秋の天神・にぎわい企画

NEWS RELEASE

2015年10月16日

☆天神じゅうが仮装してお出迎え☆

「

」開催！

ここ数年、全国的にも幅広い層の注目を集め、話題に上ることの増えてきた「ハロウィン」。
We Love 天神協議会では、この「ハロウィン」を“街としての「おもてなし」”としてとらえ、
秋の天神地区を、ハロウィンならではのテイストで「楽しく」「にぎやか」に演出し、
皆さまをお出迎えいたします！

●タ イ ト ル／「All Tenjin Halloween」
●期

間／2015年10月23⽇（⾦）〜10月31⽇（土）

●場

所／天神地区一帯

●主

催／We Love 天神協議会、福岡⻘年会議所

●協

⼒／⻄⽇本新聞社

●後

援／福岡市教育委員会

●内

容／①商業施設での取り組み
②警固公園イベント「みんなの笑顔〜SMILE HALLOWEEN〜」
③We Love ハロウィンバス運⾏
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商業施設での取り組み

1

●スタッフが仮装してお出迎え！
天神エリアの商業施設のショップスタッフやインフォメーションスタッフ
が、さまざまな仮装をして、皆さんをお出迎えします。

●オリジナルハロウィン撮影スポット設置！
地図中番号

施設名

設置期間

設置場所

1

イムズ

10/21〜10/31

B2F イムズプラザ

3

ソラリアステージ

10/23〜10/31

B2F、5F

5

天神ビブレ

設置中〜10/31

3Fエスカレーター横、8Fエスカレーター前

6

天神コア

設置中〜10/31

4Fパティオ

7

⻄鉄グランドホテル

10/30〜11/1

レストラン入口、店内等

8

ソラリアプラザ

10/23〜10/31

1F警固公園側ガラス面

9

レソラ天神

10/23〜10/31

1Fエントランス奥

10

天神ロフト

設置中〜10/31

1Fハロウィンマーケット

13

福岡パルコ

10/23〜10/31

新館5Fハンズビー前特設会場

14

天神地下街

10/26〜10/31

北イベントコーナー

「＃オール天神ハロウィン」をつけて、インスタグラム、twitterへ投稿すると、特設サイトで
紹介されます。
●特設サイトURL
http://tenjinsite.jp/alltenjinhalloween
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商業施設での取り組み

●おとくなプレゼント＆サービス！①
施設名

内

容

期間中、館内のショップへ仮装して来店されたお客さまに、飴玉やお菓子をプレゼントするイベント
1

イムズ

を実施中。また、館内の一部店舗で関連商品の取り扱いも⾏っています。
※一部店舗にて実施
※詳しくはイムズHPをご覧ください。www.ims.co.jp

おとくなサービスやイベントを実施！
●クレアーズ天神新天町店／⾦土⽇祝はスタッフが仮装してお出迎え
●K.OKUMAN／お子さま来店時にお菓子プレゼント
●すみれ／仮装して来店のお客さまはアクセサリーすべて半額
2

新天町

※

●CAFÉ DE VENT VERT／お子さま来店時、ミニソフト配布
●フェイスロック似顔絵スタジオ／ハロウィンバージョンのイラストサービス

※

●サーティーワンアイスクリーム／①マジカルダイスを振って、出た目に応じてプレゼント②31⽇
（土）お子さま先着でサンバイザープレゼント

※

※は新天町地下FAVOの店舗
●ハロウィン撮影スポット
⽇時／10月23⽇（⾦）〜10月31⽇（土）、会場／B2F、5F
10月30⽇（⾦）、31⽇（土）限定で2ヶ所とも撮影された⽅に、B2F撮影会場でソラッチラムネ
3

ソラリアステージ

プレゼント！
●ソラッチオリジナルラムネプレゼント
期間／10月30⽇（⾦）、31⽇（土）
ソラリアステージ専門店街（B2F〜M2Fでお買い物された⽅にソラッチラムネプレゼント！

下記3店舗で仮装してご来店いただき、「クーポン⾒ました」とご申告いただいたお客さまにスペ
シャルサービスを実施※すべて他のサービスとの併⽤不可
4

VIORO

●Bar Vita／グラスワインを一杯無料サービス※⾚・⽩・スパークリングよりお選びいただけます
※ディナータイムに限る
●カフェマディキッチン／ミニかぼちゃプリンプレゼント※お一人様1オーダーをお願いします
●N43／ドリンクサービス
10月24⽇（土）〜31⽇（土）の期間中、天神ビブレのLINEお友達に各⽇先着でオリジナルパッケー

5

天神ビブレ

ジのブラックサンダーをプレゼント。（お引換は、2Fインフォメーションにて。数量限定のため品切
れの際はご了承ください）またB2Fクレアーズでは24⽇（土）、25⽇（⽇）、30⽇（⾦）、31⽇
（土）にスタッフが仮装してお出迎え！
10月31⽇（土）は仮装した人なら誰でも参加できる「ハロウィンパーティ」を開催！4Fには3つの
テーマに分かれた「ハロウィン特設フォトスタジオ」が登場します。

6

天神コア

専⽤アプリで撮影した写真にタグをつけてtwitterで投稿すると抽選で天神コアお買物券が当たる「ハ
ロウィンPIC」も開催中！各店ハロウィンフェアも開催！
●ハロウィンパーティ（入場無料）
⽇時／10月31⽇（土）17:00〜 会場／屋上芝⽣広場＆７F
グランカフェでは、3⽇間限定でハロウィンディナーブッフェを開催！通常のディナーメニューに加
えてハロウィンオリジナル料理やスイーツが登場！仮装したスタッフによるお出迎え！さらに3⽇間

7

⻄鉄グランドホテル

限定の特別割引としてオレンジ⾊の何かを⾝に着けてこられた⽅は500円割引！10月30⽇（⾦）〜11
月1⽇（⽇）18:00〜22:00（20:30ラストイン）期間中はディナーブッフェにお越しのお子さまへ、
お菓子をプレゼント！
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●おとくなプレゼント＆サービス！②
施設名

内

容

10月23⽇（⾦）〜31⽇（土）の期間中、ソラリアプラザに巨⼤オオカミの撮影スポットが登場！ソ
ラリアプラザのツイッター、フェイスブック、インスタグラムのアカウントをフォローし、撮影ス
8

ソラリアプラザ

ポットで撮った写真を専⽤ハッシュタグ（＃ソラリアハロウィン）をつけてアップすると、抽選で10
名様にソラリアプラザギフト券2,000円分をプレゼント！さらに各店舗からのお菓子のプレゼントや
スタッフの仮装などハロウィンだけの特典もあります！詳しくはホームページをご覧ください！

「レソラ天神」1Fエントランス奥にかわいいカボチャの「ウェルカムスペース」が出現！ウェルカム
スペースで写真を撮影後、設置してあるボードの「QRコード」を読み取り、「レソラ天神
Facebook」内の「ハロウィンイベントページ」にアップいただく、もしくは10月31⽇（土）に仮装
9

レソラ天神

してご来店いただいた⽅に、レソラサウステラス下記店舗店頭にてプレゼントを差し上げます！
●サルヴァトーレ クオモ＆バール天神店／１Drinkクーポン＆キャンディー
●カフェ・ド・クリエ天神今泉店／焼き菓子
※プレゼントは各⽇いずれも数に限りがございます。

天神ロフトでは、仮装のコスチュームや、⼩物、デコレーショングッズ、お菓子はもちろん、今年注
目の光るエレクトリックアイテムやネオンメイク⽤品など、約1,000種類のハロウィングッズをライ
ンナップ。売場のスタッフもハロウィンの仮装でお出迎え！コスチューム選びの参考にしてくださ
10

天神ロフト

い。フィッティングルームもあり衣装のご試着もできます。
10月23⽇（⾦）〜31⽇（土）の期間、1Fロフトマーケットで写真を撮影して、SNSに画像を投稿し
ていただいたお客さまにお菓子の詰め合わせなどをプレゼント！※プレゼントが無くなり次第終了い
たします。
10月25⽇（⽇）16:00〜リトル・アメリカ英会話スクール天神ハロウィーン2015
ハロウィン・ウォーク＆仮装コンテスト

11

⼤丸福岡天神店

内容／エルガーラ・パサージュ広場、エルガーラ東B1を仮装したリトル・アメリカ英会話スクールの
子どもたちがウォークします。また、16:40から仮装コンテストをエルガーラ・パサージュ広場ス
テージで開催！

12

インキューブ

13

福岡パルコ

14

天神地下街

ハロウィーンをより一層楽しむためのグッズが4Fバラエティコーナーに続々入荷中です！
館内対象ショップでハロウィンにちなんだフェア実施中！※実施期間は、ショップにより異なります
詳細はハロウィン特設ページへ！
天神地下街では様々な場所でハロウィンにちなんだ装飾を実施！10月26⽇（月）〜ハロウィン当⽇ま
では北イベントコーナーにスペシャルフォトスポットを設置。天神地下街で写真を撮ってハロウィン
を楽しもう！
10月23⽇（⾦）〜31⽇（土）の期間中、岩田屋本店本館地下2F、地下1Fに⿊いマント姿のスタッフ

15

岩田屋

が登場！「トリックオアトリート」とお声掛けいただくとお菓子を差し上げます。※無くなり次第終
了いたします。
福岡オープントップバスもイベント期間中はハロウィン仕様で運⾏します。31⽇（土）の運⾏便は、

その他

福岡オープントップバス

その他

Booty（ノース天神5F） ※仮装してご来店のお客さまが対象です。※男性だけでは入場できません。※仮装で来店は31⽇

バスアナも仮装してお出迎え！仮装してご乗⾞いただいたお客さまに素敵なプレゼントも！
10月31⽇（土）限定で、仮装して来店すると30分無料で利⽤できます！
（土）限りです。
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警固公園イベント

２

「みんなの笑顔〜SMILE HALLOWEEN〜」
主催：一般社団法人福岡⻘年会議所

“こども達”の笑顔が福岡のまちを明るくし未来を創る。
福岡JCは、「みんなの笑顔〜SMILE HALLOWEEN〜」をテーマに
“こども達”を笑顔にする催しを⾏います。

●藤川靖彦氏と共に創るインフィオラータ

⼤地をキャンバスに描く花の絨毯「インフィオラータ」を、⽇本を代表するアーティスト
藤川靖彦氏と制作します。
●参加資格／事前公募30名（⼩学4年⽣〜中学⽣）※参加無料
●応募⽅法／福岡JC HPよりご応募ください※先着順
事務局より参加通知をメールにてお送り致します
●⽇時・場所／10月31⽇（土）警固公園
受付開始 9:30 / 事前説明 9:50
制作
10:00〜12：00
●お問合せ／福岡⻘年会議所 広報渉外委員会（担当：⻄島・宮崎）
TEL :090-1114-6996
E-mail:nishijima.wakou@gmail.com

藤川靖彦氏
1961年、東京都世田⾕⽣まれ。⽇本⼤学芸術学部演劇学科卒業。国内外において花やキャンドル
等を使ったエフェメラル・アートの第一人者。⼤地をキャンバスに描く花の絨毯「インフィオ
ラータ」における、⽇本を代表するアーティスト。

●カボチャの⾺⾞が出現！

天神のまちに突如カボチャの⾺⾞が出現！こども達を乗せての
運⾏や写真撮影が⾏えます。

●⽇時／ 10月31⽇（土）12:30〜13:30 / 14:30〜16:00
●場所／警固公園（天神交番横）を出発し、1周10分のコース
●対象／⼩学⽣以下のお子様
●運賃／￥400（未就学児は保護者同乗）
※保護者同乗の場合は￥800
★13:30〜14:30は⾺⾞のみ展⽰し、撮影することが可能です

●世界に一つだけのハロウィンの空間づくり

【ワークショップ】
・三毛門かぼちゃで作るジャック・オーランタンをはじめとした装飾物の制作
・⾃然のものや端切れを使っての仮面作り
・その他（お絵かき・塗り絵など）
【遊び】
・とんがり帽子を的に⾒⽴て、輪を投げてかぶせる輪投げ
・みんなで競いあうジェスチャーゲーム
●⽇時・場所／10月31⽇（土）11:00〜17:00＠警固公園
●対象／⼩学⽣以下のお子様※参加無料
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特別プログラム

３

「We Love ハロウィンバス」運⾏！
「All Tenjin Halloween」のキックオフとして、
天神の商業施設のスタッフがハロウィンならではの仮装に⾝を包み、
オープントップバスに乗って天神〜博多の街をめぐります！

【企画概要】
●⽇
程／10月23⽇（⾦）
●運⾏時間／14:30〜15:30
●運⾏経路／福岡市役所⽞関前発着
Ａ福岡市役所前 ⇒ Ｅ博多駅Ａのりば
⇒ Ｄ⼤濠公園・福岡城址 ⇒

●その他

⇒ Ｆ櫛田神社
Ａ福岡市役所前

／バス運⾏後、天神ライオン広場にてキャンディ配布を
⾏います。
【実施時間】15:45〜16:30頃

≪商業施設の取り組み・We Loveハロウィンバスについてのお問い合わせ先≫
We Love 天神協議会
電話：092-734-8750

事務局

FAX：092-718-7331

E-mail ： tenjin@nnr.co.jp

≪警固公園イベント「みんなの笑顔〜SMILE HALLOWEEN〜」についてのお問い合わせ先≫
福岡⻘年会議所
電話：090-1114-6996

FAX：092-739-6302
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