連産業の集

積を目指す「唐津コスメティック構想」の推進に取り組んでいます。

環境リサイクル、再生可能エネルギー関連企業の集積
 九州では、公害克服の経験を通じて、リサイクル、土壌・水質浄化等の

環境リサイクル技術が集積しています。また、九州は太陽光や地熱等、
豊富な再生可能エネルギー資源を有し、エネルギー分野においても先
導的な地域になっています。さらに、近年アジアを中心として、環境技術
の海外展開や、海外からの環境視察団の訪問等が増加しています。

〔主な企業例：ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、ルネサスセミコンダクタパッケー
ジ＆テストソリューションズ、三菱電機など〕

〔主な企業例：三菱重⼯業、協和機電⼯業など〕

〔主な企業例（医療関連）：旭化成、東郷メディキットなど〕

〔主な企業例：トヨタ⾃動⾞九州、ダイハツ九州、⽇産⾃動⾞九州など〕



食の宝庫 九州
０３｜魅力的な産業

8

 九州は、農業産出額が全国の２割の食糧供給基地であり、その構成は、畜産、野菜・果樹が中心で、多様
な品目構成となっています。最も産出額が大きいのは畜産部門で、全国シェアの２５％を占めます。

 食品の輸出も増加傾向で、九州各地のブランド牛や、ブリやハマチなどの水産物、果物では福岡県産の
高級いちご「あまおう」や温州みかんなどが海外で人気。また、世界的な健康志向の高まりもあり、緑茶の
輸出量も増加しています。

 九州の肉や魚、野菜や果物などは種類が豊富な上、新鮮で質も高く、「九州の食べ物は安くて美味しい」と
国内外の観光客からも好評です。また、焼酎や日本酒などお酒の生産地としても有名です。

ラーメン（福岡県） 日向夏（宮崎県） 関さば・関あじ（大分県）

皿うどん（長崎県） あまおういちご（福岡県） 知覧の茶畑（鹿児島県） 佐賀牛（佐賀県）
提供：福岡市 写真協力：公益社団法人鹿児島県観光連盟 写真提供：佐賀県観光連盟

馬刺し（熊本県）

“九州旅ネット"フォトギャラリーより転載 “九州旅ネット"フォトギャラリーより転載

“九州旅ネット"フォトギャラリーより転載

“九州旅ネット"フォトギャラリーより転載“九州旅ネット"フォトギャラリーより転載



キラリと光るグローバル企業

フレゼニウス・メディカルジャパン(株)

豊前工場（福岡県豊前市）
 １９９３年１０月、ドイツに本社を置くフレゼニウス メディ

カル ケアの日本法人として設立。世界中の透析施
設で使われ、高い評価を得ている同社の最新鋭の
透析製品・サービスを、日本のニーズに沿って提供
すべく、国内に開発・製造拠点を持ち、事業活動を展
開中です。

 具体的には、人工透析用のダイアライザーの開発、
製造及び腹膜透析液バッグの開発・製造を豊前工
場が、またダイアライザーに使用される人工透析用
中空糸の製造を川澄化学工業株式会社との合弁会
社であるフレゼニウス川澄株式会社がそれぞれ担
い、両輪となって開発・製造を推進しています。

０３｜魅力的な産業

株式会社中島田鉄工所

（福岡県広川町）
 同社は、運用を終えた人工衛星が軌道上に留ま

り、「スペースデブリ（宇宙ごみ）」となって宇宙環境
を悪化させることを防止するため、運用後の人工
衛星を速やかに軌道から離脱させ大気圏に突入
させるための装置「DOM (De-OrbitMechanism)」
を東北大学と共同で開発しました。

 ２０１６年度中に宇宙航空研究開発機構（JAXA）の
協力を得て、宇宙空間での実証実験を行うため
の実証用超小型人工衛星「FREEDOM」を打ち上
げ、国際宇宙ステーションから宇宙空間への放出

試験を行う予定です。

「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）

9

フレゼニウスダイアライザー FX-CorDiaxシリーズ
機能分類：Ⅱa型
中空⽷型透析器 ⾼度管理医療機器

ステイセーフ®バランス 腹膜透析液



世界最先端を誇る大学の研究施設
０４｜優れた知の集積とビジネスサポート
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「人工衛星の
帯電放電試
験設備」

体内での動作イメージ 「消化器外科用インテリジェント
手術支援ロボット」

宇宙環境技術ラボラトリー

超小型衛星試験センター

国立大学法人九州工業大学

 超小型衛星試験センターでは、５０kg・５０cmまでの
サイズの衛星の環境試験に特化した設備を揃え、国
内外の大学・企業が開発した衛星の環境試験を
行っています。

 また、そのデータを基に超小型衛星試験の国際標
準化の取り組みを世界各国と連携して進めていま
す。

写真提供：九州大学

消化器外科用インテリジェント手術支援ロボット

国立大学法人九州大学

 ＮＥＤＯ（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構）「がん超早期診断・治療機器の総合研
究開発」に採択され、医師や看護師が扱いやすく、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
発しました。

 この手術支援ロボットの開発により、執刀医らの負担が
軽減され、患者にとっても入院期間の短縮による医療
費の低減化や早期社会復帰につながることが期待さ
れます。

人工衛星の振動試験装置

写真提供：九州工業大学

熱真空試験装置

衝撃試験装置



世界最先端を誇る研究施設
０４｜優れた知の集積とビジネスサポート

水素エネルギー製品研究試験センター
（HyTReC）

 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
施設です。

出典：水素エネルギー製品研究試験センター（HyTReC）
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佐賀県立九州シンクロトロン光研究センター

 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
の研究施設です。

シンクロトロン光は、光速に近
い速さで直進する電子が、加
速器を構成する偏向電磁石
の磁場でその軌道を曲げら
れた時に発生する「光」のこ
とです。

S

N

シンクロトロン光

試料

偏向電磁石

電子軌道

電子

露光 現像 Niメッキ
完成

シンクロトロン光を露光光源と
し、微細加工めっき技術によ
りマイクロメートルサイズのマ
イクロマシン･MEMS関連部品
の製作が可能です（右図は
微小歯車の製作方法）。

出典：九州シンクロトロン光研究センター



国際標準の教育機関
０４｜優れた知の集積とビジネスサポート

立命館アジア太平洋大学（大分県別府市）

 大分県別府市に立地する立命館アジア太平洋大学（APU）
は、約６，０００人の学生のうちおよそ半数近くが国際学生（留
学生）で構成されており、８５以上の国と地域出身の学生が
在籍し、大半の授業を日英２言語で開講しています。国内で
も有数の国際環境のもとで、多文化協働学習などの教育シ
ステムを確立し、日本の高等教育機関のグローバル化を先
導しています。

 ２０１６年８月には、国際経営学部(APM)と経営管理研究科
(GSM)が、マネジメント教育の国際的な認証評価機関である
AACSB Internationalより、世界でも最高水準の教育を提供
する教育機関として認証を取得しました。（日本で３校目）

写真提供：立命館アジア太平洋大学
12



低いビジネスコストと豊富な人材
 日本の中でも物価・オフィス賃料・人件費ともに安い九州では、コストを低く抑えてのビジネスが可能であり、多様で優秀

な人材が確保しやすい環境です。

 福岡市が発表している若者率（総人口に占める15～29歳の人口割合）では、全国の政令指定都市（２０市）中、福岡市
が１位（１９．５％）、熊本市が６位（１７．５％）にランクイン。また、九州には外国人留学生も約１７，０００人（全国の１１．４％）と多
く在籍しており、グローバル人材も豊富です。

０５｜恵まれたビジネス・生活環境
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有効求人倍率の推移

労働者平均所定内給与額

出典：九州経済産業局「PROFILE OF KYUSHU」
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快適に暮らせる九州
ビジネス・生活環境の整った街・福岡市

 九州は東京と比べ、温暖な気候や美味しい食事、土地の広さ、人柄の良さなどの面で暮らしやすいと言われています。特に
福岡市は、都市機能と広域公共交通機関が半径３km圏内に集積するコンパクトシティとして評価されています。国内第5位
の経済規模ながら、東京などの主要都市と比べて消費者物価や平均賃料が低く、生活コストも安価。さらには都市部と海
や山などの自然環境が近接し、人と都市と自然が共生する、快適に暮らせる都市と言えます。

 また、福岡市の人口増加数は東京都特別区を除き、全国トップ（２０１５年国勢調査）。さらに、前述のとおり、若者率は全国の
政令指定都市（２０市）中トップの１９．５％です。選ばれる都市であるとともに、今後も成長が見込まれています。

 さらに、同市は英国のMONOCLE誌による「世界の住みやすい都市ランキング」で７位（２０１６年）にランクインするなど、海外か
らの高い評価も得ています。このような『ビジネス・生活環境の整備されたまちづくり』が九州の各都市にも期待されます。

０５｜恵まれたビジネス・生活環境

九州と主要都市との消費者物価地域差指数

出典：総務省統計局「小売物価統計調査（構造編・平成27年分）」
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魅力的な観光資源
０６｜魅力的な観光

15

15

① ②

ななつ星in九州

 ２０１３年からＪＲ九州が運行する「ななつ星in九州」は、匠の技による世界に一
つだけの車両、九州のふんだんな食材を使用した料理、立ち寄り先でのおも
てなし、豊かな九州の景観の中を走る、という数々の魅力を備えた豪華寝台
列車です。

 利用客は、外国人の割合が２０１４年度に１１％、２０１５年度に１９％、２０１６年度に
３０％（見込み）と増加傾向であり、九州にありながら、申込の２分の１を欧米か
らの観光客が占めています。

 ３泊４日で￥９５０,０００(*注1）という価格ですが、抽選の最高倍率は300倍を
超えることもあり、その傑出したインテリアや食事、最高のサービスが注目・評
価され、日本のクルーズトレインの先駆けとなっています。
(*注1）DXスイートA（２０１７年３～５月）、２名１室利用時１名あたり

写真・図提供：九州旅客鉄道(株) 



'gensara.3322@docomo.ne.jp'

魅力的な観光資源
０６｜魅力的な観光

① ②

許可なし

河内藤園（福岡県北九州市）

 福岡県北九州市にある「河内藤園」は、花下面積１８
５０坪を誇る、日本を代表する藤の名所です。全長約
２２０メートルと８０メートルの２種類の藤のトンネルは
「一番美しい藤棚」とも言われており、４月下旬～５月
中旬の時期には２２種類の藤の花が咲き乱れ、見る
者を圧倒します。

 また、米国の放送局・ＣＮＮの「日本の最も美しい場所
３１選」で「河内藤園」が紹介され、世界的な人気を集
めています。

写真提供：河内藤園

変なホテル（長崎県佐世保市）

 快適で心地よく宿泊できるホテルを安価で提供す
るために、生産効率の向上に取り組み、メインスタッ
フがロボットという、先進技術を駆使した世界初のロ
ボットホテルです。

 フロントでは多言語対応のロボットたちがチェックイン・
チェックアウトの手続きを行い、クロークではロボット
アームが荷物をお預かり、手荷物はポーターロボット
がお部屋まで運びます。

写真提供：ハウステンボス 16



あさ

九州の世界遺産
０６｜魅力的な観光

屋久島（鹿児島県）

 １９９３年に世界自然遺産に登録された鹿児島県の「屋久島」は、
本土最南端・鹿児島県佐多岬の南南西約６０km海上にあります。
日本百名山でもある九州最高峰の宮之浦岳を筆頭に、１，０００m級
の山々が４０以上も連なり、「洋上のアルプス」とも称されています。

 樹齢１０００年以上の屋久杉を含む生態系の特異な景観、標高によ
る連続植生、生態系変遷の重要性などの特徴は、学術的に大き
な価値をもつものとして評価されるとともに、約１，５００種の生態系
がひしめきあうその神秘的な魅力が人気を呼んでいます。

「屋久杉」 写真提供：公益社団法人屋久島観光協会

17
「永田岳」 写真提供：公益社団法人屋久島観光協会



九州の世界遺産

18

明治日本の産業革命遺産～製鉄・製鋼、造船、石炭産業～

 ２０１５年に世界文化遺産に登録された、九州・山口を中心とする「明治日本の産業革命遺産 ～製鉄・製鋼、造船、
石炭産業～」のひとつ、長崎県の軍艦島は、海底炭鉱を有する小さな島です。岸壁が島全体を囲い、高層鉄筋コン
クリート造りの建物が立ち並ぶその外観が軍艦「土佐」に似ているところからその呼び名がつきました。

 明治～昭和時代にかけて栄え、最盛期の昭和３５年（１９６０）年には約５，３００人もの人が住み、日本の近代化を支
えました。主要エネルギーが石炭から石油へと移行したことにより昭和４９（１９７４）年に閉山、島は無人となりました
が、かつての繁栄をしのばせる廃墟の数々がいまも残り、多くの旅行者を呼び寄せています。

０６｜魅力的な観光

「軍艦島」写真提供：（一社）長崎県観光連盟



拡大するインバウンド観光

19

様々な国の人が様々な形で九州を訪れています。
 九州の外国人入国者数は５年連続で過去最高を更新しており、インバウンド観光が盛んになっています。全国

の外国クルーズ船の寄航回数では、博多港（１位）、長崎港（２位）、鹿児島港（５位）がランクイン。

 地理的な関係から、これまでの文化的交流も強く、アジアから訪れる訪日観光客が多いのが特徴です。

 また、日本における港別外国人入国者数では、福岡空港が４位、博多港が８位にランクイン。

出典：総務省統計局「出入国管理統計」

０６｜魅力的な観光

出典：国土交通省
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港湾別のクルーズ船の寄港回数（２０１５年）
港別入国者（外国人）2015年

1位 成田（空港） 6,117,712 

2位 関西（空港） 5,007,751 

3位 羽田（空港） 2,485,679

4位 福岡（空港） 1,392,755 

5位 那覇（空港） 1,077,518 

6位 中部（空港） 1,009,121 

7位 新千歳（空港） 948,403 

8位 博多 183,316 

9位 富士山静岡（空港） 169,902 

10位 比田勝 137,186 

博多

259回

長崎
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横浜

125回

那覇

115回神戸

97回
石垣, 

84回

鹿児島

53回

その他

590回
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外資系企業の進出数
０７｜外資系企業の状況

20

九州に進出している外資系企業の数は４４０社です。
 国籍別には米国（テラダインなど）が１９９社で最も多く、以下、ドイツ（フレゼニウス川澄など） 、フランス（日本エア・リ

キードなど）、スイス（IT&IPストラテジー・アドバイザリー・グループなど）の順です。

 業種別には製造業が２０２社（４５．９％）、卸売・小売業が９４社（２１．４％）が中心。
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九州進出外資系企業の声
０７｜外資系企業の状況

21

 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）

出典：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」

株式会社Gina&Partners（福岡市）

Gina＆Partners（ジーナアンドパートナーズ）はニュージーラ
ンド人経営者によって設立された、オセアニア専門の留学旅行
エージェントです。ニュージーランドやオーストラリア留学に関す
るネットワーク・情報の豊富さは傑出しています。オセアニアの
魅力を熟知した経営者、自らの目で見定めた信頼できる語学
留学学校・有給インターンシップ企業・ファーム先をご案内して
います。
九州・福岡を拠点としていま

すが、インターネットマーケティ
ングを活用することで、東京や
大阪で立地するよりもかなりの
低コストで、かつ同レベルのビジ
ネスを行うことが可能になり、
日本全国のお客様からお申込
を頂いております。

また、福岡市は自宅からオフィ
ス街まで自転車で通勤可能で、
空港までの距離は非常に近く、
国際線へのアクセスは驚くほど
便利です。都市機能がコンパクト
にまとまっているのが特徴であ
り、当社は福岡市のビジネス環
境に満足しています。

代表取締役 Gina  Whittle氏



我が国のＥＰＡ取組状況
０８｜国・自治体の対日投資支援

22

 発行済（１４カ国１地域） ： シンガポール、メキシコ、マレーシア、チリ、タイ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、
スイス、ベトナム、インド、ペルー、豪州、モンゴル

 交渉中（３カ国５地域） ： ＴＰＰ、ＥＵ、ＲＣＥＰ、日中韓、カナダ、コロンビア、トルコ
 その他（１カ国１地域） ： 韓国（交渉中断中）、ＧＣＣ（湾岸協力理事会）（交渉延期）



成長戦略 ～九州･沖縄 Earth 戦略～
０８｜国・自治体の対日投資支援
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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。

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。



 九州では、アジアを中心に１９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

マレーシア マレーシア投資開発庁

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

０８｜国・自治体の対日投資支援

海外19機関とのMOU締結

24



 ジェトロでは、官民にまたがる広いネットワークを通じた情報の提供や、個別企業に応じたコンサルテーションを行っています。
 また日本に拠点のない外国企業の方や、地方への新拠点設立をお考えの外資系企業の方には一定期間オフィススペース

を提供しています。

【ジェトロ福岡貿易情報センター】
〒810-0001 福岡市中央区天神1-11-17 福岡ビル4F TEL(092) 741-8783

０８｜国・自治体の対日投資支援

ジェトロによる対日投資支援

会社設立関連

人材関連

オフィス関連

ビザ取得関連

司法書士、税理士、公認会計
士のアドバイスや税務、規制、
インセンティブ等の情報を提
供します。

社会保険労務士のアドバイ
ス、労務等の情報を提供しま
す。

一定期間オフィススペースを
提供します。

行政書士のアドバイス、ビザ等の
情報を提供します。

物件探しのお手伝いをしま
す。

人材探しのお手伝いをしま
す。

司法書士の紹介、
商談アレンジを行
います

税理士、公認会計士の紹
介、面談アレンジを行います

銀行の紹介、面談アレン
ジを行います

社会保険労務士の紹
介、面談アレンジを行い
ます

行政書士の紹介、面談
アレンジを行います

拠点形態・税務･
規制等の相談

税務関係等の
各種届出

銀行口座の開設

社会保険関係の
届出

在留資格申請
・ビザ申請

駐日代表者決定在留資格・ビザ相談

テンポラリーオフィス
確保

人材・労務相談

オフィス確保

拠点設立までの流れに沿ったジェトロのサービス

人材確保

会社設立登記

拠
点
設
立
・事
業
開
始

地
方
に
お
け
る
新
拠
点
設
立
・日
本
に
お
け
る
事
業
拡
大
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国家戦略特区
『福岡市グローバル創業・雇用創出特区』

０８｜国・自治体の対日投資支援

Ｃ

株式会社ikkai(福岡市）

ikkaiは、個人や企業が地元の学生に、１回完結の仕事（例え
ば、部屋の掃除のような日常的なものからプログラミングなどス
キルを必要とするものまで）を、スピーディー、安全、簡単に依
頼できるクラウドソーシングプラットフォームを運営しています。
当社が福岡市を選んだ理由のひとつは、スタートアップビザに
よる支援制度です。外国人が日本で創業するにあたり、最も苦
労することがビザの取得ですが、国家戦略特区の認定を受け
ている福岡市では独自のスタートアップビザを発行しており、必
要な要件を緩和することで外国人の創業を後押ししています。
他にも家賃の助成金や法人税の減税、スタートアップカフェで

のビジネスプランの相談など、福岡市と日本政府の支援により、
日本で創業をするのであれば福岡が最適である、と言えるほど
の環境が整っています。

共同創設者 兼 代表取締役
Thomas Pouplin氏、Yasmine Claire Djoudi氏 26



福岡県の対日投資支援
０８｜国・自治体の対日投資支援

27

集積を図りたい分野

問い合わせ先

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

※自動車、水素エネルギー、バイオ、半導体、
IT、環境、コンテンツ関連など

支援制度（補助金）

＜福岡県企業立地促進交付金＞

交付対象：

・以下の業種の製造・事業施設
製造業、道路貨物運送業、ｿﾌﾄｳｪｱ業、ｺﾝﾀｸﾄｾﾝﾀｰ 等

・本社機能部門を有する特定業務施設
調査・企画部門、研究開発部門、情報処理部門 等

交付金：

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

※業種や立地市町村により内容が異なる場合があります。

※適用に際しては、事前にご相談ください。

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 E-mail：info@investfk.jp

URL：http://www.investfk.jp/

近年の進出状況

○平成15年度～平成27年度まで 累計１６２件

○国籍別

・北米 23社（米21、加2）

・欧州 30社（独9、英5、スイス3、伊3、仏3、その他7）

・アジア他 109社（中62、韓28、台7、印3、シンガポール3、

豪2、その他4）

〇進出企業（抜粋）

アマゾンジャパン（株）（米、福岡市）

フレゼニウスメディカルケアジャパン（株）（独、豊前市）

【企業誘致件数の推移】
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佐賀県の対日投資支援
０８｜国・自治体の対日投資支援

28

集積を図りたい分野

問い合わせ先

①化粧品関連
②医療関連
③燃料電池関連
④ロボット関連
⑤自動車・航空機関連

補助金

佐賀県 産業労働部企業立地課
〒８４０－８５７０ 佐賀県佐賀市城内１－１－５９
ＴＥＬ：０９５２-２５-７０９７
ＵＲＬ：
http://saga.kigyouricchi.jp/
http://saga.kigyouricchi.jp/en/

ＨＰ英語版できました

○佐賀県工場等立地促進補助金
Ａ 立地促進奨励金
投資額×２/１００×加算（※）

※立地場所や業種等に応じて最大１２倍の加算。

外資系企業には２倍の加算制度あり。

Ｂ 雇用促進奨励金
新規地元雇用者数×５０万～１００万

税制

○佐賀県企業立地促進特区
県内１０市町を特区に指定し、一体となった優遇策を展開。

Ａ 県 （佐賀県工場等立地促進補助金との選択制です）

法人事業税５免５減（※）
不動産取得税免除

Ｂ 市町
固定資産税５免５減（※）
各種補助金
市町ごとに雇用奨励金や用地取得奨励金など企業ニーズ

に応じた補助金をご用意

※５年間全額免除、引き続き５年間１/２免除



企業誘致でアピール

長崎県の対日投資支援
０８｜国・自治体の対日投資支援

29

集積を図りたい分野

問い合わせ先

税制・融資

近年の進出状況

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。

また、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。

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。

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/

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。

補助金・奨励金

29



企業誘致でアピールえい

熊本県の対日投資支援
０８｜国・自治体の対日投資支援

30

熊本県進出へのサポート体制

問い合わせ先

●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

集積を図りたい分野

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

補助金・奨励金

●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％

●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）

近年の進出状況

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 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/

外資比率５０％を超える企業に
対し、補助制度を優遇！



企業誘致でアピール

大分県の対日投資支援
０８｜国・自治体の対日投資支援

集積を図りたい分野

問い合わせ先

① 自動車・輸送機器関連産業
② 臨海部の素材型産業群及び造船関連産業群
③ 電子・電気・機械・情報関連産業
④ 医療機器関連産業
⑤ エネルギー関連産業
⑥ 食品・農林水産関連産業

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/

税制

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。
その他にも、税制上の優遇措置があります。

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）

大分県産業立地促進補助金
対象企業：製造業
要件：
〔新設〕新規地元雇用者数１０人以上／設備投資額３億円以上
〔増設〕新規地元雇用者数１０人以上／設備投資額２億円以上
補助金：新規雇用者数×５０万円（過疎地域の場合は８０万円）

＋（土地・建物取得額＋投下固定資産額）×３％
限度額：３億３千万円

オフィス系企業誘致促進補助金
対象企業：情報関連産業、ＢＰＯ、コールセンター業
要件：新規雇用者３０人以上 等
補助金：新規雇用者数×２０万円（中核市は１０万円）（３年間）

＋（土地・建物取得額＋投下固定資産額）×３％
＋オフィス賃料×１／３ （３年間）
＋専用通信回線使用料×１／２（３年間）

限度額：１億円（情報関連産業）
２億８千万円（ＢＰＯ、コールセンター業）
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大分県企業立地のご案内（英語版）
http://www.ritti‐oita.jp/よりダウンロード 31



企業誘致でアピール

宮崎県の対日投資支援
０８｜国・自治体の対日投資支援

32

集積を図りたい分野

問い合わせ先

① フードビジネス関連産業

② 情報サービス産業

③ 環境・エネルギー関連産業

④ 医療機器関連産業

⑤ 自動車関連産業

⑥ 先端産業（ロボット、航空機 等）

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/

補助金

税制

近年の主な進出状況

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い合わせ先にお問い合わ
せください。

昭和62年：バクスター㈱（アメリカ）

平成９年：ボストン・サイエンティフィック・ジャパン㈱（アメリカ）

平成16年：㈱ジェイエイアイ電子（デンマーク）

平成17年：デル㈱（アメリカ）

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８億円

※本補助金の補助率など詳細は問い合わせ先にお問
い合わせください。



企業誘致でアピール
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集積を図りたい分野

問い合わせ先

補助金・奨励金等 税制

近年の進出状況

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 ⑦航空機関連産業

（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

（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。

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。

平成４年：日本モレックス合同会社

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/sangyo-
rodo/kigyo/richiannai/ritti.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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集積を図りたい分野（立地交付金対象分野）

問い合わせ先

知識創造型産業（ソフトウェア・デジタルコンテンツの開発等)、
健康・医療・福祉関連産業、環境・エネルギー関連産業、グロー
バルビジネス、物流関連業、都市型工業、本社機能，コールセン
ター等

【福岡市進出時のサポート体制】

【福岡市企業立地交付金制度】

・外国語対応(英語/中国語/韓国語）

・各種情報提供
・専門家紹介
（行政書士，司法書士等）

・視察日程の提案・アテンド、
行政施設の案内

・オフィス物件探しのサポート

福岡市外国企業・投資誘致
センターの設置・運営

福岡市視察時のアテンド

グローバルビジネス（外国・外資系企業）向け立地交付金

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: 092-733-5901
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/

＜創業支援＞

①スタートアップカフェ

情報提供・相談・交流，人材確保支援(ｽﾀｰﾄ
ｱｯﾌﾟ人材ﾏｯﾁﾝｸﾞｾﾝﾀｰ)，ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟ開業窓口等
雇用労働相談センター併設

②スタートアップビザ

在留資格申請時の取得要件を6か月間猶予

③外国人スタートアップ支援

事務所の賃料と住宅の家賃の一部を補助

④スタートアップ減税（準備中)

創業後5年間は法人所得を20%控除

※②～④：適用要件の詳細については，お問い合わせください。

相談無料

グローバル創業・雇用創出特区

 開業率13%を
実現
※2018年度目標

創
業
支
援

「グローバル創業
都市・福岡」

項目 内容 期間 上限 備考

賃料 建物・機械設備の年間賃借額の
1/4

1年間 1,500
万円

1㎡あたり4,000円 上
限

雇用

(福岡市民1人あたり)

正社員：50万円
その他の常用雇用者：15万円

1年間
5,000
万円

対象者：1人1回
福岡市民以外の雇用
にも交付あり

設立
費用

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

―
300
万円

日本初進出が対象。
公租公課を除き、操業
開始した日以前1年以
内の経費に限る

※対象分野，適用要件など詳細については，お問い合わせください。

【近年の進出状況】

年度 2012 2013 2014 2015

企業数 10社 17社 12社 9社

※外国・外資系企業が日本国内で初めて行う事業，他の交付対象分野
及び金融業等の研究開発または役務の提供を行う事業が対象。
ただし，金融業以外のBtoC事業は対象外。
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集積を図りたい分野

問い合わせ先

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3-8-1 AIMビル 8F

TEL：093-551-3605 FAX：093-551-3615

インベスト北九州： http://www.invest-kitakyushu.com/

KTIセンター：http://www.kti-center.jp

ジェトロ地域進出支援ナビ

http://www.jetro.go.jp/invest/region/kitakyushu-city/

・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。

企業立地促進補助金

①設備補助（助成額の上限１０億円）

・用地費を含む設備投資額の２％

・市内中小企業の場合は、設備投資額の３％

・市の産業団地購入の場合は、設備投資額の６％

・建物、土地、設備の年間賃借料の１／２(初年度のみ)

②雇用補助（助成額の上限なし）

＊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）

※ご利用にあたっては対象業種・要件等が必要。

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。

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北九州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
の構築、各種セミナーの開催

③企業立地促進補助金等

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

代表的なインセンティブ

その他

北九州進出のサポート体制

HP上でパンフレットデータ配信中！

近年の進出状況

４４社 業種は幅広く、サービス業、製造業等様々な企業が立地。



企業誘致でアピールえい

熊本市の対日投資支援
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熊本市進出へのサポート体制

問い合わせ先

集積を図りたい分野

補助金・奨励金

近年の進出状況

（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。

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企業立地促進補助金等

（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

平成２５年：１社（豪州）

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/



ヘルシーランドたまて箱温泉露天風呂（鹿児島県山川町）
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お問い合わせ先
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：０９２－４８２－５４２６
URL  http://www.kyushu.meti.go.jp/

写真：御船山楽園（佐賀県武雄市）提供：佐賀県観光連盟


