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今回も華やかにおもてなしします！
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 2018
〜Fashion 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、3月24日（土）、25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10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3月と同様「FASHION WEEK FUKUOKA 2018」（以下F.W.F）と連携し、サブ
タイトルを「Fashion Avenue」としてファッションコンテンツを中⼼に展開します。⼀番の⾒ど
ころは華やかな衣装をまとったモデルたちがレッドカーペットを歩くファッションウォークで、
特別感のある空間演出を⾏います。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、
毎回⼤好評の飲食店も多数出店するなど、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。
ファッションで天神のまちを彩る「FUKUOKA STREET PARTY 2018〜Fashion 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 2018
【

期

間

】2018年3月24日（土）・25日（日）

【

時

間

】12:00〜18：00

〜Fashion 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．ファッションウォーク、及びファッションに関連したプログラム
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 】福岡アジアファッション拠点推進会議
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会場内のさまざまな場所で、ファッションやそれに関連
したパフォーマンスなどで、ご来場のみなさまにお楽し
FASHION &
PERFORMANCE

みいただきます。

●ファッションコンテンツ
ファッションウォーク
3月24日（土）

13:45〜

きらめき通りがランウェイに！ゼクシィのブ
ライダルショーをはじめ、華やかな衣装をま
とったモデルたちが、きらめき通りのレッド
カーペットを歩きます。

●音楽ライブ／パフォーマンス
BATACO

MOSHIMO

3月24日（土）
13:00〜、15:15〜
⻄ステージ
3月25日（日）
12:30〜、15:00〜
⻄ステージ

3月25日（日）
16:00〜
メインステージ

Official髭男dism

エイベックス・
アーティストアカデミー福岡校

3月24日（土）
14:45〜
メインステージ
17:15〜
メインステージ

3月24日（土）
12:00〜
メインステージ
3月25日（日）
12:00〜
メインステージ

SKIM THE PEAKS

波田陽区

3月25日（日）
13:30〜
⻄ステージ
16:45〜
⻄ステージ

3月24日（土）
12:30〜、16:15〜
⻄ステージ
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天神・⼤名エリアを中⼼とした飲食店が⼀堂に会して、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、
EAT,DRINK＆
more

プレゼントがもらえるPRブースもあります。

●飲食出店（11店舗）
・たこひら（たこ焼き）
・まるしんのてぬきうどん（うどん）
・栗衛門（焼き栗）
・水炊き⼤和（から揚げ）
・WINE SHOP Sora（フライドポテト） ・インダス（カレー）
・日奈久ちくわとらや（ちくわ）
・エルミタージュ（ソーセージ）
・クラフトビール
・オフィシャルドリンク
・Public House LINK（ホルモン味噌煮込み）

●PRブース（4店舗）
・ゼクシィ（PR）
・メディプラス（PR）

・九州佐賀国際空港（PR）
・⾳楽と情報の館（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／3月24日（土）14:00〜
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。

●TOPICS
2019 MISS UNIVERSE JAPAN 福岡
日
会

時／3月24日（土）16:00〜
場／メインステージ

ミスユニバースジャパンからのゲストによるビュ
ーティートークショー＆ビューティーキャンプレ
ポートなど美意識向上のきっかけになるようなプ
ログラムでみなさまをお待ちしています。

RKBラジオ
「デモテープ」PRステージ
日
会

時／3月25日（日）14:00〜
場／メインステージ

福岡のアマチュアミュージシャンを応援してい
るRKBラジオ「デモテープ〜福岡⾳楽時代〜」
が加藤敦也ごと天神に降臨！番組のイチオシア
ーティストも登場します。
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《参考-1》
●「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実施
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
【第九回】テーマ：ダンス
・日 時／2017年11月19日（土）・20日（日） 12:00〜18:00
・内 容／「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。⼀部プログラムを⾞道上をステージに⾒⽴て実施した。
・動員数／121,000人（2日間）
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《参考-２》
●「FASHION WEEK FUKUOKA」の概要
【イベント名】FASHION WEEK FUKUOKA 2018
【 開催期間 】2018年3 月17日（土）〜3 月25 日（日）
【 開催趣旨 】ファッション産業は、MICEが推進する重点分野の⼀つであり、ファッションで福岡
の街全体を盛り上げることにより、内外からの集客と消費喚起及び商談機会の創出
を図り、地域経済の活性化につなげる。
【 実施内容 】F.W.F告知ポスター・リーフレットの発⾏／F.W.F特設サイトのオープン／
F.W.F SPECIAL COLLABORATION／参加商業施設・店舗におけるファッション
ショー等のイベントやセール／FUKUOKA STREET PARTY〜Fashion Avenue〜の
協⼒／FACo(福岡アジアコレクション）の開催
【実施エリア】福岡市内全域（主に博多・天神・⼤名エリア）
【 全体主催 】福岡アジアファッション拠点推進会議
【 共 催 】福岡県／福岡市／福岡商工会議所
【F.W.Fについての問い合わせ】
福岡アジアファッション拠点推進会議 事務局
092-441-1119（福岡商工会議所）

≪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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