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NEWS RELEASE vol.1
天神・きらめき通りを音楽で盛り上げます！

第8回 きらめき通り歩行者天国

FUKUOKA STREET PARTY 2017
～Music Avenue～
● 平成29年8月26日（土）、27日（日）の2日間、音楽をテーマにしたきらめき通り歩行者天国「FUKUOKA
STREET PARTY 2017 ～Music Avenue～」 を開催いたします。
● 本イベントは、福岡市の「国家戦略道路占用事業」として、きらめき通りを歩行者天国とし、にぎわい創出のた
めに実施するものです。
● 今回は、9月の毎週末に福岡で開催される「Fukuoka Music Month（以下FMM）」のプレイベントとして、音楽
ライブやストリートパフォーマンス等を実施いたします。
● 当日は、FMMセレクトによる音楽パフォーマンスを中心に多彩なコンテンツを用意し、来場者をおもてなしい
たします。
【タイトル】

第8回 きらめき通り歩行者天国

「FUKUOKA STREET PARTY 2017 ～Music Avenue～」
【 期 間 】

平成29年8月26日（土）・27日（日） 2日間

【 時 間 】

14:00～20：00
※上記の時間、「きらめき通り（対象区間全長180m）」 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 】

天神・きらめき通り

【 内 容 】

1.
2.
3.
4.

【 主 催 】
【 共 催 】
【 制 作 】

We Love 天神協議会
福岡市、福岡ミュージックマンス主催者会
RKB毎日放送

（福岡市中央区天神二

岩田屋本店 本館と新館の間）

音楽ライブ
ストリートパフォーマンス
地域情報発信ステージ（テレビ特別番組生放送など）
飲食出店

第5回目（2016年9月）の様子

第7回目（2017年3月）の様子
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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／ 平成26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／ 平成27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／ 平成27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 ／ 平成28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／平成28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／平成28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／平成29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
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《参考-２》
●Fukuoka Music Month の概要
福岡の5つの音楽イベントが一体となって“音楽産業都市・ふくおか”として全国・アジアに向けた情報発信を
実施することで、広域集客などによるさらなる街の賑わい創出、そしてさらなる音楽産業の振興をめざす、
2014年より始めた取り組み。
【Fukuoka Music Monthの概要】
・主 催／福岡ミュージックマンス主催者会
・会長,総合プロデューサー／深町 健二郎
・サンセットライブ実行委員会代表／林 憲治
・NAKASU JAZZ実行委員会代表／中岡 生公
・九州ゴスペルフェスティバル 2017 in 博多 実行委員会代表／阿野 智道
・FUKUOKA MUSIC FACTORY実行委員会代表／田中 勉
・ミュージックシティ天神運営委員会代表／松尾 伸也
・協 力／福岡市、博多まちづくり推進協議会、We Love 天神協議会、株式会社九州TSUTAYA
・過去活動実績／
2014年 ➢ ・共同告知ポスター制作～掲出
2015年 ➢ ・共同告知ポスター制作～掲出
・WEB上でのPR
Youtube広告、PRwire
・ミュージックマンスバス運行
2016年 ➢ ・熊本地震復興支援チャリティイベント
「ONE KYUSHU～九州はひとつ」開催

過去PR時のビジュアル

3

NEWS RELEASE vol.1

2017年7月14日
We Love 天神協議会

●Fukuoka Music Month 対象イベント
SUNSET LIVE 2017
開催日：9月2日(土)3日(日)
開催会場：糸島市芥屋海水浴場
動員数：13,460人（2016年実績）
主催：サンセットライブ実行委員会
1993年から毎年開催され、今年で25回目を数える福岡を代表する野外ライブ。

NAKASU JAZZ 2017
開催日：9月8日(金)9日(土）
開催会場：中洲一帯
出演アーティスト：約80組（2016年実績）
動員数：100,000人（2016年実績）
主催：NAKASU JAZZ実行委員会
西日本最大級の歓楽街中洲をJazzのGrooveで彩るイベント｡

九州ゴスペルフェスティバル
2017 in 博多
開催日: 9月9日(土)10(日)
開催会場：JR博多駅前広場
動員数：29,000人（2016年実績）
主催：博多駅商店連合会、
JR博多シティ、FM福岡
ゲスト：角松敏生、VOJA-tension、福原美穂
プロ・アマチュア、国籍、性別、年齢の垣根を越えた九州最大級の「参加型」ゴスペルイ
ベント。2,000人規模のクワイアによるグランドフィナーレは圧巻！

FUKUOKA ASIAN PICKS
開催日: 9月16日(土)17(日)
開催会場：キャナルシティ博多、他
主催：FUKUOKA MUSIC FACTORY実行委員会
キャナルシティ博多
アジア音楽シーンとの交流を目的とした音楽コンベンションイベント。

MUSIC CITY TENJIN 2017
開催日：9月23日(土)24日(日)
開催会場：福岡市天神など都心部一帯
出演アーティスト：160組（2016年実績）
動員数：165,500人（2016年実績）
主催：ミュージックシティ天神運営委員会
天神の活性化と福岡の音楽的環境の向上を目
ざして2002年からスタートした九州最大級の音楽イベント。

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