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CLOSING THE DISTANCE

LINEのミッションは、世界中の人と人、
人と情報・サービスとの距離を縮めることです。



LINEという会社の価値基準は、「WOW」という言葉に詰まっています。
WOWは「ユーザーを感動させる初めての体験」であり、
「思わず友だちに教えたくなるような驚き」のことです。

市場をリードし、世界のパラダイムを変えるNO.1サービスには必ずWOWがあります。
これを言い換えると、「WOWを追求するからこそNO.1になれる」のであり、
「NO.1を目指し続けるからこそ、WOWが生まれる」ということです。

WOW＝NO.1

だから、LINEの社員はあらゆる活動の中で、自分たちに問い続けます。
「これはWOWなのか？」

それは製品やサービスづくりに限った話ではありません。
サービス運営や営業活動、組織づくり、バックオフィスも含めてです。

2倍3倍の成長ではなく、常に今の「10倍」を目指すことでWOWを生み出し、NO.1へ前進する。
この挑戦を続けることこそが、LINEのSTYLEです。
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1. LINE Fukuokaとは？
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Indonesia

USA

株式会社LINE Fukuoka会社名　

福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1
J R J P博多ビル12F

2013

812-0012

4億9,000万円
1155代表取締役社長CEO

LINE および関連サービスの開発・
クリエイティブ・運営・事業企画

社員数

名鈴木 優輔
（Yusuke Suzuki）

資本金 事業内容

所在地 設立

（2021年1月現在）

月 日11 18
年

LINE 株式会社

関連会社

LINEの国内第二拠点

We create WOW from Fukuoka.

LINEグループは東京にグローバル拠点網のヘッド
クオーターを置いており、LINE Fukuokaは国内第
二拠点として2013年に誕生しました。世界各地に存
在する拠点間で連携を取りながら、「WOW＝NO.1」
なサービスを生み出すべく挑戦を続けています。

LINEグループが東京に次いで福岡に拠点を設けた
理由は、大きく3つあります。

①自治体・市民・事業者との「距離の近さ」
最先端技術を積極的に取り入れる「福岡市」や、新
しいものを柔軟に受け入れる「福岡市民」「事業者」
など、福岡には共創によるチャレンジが生まれやす
い土壌があります。こうした環境を活かし、2018年
には福岡市と包括連携協定を締結。市との連携を
強化すると同時に他の事業者との協働も推進し、AI

やFintechなど先端技術を活用した、豊かで便利な
未来志向のまちづくり事業（LINE SMART CITY 

FOR FUKUOKA）に取り組んでいます。

②アジアの玄関口
LINEは現在、世界各地で利用されており、特にアジ
アにおける普及は顕著です。スピード感を持ってア
ジアの各拠点と連携する上で、福岡という立地には
代えがたい価値があります。

③充実した教育機関　
福岡市は教育機関が充実しており、西日本中から若
者が集まります。その学生が、積極的に地域のゲー
ム／コンテンツ企業の開発に関わるなど、産学が連
携した知財活用・ビジネス化が進んでおり、IT分野
では非常に活気がある地域です。

皆様に支えられ、設立から8年目を迎えることがで
きました。これからも感謝の気持ちを忘れずに、社
員・組織が成長できる会社を目指してまいります。
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UIターンでの入社は54％で、首都圏や関西圏、
海外からの入社が多いのも特徴の一つです。
また全体の10%が外国籍で、韓国、台湾、 タ
イ、インドネシアなどのアジア圏をはじめ、 ア
メリカ、ペルー、イギリス、フランス、オランダ、
オーストラリアなど24ヶ国から社員が集まっ
ています。語学研修支援など安心して働ける
環境も整っています。

社員の54％がUIターン
外国籍社員は24ヶ国から集結
多様性にあふれる環境

UIターン/外国籍社員

2013年11月の設立から8年目。現在では
1155名の社員が所属し、着実に企業成長を
続けています。

社員数推移

24％

30％

46％

20代・30代が87％で、平均年齢は32歳と、
オーナーシップを持った若い社員が多く活躍
しています。またキャリアを積んだ40代以上
の入社も増えており、組織力向上につながっ
ています。

平均年齢

※UIターン調査は、社員を対象に実施し算出。回答数780人

九州出身、ずっと九州で働いている
九州出身、入社以前に九州以外で働いた経験あり
海外含む九州以外の出身

●Kyushu
●Uターン
●Iターン
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LINE及び関連サービスの成長とともに、LINE

 Fukuokaが持つ機能・担う役割は日々変化してい
ます。主に「サービス運営」「技術」を担う拠点として
スタートした後、「デザイン」「企画・マーケティング」
「コーポレート」機能が加わり、サービスの企画から

運営まで一気通貫で担うことができる拠点へと成
長してまいりました。
現在では1000名を超える社員が、それぞれの部門
において、福岡の地からグローバルトップレベルの
価値創出をすべくチャレンジしています。

「サービス運営」「技術」「デザイン」
「企画・マーケティング」「コーポレート」と

 機能を日々拡大

【業務の一例】
LINE及び関連サービスの開発／QA（品質保証）／データ分析・
システム構築／サービステスト　

国内月間アクティブユーザー8800万超の「LINE」を
はじめとするサービスの開発、サービス品質保守の
ためのテスト設計やサービスデータの分析などをお
こなっています。サービスの規模とスピードに対応で
きるよう、世界各地からエンジニアリングにおける
各分野のスペシャリストが集まっています。

【業務の一例】
アカウント、スタンプ、広告等の審査／翻訳・通訳・ローカライズ
／LINE GAME 等の運営ディレクション・運営サポート／グロー
バルのLINEグループ統一で利用するツール・システムの管理

国内外の各拠点と連携し、より良いサービスの育成
を目指しています。VOC( voice of customer) を活
用したカスタマーケア、適正なサービスを維持するた
めのモニタリングや審査、ネイティブスピーカーによ
る翻訳など広域かつ専門性が高い部門であり、AI な
ど最新技術も積極活用しています。

サービス運営

技術

機能
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【業務の一例】
UIデザイン／グラフィックデザイン／イラストレーション／ 映像
制作

【業務の一例】
人事／総務／経理／採用／広報／社内システムの運用・改善

LINE関連サービスのUI／UXデザイン、スタンプ、イ
ラスト、マーケティングプロモーションに必要なク
リエイティブの制作などを担っており、Webデザイ
ナーや動画クリエイターなど、様々な経験を持った
メンバーが集まっています。データを分析しながらデ
ザインによる課題解決もおこなっています。

各領域のスペシャリストが集まる人事総務部門や、
マーケティング～実行推進までおこなう採用部門、
社内システム基盤の運用管理や社員の業務効率化
のためのツールを提供する社内IT部門など。LINE

グループ全体の価値向上を目指し、社員が最大の力
を発揮できる環境整備に取り組んでいます。

【業務の一例】
Smart Cityの事業企画・マーケティング・PR／LINE GAME

のマーケティング／LINE NEWS等メディア編集・企画／法人向
けサービスの運用コンサルティング

LINE SMART CITY FOR FUKUOKA（P10参照）をはじ
めとする新しい価値創出のための新規プロジェクト
の企画・実行や、月間アクティブユーザー数約7500

万の「LINE NEWS」など既存サービスをさらに成長
させるための企画・マーケティング・運用コンサルな
どをおこなっています。

企画・マーケティング

デザイン

コーポレート

9



「市民参加型スマートシティ」の
 先端事例を創出する

2016年情報発信強化に関する連携協定、2018年地
域共働事業に関する包括連携協定締結。LINEを活
用し、暮らしを支える機能を提供しています。

課題解決が早い街を目指して、福岡の異業種9 社で協働し、共同事業体「Fukuoka Smart City 

Community」を発足するなど、LINEを通して市民の暮らしがより便利で豊かなものになるよう、民間企業・
団体との協業も推進しています。

福岡市をはじめとする自治体および民間企業・団体の皆様と協業し、未来志向のまちづくり（スマートシティ）
に取り組んできました。「市民生活における課題」を起点に、「市民が主体的に関われる、サスティナブルな解決
の仕組みをつくること」を重視した「市民参加型スマートシティ」の実現を目指しています。

2020年、「福岡市LINE公式アカウント」をモデル
としたソースコードを無償提供する取り組み「LINE 

SMART CITY GovTechプログラム」を開始。福岡
発スマートシティモデルの全国、そしてアジア都市
への横展開を目指しています。

2021年、西日本鉄道株式会社とDX推進に関する連携協定を締結。第一弾として、新年度・
新学期における定期券購入時の行列問題を、LINEを活用した受付番号の発行により解
消に導く取り組みを実施。

LINE SMART CITY FOR FUKUOKAに
関する最新情報はこちらで配信しています 公式サイト

福岡市との取り組み
友だち数177万人突破

「福岡市LINE公式アカウント」

全国、そしてアジアへ

協業事例：LINE×西鉄

自治体との共創

民間企業との共創

「 LINEで順番待ち 」

街の不具合通報機能

ごみの分別検索

感染症の最新情報

PM2.5予測・熱中症情報

引っ越し手続き案内

災害時の避難行動支援

▲2021年2月 締結式の様子
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2. "WOW”を生み出すカルチャー



LINE STYLE
LINEグループには、 WOW=No.1を目指すLINER（社員）に向けて
 「LINEらしいやり方・考え方」を11項目にまとめたガイドライン、「LINE STYLE」があります。
この11項目に基づき、LINERは日々チャレンジを続けています。

Open Communication, Vertical Decision-making
▶ オープンな 議 論と、リー ダーによる決 断

 06

Keep in Sync, Aiming for the Same Goal 
▶ 同じゴール を目指し 、同 期し続 ける

 07

1% Problem-f  inding, 99% Solution-making
▶ るくつを」るきで「らか」いなきで「 

 09

Work Intensely and Be Focused
▶ 目的なき「一 生 懸 命」は 、いちばん危 険

 08

Go Brave. No Fear. No Regrets
▶ 世界を変えるのは 、大 胆で勇気ある挑 戦

 10

Enjoy the Challenges
▶ ワクワクしなけれ ば、仕事じゃない

 11

Users Rule
▶ 全ての原 点は 、ユーザーニーズ

01

Always Data-driven
▶ 感 覚ではなく、データ＝事 実を 信じる

 04

Perfect Details
▶ 追 求すべきは「紙 一重 」の 違い

 03

Stay a Step Ahead
▶ 完 璧さより、まず 踏み出す勇気

02

Build Lean and Exceptional Teams 
▶ 最高を目指 す、少 数 精 鋭のチ ーム

 05
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挑戦できる仕組み取り組み 安心できる環境安心できる環境

多面的な評価制度

 「良い仕事」の定義と共有

LINEグループでは様々な職種が
存在し、事業ごとにフェーズも異
なるため、各組織長に裁量権を与
えることで、事業フェーズや職種に
合わせたきめ細やかなマネジメン
トを可能にしています。
半期に一度おこなう評価では、
成果視点の「P-Review」、上司・
部下・一緒に仕事をした同僚な
どからの多面的な視点を用いた
「C-Review」を通じて、伸ばす点
と改善すべき点をフィードバック
し、成長を支援しています。

 「価値が高い仕事の事例」を共有
し、部署やグループ各社の垣根を
超えてそれぞれが仕事に活かせる
よう、LINEグループ全体～部署単
位まで、複数の表彰発表や事例共
有会がおこなわれています。
特に、年に1回の頻度で開催される
 「LFK  VALUE  AWARD」は、「LINE
Fukuokaにとって価値ある仕事
とは何か」を定義づけ、可視化し、
共有する場としても大切にしてい
ます。

01

02

部下

上司

チーム
メンバー

チーム外
メンバー

上司
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挑戦できる仕組み・安心できる環境取り組み挑戦できる仕組み取り組み 安心できる環境安心できる環境

戦略浸透とオーナーシップ育成

多様な学びの機会

LINEグループ全体の経営戦略・
ビジョン・ミッションを共有する全
社集会や、部署ごとの戦略を共有
するラウンドテーブルを定期的に
実施。社員一人ひとりがオーナー
シップを持って業務を遂行できる
よう、方針理解の浸透に努めてい
ます。

入社直後のビジネス基礎研修、コ
ンプライアンス研修、マネジメン
ト基礎研修、語学研修など、一人ひ
とりの成長につながる学びの機会
を提供しています。
また、多様なバックグラウンドを
持った社員が集まっている特長か
ら、様々な勉強会が社員から自発
的に生まれており、スピード感を
持って時事やトレンドをつかんで
います。

03
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挑戦できる仕組み・安心できる環境挑戦できる仕組み取り組み 安心できる環境安心できる環境

誰でも考えを発信できる
日々感じたことや意見などをチー
ムメンバー・上司などへ共有する
機会が多くあります。
それらは、ミーティングルームだ
けではなく、社内カフェやリフレッ
シュエリアなど、様々な場所で頻
繁におこなわれており、課題に関
して迅速に対応していく風通しの
良い風土です。
また、半期に一度、全社員対象の
社員満足度調査もおこなっていま
す。様々なツールを通して、働く社
員にとって、より良い環境づくりに
努めています。

06

ツールと人による業務支援
テレビ会議システムをミーティン
グルームに設置しているほか、ビ
デオ会議ツールを活用し、国内外
に展開するLINEの各拠点やパー
トナー企業などとミーティング
をおこなっています。業務中は、
ビジネスコミュニケーションツー
ル「LINE WORKS」を利用し、ス
ムーズなコミュニケーションが可
能です。また社内には備品や文房
具のレンタル・手続きの相談など
に対応するチームや、PCなどのデ
バイスやソフトウェアの不具合対
応を行うチーム、プロの通訳・翻
訳スキルを持つチームが存在し、
様々な面から業務をサポートして
います。
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取り組み 安心できる環境安心できる環境挑戦できる仕組み挑戦できる仕組み

ONとOFFを切り替えられる空間

多様性を重視する風土

オフィスは、業務エリアとリフレッ
シュエリアを分離し、気分の切り
替えがしやすく集中できるような
環境を整備しています。
社内カフェスペースでは、ドリンク
や軽食、LINEグッズなどの購入が
可能。また、スクリーン・音響など
高機能な設備も整備されており、
勉強会やイベント、ケータリング
を手配してのチームビルディング
（部署懇親会）など、様々な用途で
活躍しています。

私たちは、異なる価値観や考え方
が交わる中に“WOW”が生まれ
ると考えます。国籍・言語・経歴・性
別など、様々なバックグラウンド
を持つ社員が在籍しており、お互
いを尊重・理解しあいながら仕事
に取り組むカルチャーがあります。
VISA取得支援・英語レッスンなど
外国籍社員に対するサポートだけ
でなく、引っ越し費用の一部負担
などUIターン社員へのサポートも
力を入れています。
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取り組み 安心できる環境安心できる環境挑戦できる仕組み挑戦できる仕組み

人と人とがつながる

健康で意欲あふれる日々を
国家資格の所有者が常駐してお
り好きな時間に施術を受けられる
マッサージルーム、充実した検査
項目を用意した定期健康診断や
インフルエンザ予防接種、スポー
ツジムの利用補助等を含むベネ
フィットプランなど、社員が心身と
もに健康に、安心して働ける環境
の整備に取り組んでいます。
有給休暇取得率は70%、勤続5年
で10日間取得できるリフレッシュ
休暇もあり、仕事とプライベートの
バランスを取りやすい環境です。

会社の成長には、社員の活躍と、
そのご家族の支えがなくてはなら
ないものだと考えています。ご家
族に職場環境や共に働く同僚た
ちのことを知って頂くと同時に、
会社からご家族へ感謝の気持ち
をお伝えする場として、家族招待
イベントFamily Dayをおこなっ
ています。
また、新しい仲間が入社した際の
ウェルカムランチや、部署の垣根
のない社内サークル制度など、社
員同士が理解を深める機会も大
事にしています。
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コーポレートサイト

公式ブログ
LINE Fukuoka Press

LINE Fukuoka株式会社
福岡県福岡市博多区博多駅中央街8-1 JRJP博多ビル12F 

https://linefukuoka.co.jp/

LINE Fukuokaについての最新情報は、以下メディアでも発信しています

公式SNS






