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We Love 天神協議会

きらめき通りがふくこいアジア祭りの舞台に！
第9回 きらめき通り歩⾏者天国

福岡市 国家戦略道路占用事業

FUKUOKA STREET PARTY 2017
〜Dance Avenue〜
イベント詳細が決定しました！

写真は過去のイベントの様子

We Love 天神協議会は、11月18日（土）、19日（日）の2日間、福岡市の「国家戦略道路占
⽤事業」として、岩⽥屋本店の本館と新館の間にある「きらめき通り」において、歩⾏者天国「
FUKUOKA STREET PARTY 」を開催いたします。今回で9回目の実施となります。このたび、
プログラムの内容が決定しましたのでお知らせいたします。
今回は、昨年に引き続き「⼈が元気に」「街が元気に」なるよう、『福よ来い！』との願いを
込めて全国から集まったダンスチームが踊りを披露する「ふくこいアジア祭り」と連携し、サブ
タイトルを「Dance Avenue」としてふくこい演舞を中心に展開します。その中で、今回初めて
路上での演舞も実現いたします。また、⾳楽ライブや⼤道芸パフォーマンスも開催するほか、キ
ッチンカーによる各種飲食販売店舗が出店するなど、多彩なコンテンツでこれまで以上に賑やか
な空間でみなさまをおもてなしいたします。
ダンスや⾳楽が溢れるきらめき通り歩⾏者天国「FUKUOKA STREET PARTY 2017〜Dance
Avenue〜」へみなさまお誘い合わせのうえお越しください。
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●イベント実施概要
【タイトル】
きらめき通り歩⾏者天国

FUKUOKA STREET PARTY 2017
【

期

間

】2017年11月18日（土）・19日（日）

【

時

間

】12:00〜18：00

〜Dance Avenue〜

2日間

※上記の時間、「きらめき通り」 に臨時交通規制がかかり、歩⾏者専⽤道路となります。

【

場

所

【
【

料
内

⾦
容

【
【
【
【

】きらめき通り（岩田屋本店 本館と新館の間）

】⼊場無料
】１．ふくこい演舞
２．音楽ライブ、ストリートパフォーマンス
３．地域情報発信ステージ（テレビ特別番組生放送）
４．飲食、企業PRブース出店
主 催 】We Love 天神協議会
共 催 】福岡市
制作統括 】RKB毎日放送
協 ⼒ 】ふくこいアジア祭り組織委員会
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「きらめき通り」の各空間で、ふくこい演舞を始め、⾳
楽ライブやパフォーマンスを展開し、ご来場のみなさま
DANCE &
PERFORMANCE

にお楽しみいただきます。

●ふくこい演舞
メインステージ
岩田屋きらめき広場

演舞時間
（18日,19日とも）

12:00〜12:45
15:00〜15:45

中央ステージ

⻄⾞道ステージ

13:00〜13:45

14:00〜14:45

出演者情報など詳しい情報は
ふくこいアジア祭りホームページでご確認ください。

http://www.fukukoi.com/

●音楽ライブ／パフォーマンス
城咲梁

（大道芸）

11月18日（土）
12:00〜
⻄⾞道ステージ
15:00〜
⻄⾞道ステージ
17:00〜
中央ステージ

11月19日（日）
12:00〜
⻄⾞道ステージ
14:00〜
メインステージ
17:00〜
中央ステージ

Boys and Men

井上紗矢香

11月18日（土）
14:00〜
メインステージ

11月19日（日）
16:00〜
⻄⾞道ステージ

EXPG STUDIO FUKUOKA
11月18日（土）
16:00〜
⻄⾞道ステージ
11月19日（日）
16:00〜
メインステージ

新日本製薬
ミスユニバース

11月18日（土）
12:45〜,14:45〜
メインステージ
11月19日（日）
12:45〜,14:45〜
メインステージ
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飲食店のキッチンカーが一堂に会して、多彩なメニューで
みなさまをおもてなしいたします。また、プレゼントがも
EAT,DRINK＆
more

らえるPRブースもあります。

●飲食出店（10店舗）
①キッチンカー出店
・COTTON CANDY STORE（綿菓子）
・本城ぷりん（プリン）
・ピッツェリアカントナータ（ピッツァ）
・kaori’s ベジたこ焼き（たこ焼き）

・カスタムスナックバー（ハンバーガー）
・アズーリ（パニーニ）
・さくら屋（ベビーたい焼き）
・中津屋（からあげ）

②テント出店
・J-CRAFT（ドリンク）

・九州・沖縄焼酎サミット（ドリンク）

●PRブース（4店舗）
・Perfect One（PR）
・ロッテ（PR）

・さが県産品流通デザイン公社（日本酒試飲）
・桐灰化学（PR）
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●RKBテレビ番組
特別番組
「FUKUOKA STREET PARTY 〜天神さまのYOU通り〜」
放送日時／11月18日（土）16:00〜
M
C／三好ジェームス
中上真亜子
きらめき通りが歩⾏者天国になる
「FUKUOKA STREET PARTY」を特設スタジオ
から生中継。美味しいモノがたくさんのグルメ
ブースや歩⾏者天国での楽しいイベントなどを
ご紹介します。

SPECIAL
PROGRAM

国生さゆりトークショー＆ライブ
11月18日（土）16:00〜

RKBの生番組内でタレント国生さゆりさんのトー
クショーを実施します。今をときめく憧れの国生
さんからパワーをもらいましょう！
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同時開 催
天神南フリンジパーキング社会実験を実施します！
11月18日（土）、19日（日）の2日間、渡辺通3丁目のタイムズ渡辺通・タイムズ渡辺通第6にて、
天神南エリアで初めてのフリンジパーキング社会実験が実施されます。
フリンジパーキングとは、都心部へのマイカー乗り⼊れを減らすため、都心周辺部に駐⾞して、路
線バス等で都心の目的地まで⾏くシステムです。駐⾞場は渡辺通2丁目バス停から徒歩1分。天神中心
部まではバス利⽤で約4分です。
また、駐⾞場の利⽤特典として、当日使える運転⼿と同乗者⼈数分の⻄鉄バス⽚道乗⾞券（天神地
区⇔渡辺通1丁目・渡辺通2丁目）と、公共交通ノベルティグッズをプレゼント！
さらに、アンケートに答えると、駐⾞料⾦が1回最⼤500円になります（※通常最⼤1,200円／24時間）。
この機会にぜひ、マイカーと公共交通機関をお得に活⽤して、都心部での渋滞緩和をめざした本取
り組みへのご協⼒をお願いいたします。
●実施期間／2017年11月18日（土）・19日（日）
●実施時間／9:00〜19:00 ※19時出庫まで
●場

所／タイムズ渡辺通・タイムズ渡辺通第6
（福岡市中央区渡辺通３丁目）

●収容台数／タイムズ渡辺通

44台、タイムズ渡辺通第6 15台

●対象者 ／天神に⾏かれる⽅で、アンケートにご協⼒いただける⽅
●駐⾞料⾦／1回最⼤500円 ※通常最⼤1,200円/24時間
●利⽤特典／①運転⼿及び同乗者⼈数分の⻄鉄バス⽚道乗⾞券
※対象区間:天神地区⇔渡辺通1丁目･渡辺通2丁目
※渡辺通2丁目バス停まで徒歩1分
②公共交通ノベルティグッズ
●主

催／We Love 天神協議会

●共

催／福岡市

当日の流れ
WLTの
のぼりが目印

対象駐⾞場

対象駐⾞場所在地
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《参考》
●「FUKUOKA STREET PARTY」の過去の実績
【第一回】

テーマ：グルメ

・日

時／2014年11月22日（土）・23日（日）・24日（月祝）

15:00〜21:00

・内

容／「通りが、パーティー会場になる」をキャッチフレーズに、福岡市の国家戦略特区認定を受けて初めての
事業として開催。20店舗の飲食店舗が出店したほか、吹奏楽パレードや⾳楽ライブ、⼤道芸パフォーマ
ンスなど多彩なコンテンツを展開した。

・動員数／ 135,000⼈（3日間）
【第二回】 テーマ：ファッション
・日 時／2015年3月21日（土祝） 15:00〜21:00
・内 容／福岡アジアファッション拠点推進会議主催で開催した「Fashion Week Fukuoka 2015」事業の一つと
して、ファッションショーなどを実施した。
・動員数／ 50,000⼈（1日）
【第三回】 テーマ：音楽
・日 時／2015年9月26日（土）・27日（日） 12:00〜18:00
・内 容／毎年秋に実施している⾳楽イベント「MUSIC CITY TENJIN」と連携して、⾳楽コンテンツを中心に
施した。制作にRKBが関わり、TVの特別生番組などを初めて実施した。
・動員数／ 117,250⼈（2日間）
【第四回】 テーマ：ファッション
・日時 ／2016年3月19日（土）・20日（日） 12:00〜18:00
・内容 ／平成27年に続き、福岡アジアファッション拠点推進会議主催の「Fashion Week Fukuoka 2016」事業
と連携して、⾞道でのファッションウォークなどを実施した。
・動員数／ 120,000⼈（2日間）
【第五回】テーマ：音楽
・日 時／2016年9月24日（土）・25日（日） 12:00〜18:00
・内 容／平成27年にも同時開催した「MUSIC CITY TENJIN」に加え、福岡ミュージックマンス主催者会が実施
した熊本地震復興⽀援チャリティイベント「ONE KYUSHU」とも連携し、⾳楽ライブや路上パフォー
マンスなどを実施した。
・動員数／ 122,000⼈（2日間）
【第六回】テーマ：ダンス
・日 時／2016年11月19日（土）・20日（日） 12:00〜18:00
・内 容／初めて「ふくこいアジア祭り」と連携し、ふくこい演舞などダンスパフォーマンスを中心としたプログラ
ムで展開した。
・動員数／124,000⼈（2日間）
【第七回】テーマ：ファッション
・日 時／2017年3月25日（土）・26日（日） 12:00〜18:00
・内 容／福岡アジアファッション拠点推進会議主催の「Fashion Week Fukuoka 2017」事業と連携してファッ
ションコンテンツをメインに開催した。路上に初めてレッドカーペットを敷いてショーを実施した。
・動員数／132,000⼈
【第八回】テーマ：音楽
・日 時／2017年8月26日（土）・27日（日） 14:00〜20:00
・内 容／福岡を代表する5つの⾳楽イベントが組織する「FUKUOKA MUSIC MONTH」と連携し、⾳楽ライブを
中心としたプログラムで展開した。
・動員数／134,000⼈
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《参考-２》
●「ふくこいアジア祭り2017」の概要
⻘少年の健全育成・地域活性化と地域間交流・アジアとの交流等を趣旨に、「踊り」をテーマに2000年
より始まった福岡の新しい“祭り”イベント。今年で18回目の実施となる。
【ふくこいアジア祭りの概要】
・日 程／2017年11月18日（土）・19日（日）
・主 催／ふくこいアジア祭り組織委員会
・会 場／岩⽥屋きらめき広場ステージ、きらめき通り中央ステージ、
きらめき通り⻄⾞道ステージ、福岡市役所⻄側ふれあい広場、天神中央公園、
JR博多駅前広場
・参加数／85チーム、約2,000⼈（2日間）

≪本件のお問い合わせ先≫
We Love 天神協議会事務局 ⽜島・酒⾒
TEL ： 092-734-8750
FAX ： 092-718-7331
E-mail ： tenjin@nnr.co.jp
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