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ダ イ ア ゴ ナ ル   ラ ン    フ ク オ カ   

  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、設立10周年の記念事業として

昨年4月に東京・八重洲に開設したオープンイノベーション共創拠点「DIAGONAL RUN TOKYO（ダイアゴナル ラン トウキョウ）」

のコンセプトを踏襲した第2の拠点として、本年3月、福岡市内（福岡市中央区西中洲6-27 親和銀行福岡ビル5F）に

「DIAGONAL RUN FUKUOKA（ダイアゴナル ラン フクオカ）、以下：DRF」を開設することになりましたのでお知らせいたします。 

     施設の詳細は次頁以降をご参照ください。  

 「DIAGONAL RUN」では、全国各地（地域）の人や企業（技術）、アイデア、情報をつなぎ合わせて新しい価値を共創す

るためのコワーキングスペースとして、イノベーションの共創に必要な様々な機能（ハード面・ソフト面）を提供することで、そこか

ら生まれる既存の枠組みを超えた「仕組み（エコシステム）」によるビジネス機会の創出をサポートしています。 

  今般開設するDRFは、日本で最もベンチャー支援に力を入れている注目都市の一つである福岡市を拠点に、九州各県から

福岡での起業・進出を目指す方々はもとより、全国各地（東京を含む）から九州への事業展開を目指す企業の前線基地と

してもご活用いただくことができます。東京・八重洲にある施設との連携（相互利用可）の他、国内外の複数のワークスペース

との互換プログラム、オフィシャルパートナーのネットワークなどを通してオープンイノベーションの更なる加速化を推進します。 

  なお、DRFでは3月下旬のグランドオープンに向けて本日より専用サイトを公開致しますので、是非こちらもご覧ください。内覧

開始（プレオープン）は2月末を予定しております。 
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DIAGONAL RUN FUKUOKA 

 施設名称：DIAGONAL RUN FUKUOKA 

         （ダイアゴナル ラン フクオカ） 

 所在地  ：福岡市中央区西中洲6-27 親和銀行福岡ビル5F 

 フロア構成（主なもの） ※ 別途所定の入会審査があります 

 ・ワーキングスペース（59席） 

   フリー席 15,000円～／月  固定席 23,000円～／月 

 ・スモールオフィス（4部屋・4人収容） 

   1部屋 90,000円／月 

 

【オープンまでのスケジュール（予定）】 

2018年 

 1月19日 専用サイト公開 

 2月末 プレオープン 

                内覧・施設利用申込開始 

 

 

 3月下旬 グランドオープン 

 詳しい日程は専用サイトにてお知らせします 

施設利用体験（無料） 

× 

専用サイト https://diagonal-run-fukuoka.jp 

https://diagonal-run-fukuoka.jp/
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施設名称  DIAGONAL RUN FUKUOKA（ダイアゴナル ラン フクオカ） 

所在地  福岡市中央区西中洲6-27 親和銀行福岡ビル 5階 

面積  273.55 ㎡ 

『場』の定義 

 および 

機能（役割） 

 

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

【3つの機能】 

 BASE       ：地方企業とスタートアップの九州（福岡）／東京進出における前線基地 

 LINK      ：人と人、地方と地方／東京をつなぎ、新たな可能性を生み出す 

 COMMUNITY：オープンイノベーションを創出する人や情報が集まり、交流する 

フロア構成 

 

   コワーキングスペース（カウンター、ワーク） 

 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） 

   スモールオフィス 

 起業や九州進出を考えるスタートアップ、企業向け 

   コミュニケーションスペース（イベント） 

 小人数のイベントも開催可能な寛ぎのスペース 

営業時間  平日 9:00～22:00  ※ 土日・祝日は正会員のみ利用申請可 

商品構成・ 

利用条件 

 

※現時点 

付帯機能・ 

その他 

 

※現時点 

 

 

 

 

 DIAGONAL RUN のオフィシャルパートナー（詳細次頁）との各種連携・ネットワーキング 

 施設利用者へのマッチング機能、メンタリング機能の提供  etc. 
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DIAGONAL RUN FUKUOKA の施設概要 

《 本件に関するお問合せ先 》 

 ふくおかフィナンシャルグループ デジタル戦略部 

（DIAGONAL RUN TOKYO 内 ／ 担当：福永・岩田 TEL：03 - 6262 - 7515）  

商品 利用者イメージ 数量（席数） 価格（円）※税抜 

ドロップイン 各県からの出張者、周辺ワーカー 500／1時間 

1Day 同上 1,500／日 

フリー席 フリーランス、スタートアップ 15,000～／月 

固定席 同上 23,000～／月 

スモールオフィス 
スタートアップ 
各県からの福岡進出予定者 

4 90,000／月 

会議室 施設利用者 1 1,500／1時間 

イベントスペース 施設利用者、自治体、企業 など 1（～20人） 要相談 

1. 上記商品、価格等は、現時点のものです。 

2. 「フリー」「固定」「オフィス」契約の利用者（正会員）は、別途所定の入会審査があります。 

  （会議室、イベントスペースの利用等に際しては正会員向けの料金設定あり） 

3. その他、Wi-Fiやロッカー、コピー機などオフィスに必要な機能・設備を完備しております。 

留 意 

事 項 

59 

     会議室  オフィス周辺設備      提携施設 ※詳細次頁 

• 入居者は月10時間まで
会議室利用 無料 

• フリーWi-Fi、ソフトドリンク、 

 ロッカー、郵便物受取 無料 

• DRT共同利用可 

• 国内外の提携施設利用可 
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ご参考 DIAGONAL RUN の施設連携先・オフィシャルパートナー 

事業者 施設名 所在地 

FFG（福岡銀行） 
   （親和銀行） 

DIAGONAL RUN TOKYO 東京都中央区八重洲 

DIAGONAL RUN FUKUOKA 福岡市中央区西中洲 

SDA 
（福岡移住計画） 

SALT 福岡市西区今宿駅前 

Sugar 福岡市西区今宿駅前 

Turtle 福岡市西区能古島 

HOOD天神 福岡市中央区天神 

RISEUP KEYA 福岡県糸島市志摩芥屋 

Mekuruto 福岡県久留米市中央町 

The Association 東京都世田谷区北沢 

Daigo front 茨城県久慈郡大子町 

Insitu DISTRICT 6 331 North Bridge Road 
#02-01,Singapore 

メンバーシップ互換プログラム対象施設（平成30年1月19日時点） 

施設連携先 

オフィシャルパートナー 

  DIAGONAL RUNでは、魅力ある「場」作りに協力頂ける企業・団体の皆さまを『オフィシャルパートナー』として、その事業

特性やご提供頂く各種ソリューション等により、『6つ』のジャンルに区分しております。 

OPERATING PARTNERS 

• DRTの施設運営、イベントプログラム等をサポート 

㈱福岡銀行   ㈱親和銀行 

------------------------------------- 

アクセンチュア㈱、㈱JTB、ストリートアカデミー㈱、 

㈱スマートデザインアソシエーション、損保ジャパン日本興亜 
ひまわり生命㈱、日本アイ・ビー・エム㈱、日本ユニシス㈱、 

㈱みずほフィナンシャルグループ、㈱三井住友フィナンシャル
グループ、㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ、 

㈱りそな銀行、㈱リブ・コンサルティング 

OFFICIAL SUPPLIERS 

• 施設や利用者への設備、サービス、商品等の提供 

㈱ジーエー・タップ、竹下製菓㈱、富士通㈱、 

(一社)ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ＆ﾊﾟﾗﾚﾙｷｬﾘｱ･ﾌﾘｰﾗﾝｽ協会、 

㈱ランドスキップ 

MEDIA PARTNERS 

• DRTで行われるイベントや利用者等に関する情報発信 

㈱インプレス、㈱翔泳社、㈱西日本新聞社、 

㈱ニューズピックス、ネイティブ㈱ 

REIGIONAL PARTNERS 

• 各地域との連携、マッチング支援、情報発信 

㈱沖縄銀行、北九州女性創業支援ひなの会、 

九州旅客鉄道㈱、㈱京都銀行、㈱熊本銀行、 

サツドラホールディングス㈱、㈱中国銀行、西日本鉄道㈱、 

㈱広島銀行、㈱福住、㈱北陸銀行、㈱北海道銀行、 

㈱宮崎銀行、㈱琉球銀行 

INVESTMENT PARTNERS 

FACILITIES CORPORATIONS 

• 利用者・入居者への事業化支援、提携支援、投融資 

• 同種の施設間連携、多拠点でのワークスタイルサポート 

㈱FFGベンチャービジネスパートナーズ、 

東京センチュリー㈱、㈱広島ベンチャーキャピタル 

district 6、福岡移住計画 

※ 平成30年1月19日時点のオフィシャルパートナー、各ジャンル 50音順 

 国内外の複数コワーキングスペースとメンバーシップ互換プログラム（施設間の相互利用 等）を締結し、多拠点でのワーク
スタイルを実現するオフィス環境を提供しています。 
※ 利用方法は各拠点により異なりますので、個別にお問い合わせください 


