
  株式会社ふくおかフィナンシャルグループ（代表取締役社長 柴戸 隆成、以下： FFG）は、本年4月に
設立10周年を迎えます。その記念事業（*1）の一環として、全国各地（地域）の人や企業（技術）、ア
イデア、情報をつなぎ合せて新しい価値を共創するオープンイノベーション拠点、『 Diagonal Run 

Tokyo（ダイアゴナル ラン トウキョウ）』を東京・八重洲（東京都中央区八重洲2丁目8番7号 福岡ビル
4F）に開設することになりましたので、お知らせ致します。 

  デジタルテクノロジーの急速な進展のもと、革新的・独創的なアイデア、サービスにより新しい市場
の創出をリードする「スタートアップ（企業）」を先導役として、様々な業界でオープンイノベーショ
ンに対する取組みへの機運が高まっています。 

  本拠点では、「コワーキングスペース（*2）」や「イベントスペース」、「ミーティングスペース」
など、イノベーションの共創に必要な機能を併せ持つ『場』を提供することで、地域発の様々な要素が
交わり、既存の枠組みを超えた新しい『仕組み（エコシステム）』を構築することを目指すものです。 

  我が国の中心であり、地域からの往来者が交差する東京に本拠点を開設することで、九州をはじめと
した地域の企業・スタートアップ等の情報収集や東京における前線基地としての活用が可能になる他、
地域と東京の連携による新たなビジネス機会の創出が期待されます。FFGでは、次の10年を「進化ス
テージ」と位置付け、これらの新しい『仕組み』を実践する『場』を積極的に活用することで、地域金
融機関としての持続的な成長に向け、事業フィールドの拡大に努めてまいります。 

  尚、本拠点は平成29年4月（予定）のグランドオープンを目指し、設立140周年を迎える西日本新聞 
グループなど、様々なパートナーと共に魅力ある『場』作りにむけた協業を進めてまいります。 
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地域が交差するオープンイノベーション共創拠点 

「Diagonal Run Tokyo」の開設 

平成 2 9年 1月 2 4日 
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   ダ イ ア ゴ ナ ル     ラ ン    ト ウ キ ョ ウ 

*1：FFG設立10周年記念事業の全体像につきましては、後日改め  

    て公表致します。 

*2：独立した個々人が、施設などをオープンに共有しながら仕事 

    を行うワーキングスペース。一般のシェアオフィスとは異な 

    り、参加者同士のコミュニティ育成を重視する傾向が強く、 

    イノベーティブな発想が生まれ易い。 

◎ 4月初旬 グランドオープン 

      ⇒ 一般利用開始 

◎ 3月15日 X-Tech Innovation 2016 交流会 

      ⇒ 杮落しイベント 

 ◎ 2月中旬 特設サイト開設 

       ⇒ 利用者事前募集開始 

  また、3月15日には杮落しイベント（プレオープン）
として、現在、北海道銀行（頭取 笹原 晶博）と共同で
開催しているICT（情報通信技術）を活用したビジネス
コンテスト「X-Tech Innovation 2016」の交流会（受賞
者限定のマッチングイベント）を開催する予定です。 

■ 今後のスケジュール（予定） 
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施設名称  Diagonal Run Tokyo（ダイアゴナル ラン トウキョウ） 

 … 名称 ＆ 基本コンセプトは次頁を参照 

所在地  東京都中央区八重洲2丁目8番7号 福岡ビル4階 

面積  269.04坪 

フロア構成 
 コワーキングスペース：コミュニティ形成を重視したオープンなワーキングスペース 

 ミーティングスペース：少人数での会議室（個室） 

 イベントスペース  ：イベント可能なスペース（通常はワーキングスペースとして利用） 

 コミュニティスペース：利用者同士の交流の場 

 ショーケース    ：利用者による各種展示、実証実験等が可能なスペース 

収容量 

（想定） 
 席数      ：150席 

 会議室数    ：3部屋 

 イベントスペース：100～150人程度 

『場』の定義 

 および 

機能（役割） 

運営 

パートナー 
 ㈱西日本新聞社  ：施設サイト運営、地元情報コンテンツ配信、イベント運営など 

 福岡移住計画   ：施設連携、施設運営、移住希望者のサポートなど 

 ㈱ジーエー・タップ：施設・空間（デザイン）設計、施工など 

 アクセンチュア㈱ ：施設連携、イベント共催、ワークショップ共催など 

 ㈱ランドスキップ ：サイネージによる全国各地の風景配信サービス（風景の流通）など 

 自治体・団体   ：施設連携、イベント共催、移住促進など 

※上記は現時点での予定です。今後も様々な企業との連携について検討を進めてまいります。 

「Diagonal Run Tokyo」の概要 

オープンイノベーションを共創するヒト・企業（技術）・アイデア・情報が交差する『場』 

3つの主な機能（役割） 
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メイン 

コンセプト 

『 Diagonal Run（ダイアゴナル ラン）』 

 

 

サブ 

コンセプト 

『 Diagonal Run 』 

ロゴ 

マーク 

基本コンセプト ＆ ロゴマーク 

『ダイアゴナル ラン』とは、 

サッカーにおける攻撃方法のひとつ。 

フィールドを対角線上に横切り、 

水平や垂直の相手のマークを外し、 

攻撃のための 新たなスペースを生み出す動き。 

 

『 Diagonal Run Tokyo 』では、様々な要素における 

タテ・ヨコ構造 から飛び出し、 

新しい時代を動かす突破力のある 

ビジネスアイデアが生まれる『仕組み』と『場』を提供。 

地域の企業、スタートアップ、デザイナー、エンジニア 

など、様々なヒト・企業・情報が交わり、共鳴することで、 

オープンイノベーションによる共創を通じて、 

ビジネス課題の解決や新たな価値の提供を目指します。 
タテ×ヨコ＝ナナメ 

Ordinary area 

Diagonal Run 

NEW Space ! 

地域金融機関の最大の使命である 

地域経済の活性化・発展への貢献。 

ローカルエコシステムの中心にいる 

地域金融機関だからこそ、 

誰よりも『地域：Region』のことを 

深く理解し、 

有望な企業（技術）や人材を 

 ・先入観なく  unbiased 

 ・未来に向けて unborn 

 ・発掘する   unearth 

ことで、新たな可能性に光をあてる。 

そのために汗をかいて走る（Run） 

存在を目指します。 

unbiased 

unborn 

unearth 

Region × 

先入観のない 

偏見のない 

まだ生まれて 

いない 

未来の 

発掘する 

地 域 

ロゴマークは、Diagonal = 「対角線」を表現しました。 

右上がりのラインの角度は 47° 

地域（47 都道府県）が未来に向けて共創することで、成長していこうという想いを込めました。 

サインやその他グラフィック要素に展開しやすいシンプルなデザインです。 

※ 縦の線も47本あります 
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施設詳細 

《 本件に関するお問い合わせ 》 

 

  ㈱ふくおかフィナンシャルグループ 営業戦略部（担当：永吉・吉冨） 

  TEL 092-791-7977 （iBankマーケティング㈱ 取次ぎ） 

新たな刺激と交流を生み出す 
エントランス空間 

地方からの来訪者が集い、様々な
バックグランドを持ったヒトや企業が
最初に出逢う空間。 

ここで感じた新たな刺激や発見が、
次のビジネスへと繋がるきっかけを与
えてくれます。 

様々なスタイルに対応した 
コワーキングスペース 

新たなアイデアを生み出す 
ミーティングスペース 

東京での商談やビジネスの合間に
仕事をこなす。ここに来れば、新しい
情報や斬新なアイデアを持ったヒトに
アクセスできる。 

利用者のスタイルに合わせた働き方
や交流ができるオープンなワークス
ペースを提供します。 

 

利用者同士が持つノウハウやネットワークを
共有できる「場」があるからこそ、イノベーティ
ブなアイデアやサービスが生まれてきます。 

ちょっとした打ち合わせから、在京企業との
商談、地域と東京を繋ぐ会議室など、様々
なビジネスシーンでの利用が可能です。 

コワーキングスペース 

コミュニティラウンジ 

イベントスペース 

ショーケース 

ミーティングスペース 

利用者が自由に利用できる「仕事場」。 
広く開放された空間の中で、 
人数やスタイルにあわせた 
利用が可能です。 

利用者同士が交流できるラウンジには、 
コミュニティマネージャーが常駐。 
飲食ができるカウンターやソファなど、 
ゆったりとした空間で交流を促します。 

広々としたL字イベントスペースは、 
同時に2つのイベントで利用可能。 
サッカーのグラウンドを模した開放的な 
空間です。（100～150人収容可能） 

作品やサービスの発表・展示が可能な空間です。 
用途に合わせてブラックとホワイトを基調にした 
2種類のショーケースを用意しています。 

個室・半個室の会議室です。 
静かな空間でミーティングが 
可能です。 

施設イメージ 

※画像はすべて現時点でのイメージです 


