
「福岡市お試し進出企画」がスタートします！
～オンラインもいい！ですが，今回は“リアルな福岡市”を体験しに来ませんか？～

福岡市では，IT・WEB・デジタルコンテンツなどの「知識創造型産業」を重点分野と位置づけ，
関連企業の開発拠点の誘致や，同産業に従事する首都圏等からの人材誘致などに取り組んでおります。
一方，コロナ禍を契機に，「働き方」「オフィスの在り方」への価値観が急速に変化し，企業・個人

の両面において “地方進出・地方移住”に対する注目度が高まっております。
こうした状況のなか，福岡市では，ニューノーマルにおける官民連携の企業誘致の取組みとして，

地元企業が運営するシェアオフィス２社とリゾートホテル１社の共同企画に協力し，「拠点分散」や
「福岡市進出」を検討する企業様向けに，シェアオフィス・ホテルを一定期間特別価格で利用できる
「福岡市お試し進出企画」をスタートします。
「住みやすい街」として高い評価を受ける福岡市。“ちょっとだけ”実際に「住んで働いてみて」，

テレビやネットの情報など，オンラインでは伝わり辛い“福岡市の魅力“を「リアルに」体験して
いただき，進出・移住意欲をさらに高めていただく企画となっております。
当企画の利用する企業への取材も可能ですので，是非，ＰＲにご協力頂きますようお願いいたします。

１．企画主体 ※協力：福岡市
◎ シェアオフィス SALT（福岡市西区今宿駅前）
◎ シェアオフィス The Company（福岡市博多区祇園町，中央区天神，博多区中洲）
◎ リゾートホテル THE LUIGANS Spa＆Resort（福岡市東区西戸崎）

２．内容
詳細は別紙案内チラシをご参照ください。

３．福岡市の協力内容
① 福岡市（企業誘致課）が誘致対象としている企業への当企画のご案内
② 広報支援（ご活用企業様にインタビューを行い，活用事例として，市ホームページ等でご紹介）

令和２年９月２３日
経済観光文化局 企業誘致課

福岡市にきてみたら…（一例）

① 職住近接のコンパクトシティで「住みやすさ」と「働きやすさ」をご提供！

② 「身近で豊富な自然」や「美味しい食文化」，「人の温かさ」がおもてなし！

③ クオリティオブライフの向上を体感し，クリエイティビティがさらにアップ！

【お問合せ先】
経済観光文化局 創業・立地推進部 企業誘致課 担当：松浦，井上
TEL：092-711-4336（内線2515）E-mail：invest@city.fukuoka.lg.jp



福岡市お試し進出企画
「福岡市に住む・働く」を“リアルに“体感しに来てみませんか？

福岡市の地元企業が運営するシェアオフィス２社とリゾートホテル１社が，福岡市協力のもと，新たに
進出・拠点分散をご検討の企業様向けに，「福岡市お試し進出企画」をスタートします。
コロナ禍における「リモートワーク」の浸透，従業員の方の「地方で働きたい」というニーズ，また

「都心一極集中から脱却」など，働き方やオフィスのあり方は，いま大きく変化しております。
本企画は，新たに「福岡市進出」「拠点分散」をお考えの企業様に，実際に一定期間「福岡市に住み，

働く」体験を通して，“まちのリアル”を知るきっかけとして頂くものです。
企業様が新たな働き方を実践して頂く機会として，世界に先駆けて「感染症対応シティ」を掲げた

福岡市にぜひお越しください！

福岡市進出・拠点分散をお考えの企業様へ

【企画概要】

◎企画主体 ※協力：福岡市
・シェアオフィス SALT（福岡市西区今宿駅前）
・シェアオフィス The Company（福岡市博多区祇園町，中州，中央区天神）
・リゾートホテル THE LUIGANS Spa＆Resort（福岡市東区西戸崎）

◎対象企業 ※①②の両方を満たす企業様が対象となります。
① 福岡市域外に所在し，福岡市に新たに拠点進出を検討していること。
② 福岡市が福岡市企業立地促進条例施行規則の別表第１に定める対象分野の事業を行う拠点であること。

（IT・WEBサービス・デジタルコンテンツ・ソフトウェアの研究開発 他）

◎内 容
① 対象のシェアオフィスおよびホテルをスペシャルプライスでご利用できます。
※詳細は別紙のとおり，各事業者の案内チラシをご参照ください。

◎利用要件
① お試し進出にあたって，当企画のシェアオフィス又はホテルのいずれかで業務を行うこと。
② 福岡滞在期間中にインタビュー（★）を受けて頂くこと。
★インタビューでは，福岡で働くこと・住むこと・拠点を設けること等，ご来福時に皆様が感じた
福岡市のメリットやデメリットなどを伺います。インタビュー内容は活用事例として，他企業様
への案内等で使用させていただきます。

◎注意点
○ 申込締切は原則，福岡市滞在予定初日の２週間前までとなります。
○ ご利用人数・期間の上限は設けておりませんが，申込後，ご利用・お手続きにあたり，

各施設との事前調整が必要となります。
〇 新型コロナウィルス感染拡大防止の観点から，新型コロナウイルス接触確認アプリ「COCOA」の

ダウンロードを推奨しております。また，ご来福の際には，アプリのご活用や検温・消毒など，
感染拡大防止の取り組みにご協力頂きますよう，お願い致します。

〇 終了時期は未定ですが，予告なくお申込みの受付を終了する場合がありますので，ご了承ください。



お申込み～当日までの流れ

【協力】福岡市 （経済観光文化局 創業・立地推進部 企業誘致課）
担当：井上，山下 TEL：092-711-4849（E-mail）invest@city.fukuoka.lg.jp

行程（例） ※４泊５日の場合のイメージ

福岡空港駅から地下
鉄直通34分，車では
23分。市内西区の海岸
沿いのロケーション。
１日単位のドロップ

イン利用から社員の皆様でデスクシェアい
ただけるコワーキング、お試し進出に最適
なスモールオフィス，ご要望に合わせた
ワーケーション・合宿プログラムなどを，
ご用意します。
【スペシャルプラン】
スモールオフィス，フロア貸切，合宿
プログラム企画等のディスカウント

・URL https://salt.today/
・住所 福岡市西区今宿駅前1-15-18

マリブ今宿シーサイドテラス
・連絡先 info@salt.today

（担当）鎌苅（かまかり）

福岡市の中心地天神のPARCO内，キャナ
ルシティ博多前，中洲に３店舗展開。他に
もハワイや東南アジアにもグローバル展開。
ワークリンクとマルチロケーションを

キーワードに新たなビジネス創出につなが
る支援メニューも充実。
【スペシャルプラン】
フリー席・ブース席の無償提供 他

・URL https://thecompany.jp/
・住所 福岡市博多区祇園町8-13

第一プリンスビル1F・2F
（キャナルシティ博多前）

・連絡先 misato@zeroten.jp ・
（担当）矢田部（やたべ）

【INTRODUCTION】 ~シェアオフィス・ホテルのスペシャルオファーお問合せ先~

内容

１日目

○飛行機移動（東京→福岡）
○宿泊先チェックイン
○シェアオフィスチェックイン＆ワーク
○グルメ（もつ鍋）

２日目 ○ワーク＠シェアオフィス
○グルメ（屋台）

３日目
○アクティビティ＠糸島
○シェアオフィスでの人材交流
○グルメ（ごまさば＆焼酎）

４日目
○ワーク＠シェアオフィス
○グルメ（ホテル内レストラン）
○街歩き＠西新商店街

５日目

○宿泊先チェックアウト
○インタビュー＆シェアオフィスチェックアウト
○観光＠博多旧市街（櫛田神社参拝）
○飛行機移動（福岡→東京）

企画のご案内

お申込み~打合せ

社内検討
~

利用決定

福岡お試し進出

●お申込みの際は，福岡市企業誘致課にE-mailにてご連絡ください。
※ご希望の施設・期間・人数や，ご担当者様の氏名，ご連絡先 など
※原則として滞在予定初日の２週間前までにご連絡ください。

●ご希望の施設から，ご連絡いたしますので，ご予定の行程における利用内容やお手続き等，
詳細の打合せをお願いいたします。
※滞在期間中の観光・アクティビティについては，福岡市公式シティガイド「よかなび」を
ご参照ください（http://yokanavi.com/）。

●福岡市での「働く・住む」をご体験ください。
※ご滞在中，本企画で体感した福岡市の印象など，インタビューにご協力をお願いします。

ワーク

ワーク もつ鍋

ごまさば

屋台

街歩き

櫛田神社 インタビュー

アクティビティ

都心から車で20分のリゾートホテル。
福岡の国定公園・海の中道に位置するザ・
ルイガンズ．スパ＆リゾートは、自然の
絶景に囲まれた、ラグジュアリーな非日常
空間。市内では唯一のロケーションのTHE
LUIGANSで新しいワーケーションをお楽
しみください。
【スペシャルプラン】
特別価格でのプランの提供

・URL ※当企画予約専用 →
・住所 福岡市東区西戸崎18-25
・連絡先 luigans@plandosee.co.jp

（宿泊代表）

SALT The Company THE LUIGANS Spa＆Resort
シェアオフィス シェアオフィス ホテル

ホテル内レストラン

http://yokanavi.com/
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