福岡地域戦略推進協議会 会員

2020.12.16（表記は50音順）

特別会員（7）

正会員（145）
株式会社アスキー
株式会社麻生
学校法人麻生塾
麻生セメント株式会社
イオン九州株式会社
イオンモール株式会社
伊藤忠テクノソリューションズ株式会社
稲員興産株式会社（大稲グループ）
株式会社インターネットイニシアティブ
株式会社ヴィトワ
Airbnb Japan株式会社
エーザイ株式会社
株式会社エクサウィザーズ
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州
株式会社NTTドコモ
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
株式会社エフベンチャーズ
株式会社L is B
学校法人大原学園 九州事業部
株式会社オカムラ 西日本支社
小城市
株式会社オリズン
鹿島建設株式会社 九州支店
一般財団法人活育教育財団
株式会社ガナス総合研究所
嘉穂無線ホールディングス株式会社
九州朝日放送株式会社
九州スターツ株式会社
公益財団法人九州先端科学技術研究所
国立大学法人九州大学
公益財団法人九州大学学術研究都市推進機構
九州電力株式会社
株式会社九州博報堂
株式会社九州フィナンシャルグループ
九州旅客鉄道株式会社
株式会社Q'sfix
株式会社QTnet
株式会社九電工
株式会社Gravity
株式会社クラウドリアルティ

株式会社DGコミュニケーションズ
株式会社テイラーワークス
株式会社デジタルガレージ
株式会社電通国際情報サービス
東京海上日動火災保険株式会社
株式会社東芝
株式会社トクスイコーポレーション
独立行政法人都市再生機構 九州支社
凸版印刷株式会社
株式会社豊川設計事務所
学校法人中村産業学園（九州産業大学）
株式会社西鉄エージェンシー
株式会社西日本シティ銀行
株式会社西日本新聞社
株式会社西日本新聞ビルディング
西日本鉄道株式会社
西日本高速道路株式会社 九州支社
西日本旅客鉄道株式会社
西松建設株式会社 九州支社
日本電気株式会社 九州支社
日本経済大学
日本工営株式会社
日本コンベンションサービス株式会社
日本たばこ産業株式会社
パーソルテンプスタッフ株式会社
株式会社パイプドビッツ
株式会社VACAN
パナソニック株式会社 ライフソリューションズ社
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社

ハンファグループ
株式会社日立製作所 九州支社
公益財団法人福岡アジア都市研究所
公益財団法人福岡観光コンベンションビューロー

株式会社福岡銀行
福岡県
福岡国際空港株式会社
福岡市
福岡地所株式会社
福岡商工会議所
公立大学法人福岡女子大学
グ ロ ー バ ル ブ ル ー テ ィ エ フエ ス ジ ャパ ン 株 式 会 社 株式会社福岡リアルティ
株式会社福住
ＫＤＤＩ株式会社
福津市
健康住宅株式会社
株式会社ふくや
ケンブリッジ・テクノロジー・パートナーズ株式会社
株式会社福山コンサルタント
株式会社構造計画研究所
富士通株式会社 九州支社
国際航業株式会社
株式会社プランテックコンサルティング
株式会社コングレ 九州支社
株式会社ベルテクス・パートナーズ
西部ガス株式会社
前田建設工業株式会社 九州支店
株式会社佐電工
松尾建設株式会社
株式会社産学連携機構九州
マツダ株式会社
株式会社ＪＲ博多シティ
株式会社松本組
株式会社ＪＴＢ
丸紅株式会社 九州支社
清水建設株式会社 九州支店
マルボシ酢株式会社
株式会社新出光
株式会社みずほ銀行
信号電材株式会社
株式会社三井住友銀行
株式会社新生堂薬局
三井物産株式会社 九州支社
新日本製薬株式会社
三井不動産株式会社 九州支店
鈴与シンワート株式会社
三菱商事株式会社 九州支社
住友商事九州株式会社
三菱商事都市開発株式会社
住友不動産株式会社
三菱電機株式会社 九州支社
スリー・アールシステム株式会社
株式会社三菱ＵＦＪ銀行
株式会社正興電機製作所
株式会社三好不動産
学校法人西南学院 西南学院大学
宗像市
株式会社セールスフォース・ドットコム
株式会社Mellow
積水ハウス株式会社
UiPath株式会社
損害保険ジャパン株式会社
株式会社YOUI
株式会社大広九州
REGAIN GROUP株式会社
大成建設株式会社 九州支店
株式会社リコー プラットフォーム統括本部
大日本印刷株式会社
菱電商事株式会社
高橋株式会社
株式会社リンクトブレイン
ダッソ－・システムズ株式会社
ツインバード工業株式会社
株式会社tsumug
株式会社ティーアンドエス

一般社団法人九州経済連合会
一般社団法人九州観光推進機構
福岡県経営者協会
福岡経済同友会
福岡市自治協議会等7区会長会
福岡都市圏広域行政推進協議会
公益社団法人福岡貿易会

賛助会員（67）
株式会社アイ・エス・エス
株式会社アイキューブ
株式会社アイ・ビー・ビー
飯塚市
株式会社イズミ
伊藤忠商事株式会社
因幡電機産業株式会社
株式会社エイジス
英進館株式会社
株式会社NKB 九州支社
大塚製薬株式会社
株式会社オーレック
オリックス株式会社
株式会社カスペルスキー
株式会社九州DTS
グラウド株式会社
株式会社グランドビジョン
久留米市
株式会社玄海キャピタルマネジメント
公益財団法人佐賀未来創造基金
株式会社ジェイコム九州
Siba Ziba
一般社団法人ジャパン・コスメティックセンター
株式会社ジンジブ
住友三井オートサービス株式会社
株式会社スリーアローズ
株式会社セキュアスカイ・テクノロジー
株式会社タイミー
太陽有限責任監査法人
株式会社竹中工務店 九州支店
株式会社チカラ
筑紫ガス株式会社
TIS株式会社
株式会社電通九州
株式会社東京証券取引所
東京建物株式会社 九州支店
鳥栖市
株式会社トルビズオン
長瀬産業株式会社
株式会社ニーズコーポレーション
株式会社西鉄ホテルズ
日本IBM株式会社
株式会社日本政策投資銀行 九州支店
日本製鉄株式会社 九州支店
一般社団法人日本能率協会
日本ユニシス株式会社
株式会社ニューオータニ九州
株式会社ニューロマジック
ＢｉｚＭｏｂｉｌｅ株式会社
日之出水道機器株式会社九州支店九州営業所
広川町
株式会社ファイロット
風月フーズ株式会社
公益財団法人福岡県不動産鑑定士協会
株式会社ポジティブドリームパーソンズ
株式会社ホテル日航福岡
三井住友ファイナンス＆リース株式会社
株式会社 mitete
株式会社ミライロ
明治安田生命保険相互会社
株式会社URリンケージ 九州支社
株式会社ゆーき
楽心堂本舗株式会社
ラブエフエム国際放送株式会社
株式会社ランゲージデザインセンター
リコージャパン株式会社
株式会社両備システムズ

一緒に福岡の新しい
将来を描きませんか？
会員

募集中!

福岡地域戦略推進協議会 組織
役 職

氏 名

会 長

麻 生

副会長

監査役

顧 問

幹事長

部

会

部会

都市再生部会

事務局

事務局長

一般社団法人九州経済連合会 会長

髙島 宗一郎

福岡都市圏広域行政推進協議会 会長（福岡市長）

成瀬 岳人

株式会社福岡銀行 執行役員

中靏 英喜

株式会社西日本シティ銀行 取締役常務執行役員

小原 広之

福岡財務支局 局長

塚 本

九州厚生局 局長

力

米田 健三

九州経済産業局 局長

村山 一弥

九州地方整備局 局長

岩月 理浩

九州運輸局 局長

藤永 憲一

福岡商工会議所 会頭

貫

福岡経済同友会 代表幹事

正 義

竹島 和幸

福岡県経営者協会 会長

小 川

福岡県 知事

洋

阿部 真之助

福岡市議会 議長

皆川 義弘

麻生セメント株式会社 常務取締役財務部長

野田 和孝

福岡県 企画・地域振興部長

鈴木 順也

福岡市 総務企画局 理事

平 井

一般社団法人九州経済連合会 常務理事・事務局長

彰
正 義
晋

福岡商工会議所 専務理事
国立大学法人九州大学 理事・副学長

安部 進一郎

九州電力株式会社 執行役員 福岡支店長

松下 琢磨

九州旅客鉄道株式会社 常務執行役員

古川 英博

株式会社九電工 常務執行役員

髙山 健司

西部ガス株式会社 常務執行役員

林田 浩一

西日本鉄道株式会社 取締役専務執行役員

部 会長

石 原

一般社団法人 九州経済連合会 副会長

副部会長

合野 弘一

公益財団法人 福岡観光コンベンションビューロー 専務理事

部 会長

荒牧 敬次

公益財団法人 九州先端科学技術研究所 専務理事・副所長

副部会長

東

博 暢

株式会社日本総合研究所 プリンシパル

部 会長

境

正 義

福岡商工会議所 専務理事

副部会長

徳島 建征

福岡商工会議所 食料・水産部会 副部会長

部 会長

坂井

国立大学法人九州大学大学院 教授

副部会長

古川 英博

株式会社九電工 常務執行役員

副部会長

松本 義人

西日本鉄道株式会社 常務執行役員

副部会長

松下 琢磨

九州旅客鉄道株式会社 常務執行役員

幹 事

スマートシティ部会

泰

国立大学法人九州大学 総長

福田

観 光 部 会

所 属

石橋 達朗

境

食
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進

猛

石丸 修平

