＜平成 28 年 3 月 22 日発表＞

いよいよグランドオープン

● 平成 28 年 4 月 1 日（金）に、新たな複合施設「西鉄天神 CLASS」がグランドオープンいたします。
オープンにあたり、当日の営業時間、開業イベント及び公共施設・民間テナントの詳細情報について決
定しましたので、お知らせいたします。
● オープン当日は、テープカットなどの記念式典やプレゼント配布、各店舗でのオープニングイベントを実施
いたします。
● いよいよオープンを迎えます。天神の新たな複合施設にぜひ足をお運びください！

■ 西鉄天神ＣＬＡＳＳ
西鉄天神ＣＬＡＳＳ 開業イベントについて
開業イベントについて
【開 業 日 時 】

平成 28 年 4 月 1 日（金） 10:00 より
※開業翌日からの通常の営業時間は各公共施設・各民間テナントの詳細情報を
ご覧ください。

【開業イベント】

①オープン記念式典
ープン記念式典（
記念式典（テープカットセレモニー）
テープカットセレモニー）
〔時
間〕 9:45～10:00
〔開催場所〕 西鉄天神クラス サブエントランス前
〔出 席 者 〕
福岡市長 髙島 宗一郎 様
福岡市議会議長 おばた 久弥 様
ソニーマーケティング㈱ 代表取締役 執行役員社長 河野 弘 様
㈱グルーヴノーツ 代表取締役会長

佐々木 久美子 様

㈱ロイヤル・アーツ 代表取締役社長 安達 建之 様
西日本鉄道㈱ 代表取締役社長 倉富 純男
福岡中央児童会館等建替え整備事業㈱ 代表取締役社長 堀江 広重
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②オープン記念
オープン記念プレゼント
記念プレゼント
オープンを記念して、ご来館のお客さま先着 300 名様に
「菓子工房ぷぷる」の焼菓子をプレゼント。
〔日
時〕 4 月 1 日 10:30 から （なくなり次第終了）
〔開催場所〕 西鉄天神クラス メインエントランス前（国体道路側入口）
※菓子工房ぷぷるは、「障がい者就労支援事業所 ワークショップたちばな」が
運営する菓子工房です。

イメージ
③各公共施設・
各公共施設・店舗ごとの
店舗ごとの開業
ごとの開業イベント
開業イベント
ソニーストア 福岡天神、green bean to bar CHOCOLATE、TECH PARK、
福岡市立中央児童会館「あいくる」、福岡市ＮＰＯ・ボランティア交流センター
「あすみん」では、各施設・店舗ごとに開業を記念したイベントを予定しております。
詳細については、以下の各公共施設・各民間テナントの詳細情報でご確認ください。
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１Ｆ・２Ｆ
「ソニーストア 福岡天神」は、ソニーの最新テクノロジーや
製品を体感いただける九州地区初のソニーの直営店です。
写真や音楽を体感できる製品やサービスを中心に、
ソニー製品を一堂にそろえたお店です。
これからはじめようと思っている人にも、深く専門的な
答えを探している人にも、ここに来るたびに
「新しい発見がある」体験空間を目指しています。
●営業時間 12:00～20:00
●定 休 日 なし（1/1、法定点検日などを除く）
●公式ホームページ
http://www.sony.jp/store/retail/fukuoka-tenjin/

オープニングイベントのご紹介

4/1（金）～4/8（金）：「福岡の人を撮る」小澤忠恭写真展
※4/2（土）に写真家 小澤忠恭氏トークショーを開催
4/1（金）～4/8（金）：デジタル一眼カメラαでさくらの撮影体験
※4/3(日)に写真家 福田健太郎氏トークショーを開催
4/1（金）～：九州・福岡アーティスト特集のハイレゾ楽曲視聴コーナーを設置
4/2（土）：ハイファイオーディオ定期試聴会
4/1(金)～4/3（日）：Play Station VR(R)体験会
ソニーストア 福岡天神オープン記念 ストアオリジナルアクセサリーを販売
地元の伝統工芸である博多織「献上柄」を用いたパソコンケースとアクセサリーポーチなど
を 4/1(金)から販売開始予定です。
新しいライフスタイルへ誘うプロダクツのご紹介

デジタル一眼カメラ α やウォークマン、ヘッドホンなどのハイレゾを楽しめる製品をはじめとするソニー
製品を体験できます。カメラのセミナーでは製品を使う楽しさを学ぶことができ、視聴ルームでは本
格的なシステムで 4K の映像やハイレゾの音源を体感することができます。
また、グラスサウンドスピーカーや九州地区では初の展示となるポータブル超短焦点プロジェクター
などソニーの最先端テクノロジーを搭載し、新たなライフスタイルや空間コンセプトを提案する製品を
余すことなく体験できる場所がソニーストア 福岡天神です。
専門知識を持ったスタッフがお客様のライフスタイルに合ったソニー製品をご提案し、お買い物のコ
ンサルティングをさせていただきます。また、ソニーストアでしか手に入らない限定モデルを購入いた
だくことができます。

3

１Ｆ

「bean to bar に特化したチョコレート
特化したチョコレート専門店
したチョコレート専門店」
専門店」
bean to bar という製法を用い、厳選されたカカオ豆とオーガニックの砂糖のみから作られるチョ
コレートバーやボンボンショコラ等を販売するチョコレート専門店。全工程ハンドメイドによるカカオ
本来の風味を閉じ込めた、上質なチョコレートが楽しめます。
店内にはイートインスペースを併設。チョコレートドリンクやカカオティー、チョコレートを使ったケー
キや焼き菓子をお楽しみいただけます。
またカフェメニューを味わいながら、実際にカカオ豆がチョコレートになるまでの工程を見たり、体
験することも可能。チョコレートテイスティングや、製造体験ができるワークショップ等を随時開催
し、チョコレートの新しい魅力を五感で体験できます。
●営業時間 11:00～21:00 ●定 休 日 水曜日
●公式ホームページ http://greenchocolate.jp

オープニングイベントのご紹介

“What is Bean to Bar ?”
4/3(日)には、チョコレート鑑定家であり green
bean to bar CHOCOLATE のアドバイザーであ
るクロエ・ドゥートレ・ルーセルと、ベネズエラのカ
カオ大使であるマリア・フェルナンダ・ディ・ジャコ
ブによるチョコレートワークショップを開催します。
詳細は Facebook、または HP にてご覧いただけ
ます。
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３Ｆ

テックパークキッズは、子どもたちが、それぞれの個性に合
わせてテクノロジーを楽しむ場です。また、学童保育として
生活の基礎習慣づくりをする場でもあります。宿題などの日
課をすませて、帰宅したら今日の楽しかったことや新しい発
見を家族でたくさんお話をして眠るだけ。質の高い放課後
の時間を提供いたします。

営業時間･定休日は公式ホームページよりご確認ください。
●公式ホームページ http://www.techpark.jp/kids/

テックパークメイカーズは、発想やアイデアさえあれば、
誰もがモノヅクリを楽しむことのできる空間です。頭の中
のアイデアを形にするために必要な道具やテクノロジー
は、すべてここに揃っています。道具やソフトウェアの使
い方がわからなくても、常駐のファブマスターがサポート
するので安心してモノヅクリをお楽しみください。

営業時間･定休日は公式ホームページよりご確認ください。
●公式ホームページ http://www.teckpark.jp/makers

オープニングイベントのご紹介

「TECH
TECH PARK KIDS」
KIDS」
4/2（土）〜3（日）にオープニングイベントを開催いた
します。当日はテックパークキッズ会員以外の方でも
どなたでもご自由に施設内を見学いただけます。実
際にパソコンを使ってカリキュラムを体験したり、ロボ
ットで遊んだりすることができます。
ぜひ、西鉄天神 CLASS 3F へお越しください。

「TECH
TECH PARK MAKERS」
MAKERS」
4/1（金）〜3（日）に無料見学ツアーを開催いたしま
す。見学ツアーでは、3D プリンターやレーザーカッタ
ー、デジタルミシン、CNC フライス、ミリングマシンな
ど、最新のデジタル工作機器をスタッフがご紹介しま
す。また、レーザーカッターの体験会もご用意して、
みなさまをお待ちしております。
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公共施設

４Ｆ
市民主体のまちづくり実現のために設置された「公設民営」の
サポートセンター。環境や福祉、国際交流をはじめ様々な
NPO、ボランティア活動など、市民のみなさまの情報・活動の
交流拠点としてご利用いただけます。
NPO 団体の活動内容やボランティアの募集情報などを自由に
閲覧できるスペースもありますので，お気軽にお越しください。
●開館時間 月～土 10:00～22:00、日・祝 10:00～18:00
●休 館 日 毎月第 4 水曜日、年末年始（12/29～1/3）
●公式ホームページ http://www.fnvc.jp/

オープニングイベントのご紹介

４月１日（金） １８：
１８：３０～
３０～２１：
２１：００
○ 移転記念オープニングセレモニー
記念講演：「まちづくりと家族」 田北雅裕氏
NPO や行政・企業・地域など，多様な主体が共働するまちづくりに
関する講演，及び参加者と田北氏によるトークセッションを行います。
（要事前申込、定員 80 人、無料）

田北雅裕氏
（九州大学大学院講師）

４月３日（土） １５：
１５：００～
００～１６：
１６：００
○ 記念講演：「徳永玲子の絵本の時間」 徳永玲子氏
東日本大震災被災地での絵本の読み聞かせボランティア活動の
体験談などを交え，これからボランティア活動に取り組む方へ
メッセージをおくります。
また，子どもから大人まで楽しめる絵本の朗読会もあわせて
実施します。
（要事前申込、定員 80 人、無料）

徳永玲子氏
（ラジオパーソナリティ･タレント）

４月２日（土）、３
）、３日（日）（いずれも
）（いずれも１１
いずれも１１:
１１:００～
００～１６:
１６:００）
００）
○ わくわく体験コーナー
お菓子作りや工作が親子で体験できるコーナーを出展します。
（事前申込不要，一部実費負担）
申込方法
詳細はホームページをご確認ください。
http://www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/koeki/life/sonotanonpo/itennkinenn.html
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5Ｆ・6F・7F・屋上
新しくなった中央児童会館は、乳幼児親子や小学生に加
え新たに中高生も利用できる施設になりました。おもちゃ
や PC、図書コーナーなど、年齢や世代を超えた交流が
できる、楽しみながら遊べる場です。

●利用対象 0 歳～おおむね 18 歳未満の児童
・子どもプラザ：乳幼児とその保護者
・一時預かり室：生後満 6 か月以上の乳幼児
※乳幼児の利用は、必ず大人の方の同伴が必要です。
●開館時間 9:00～21:00
（5 階子どもプラザ・一時預かり室・児童体育室は 18：00 まで）
●休 館 日 月曜日（休日の場合は翌平日）、
月の末日（日祝日の場合は翌平日）、
年末年始（12/28～1/3）
●利用料 無料
※一時預かり室の利用・クラブ活動費・附属設備の貸出など有料のものもあります。
●公式ホームページ http://chuojidokan.city.fukuoka.lg.jp/

オープニングイベントのご紹介
4/1（金）は、児童会館コーラスクラブの歌声で幕を開け、精華女子
高等学校「吹奏楽部」の迫力の演奏、「アートムジカ」による、音楽と
絵画のパフォーマンスなど、歌や音楽でいっぱいのオープニングイベ
ントです！

4/2（土）、4/3（日）も、子ども達のげんきいっぱいのステージや、
木のおもちゃであそべるコーナーなど、
見て楽しい！体験して楽しい！の 3 日間です。
（予定）
・ミニ LIVE やドラム体験
・フラワーアレンジメント教室
・囲碁体験・伝統あそび体験 など
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■ 「西鉄天神 CLASS」
」について

【施 設 名】

施設での体験を通じて「大人も子供も遊べる、学べる場所」という特性から、
施設名のコンセプトを「新しいスタイルの教室・学校」＝CLASS としました。
学びの体験イベントなど、中央児童会館と民間テナントのシナジー効果で、
本事業のコンセプトである「まちの賑わい・交流の場の創出」を実現してまいります。

【入 居 店 舗 】

〔1F~2F〕
〔1
F〕
〔3
F〕
〔4
F〕
〔5 階 ~ 屋 上〕

ソニーストア 福岡天神
green bean to bar CHOCOLATE
TECＨ PARK（㈱グルーヴノーツ）
福岡市 NPO・ボランティア交流センター「あすみん」
福岡市立中央児童会館「あいくる」

【WEB サイト】

http://inf.nishitetsu.jp/tenjinclass/

【建 築

主】

福岡中央児童会館等建替え整備事業株式会社（西鉄 100%出資子会社）

【所 在

地】

福岡市中央区今泉 1 丁目 19 番 22 号

【敷 地 面 積 】

1,127 ㎡（340 坪）

【延べ床面積】

5,255 ㎡（1,671 坪）

【構 造 ・規 模】

鉄骨造 地上 8 階建て

【設

計】

BAS 建築設計事務所

【施

工】

竹中・松本組建設共同企業体

【維 持 管 理】

西鉄ビルマネージメント株式会社

【総 事 業 費】

約 13 億円

【事業スキーム】

福岡市と PPP（パブリック･プライベート･パートナーシップ：官民協働）の手法である
「定期借地･賃借入居方式」により実施する。

本件に関するお問い合わせは、西鉄お客さまセンター（℡0570-00-1010）まで
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