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NEWS RELEASE 

ふくこいアジア祭りがきらめき通りにやって来る！ 

2018年11月13日 

VOL.２ 

FUKUOKA STREET PARTY 史上最多 

チーム 
（2日間合計） 

※予定 

チーム 
（2日間合計） 

※予定 

チーム 
（2日間合計） 

※予定 

ふくこいアジア祭りと
コラボ開催！ 

博多ぽてと 
presents 

EXPG STUDIO FUKUOKA 
パフォーマンスステージ   

NETZ TOYOTA FUKUOKA 
presents 

『VELLFIRE Dance Tournament  
 in FUKUOKA STREET PARTY』 

第11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 2018 
～Dance Avenue～ 

イベント詳細が決定しました！ 

※上記以外の出演者（北九州市立高校ダンス部）を含む 

※ 

 総勢 のダンスチーム出演！ 

天神きらめき通りがダンス天国に！ 
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NEWS RELEASE 
2018年11月13日 

第11回 きらめき通り歩行者天国 

FUKUOKA STREET PARTY 2018 
～Dance Avenue～ 

 
2018年11月17日（土）・18日（日） 2日間  

 
12:00～18:00 

※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。  

 
天神・きらめき通り 

（福岡市中央区天神二 岩田屋本店 本館と新館の間） 

 
 
 
 
 
 
 
 

入場無料 
    
   1. ふくこいアジア祭りコラボレーションダンスステージ 
   2. ダンスステージ、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など） 
   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 

VOL.２ 

イベント実施概要 

【タイトル】 
 
 

 
 
【期  間】 
 
 
【時  間】 
 
 

 
【場  所】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
【料  金】 
 
【内  容】 
 
 
 
 
 

 
 
【運営体制】 

交通規制 
11/17 土 .18 日 

12:00～18:00 
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NEWS RELEASE 

ふくこい演舞 

2018年11月13日 

VOL.２ 

DANCE & PERFORMANCE 

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/ 

※出演者は予定です。変更になる場合がございます。 

ペプシ　Ｊコーラ怪物舞踏団 ほろろ一座plus

下関市立大学よさこいダンスサークル震 嘉人恋

筑前かすや一番隊 粋

よさこい古賀連 舞龍人

チームあんみつ姫 笑築

西鉄よさこい連 YOSAKOI亜舞王城島連

長崎大学「突風」 北九州市立大学よさこいサークル灯炎

JR九州櫻燕隊 team　桜ｋ

ピンクチャイルド むなかたおどり隊

ENTORANCE102 西覇来神

医療福祉専門学校緑生館「白夜」 よさこい連みづま

TOSUどんきゃんきゃん隊 たるみずYOSAKOI社中　桜輝楽

宮田学園　Kouken's 恋龍水俣

Ｔ・Ｋふれんず よさこいＯｉｔａ～大知～

北九州わっしょい百万隊 かごしま新世界

島津詩慶藩 人吉よさこい銀翔会

市比野温泉よさこい踊り隊 粕屋東中中学連　輝龍天翔

よしいウィング　～心華～ 伽羅

2018年度　学生連合 肥後荒尾さのよい踊り子隊

市比野温泉BBC元気ッス あん

青嵐 我白天晴

ちょんまげ 益田蟠竜おどり隊

博多よさこい連 あばれん

威吹 多久舞友蓮

Smile Angel 枕崎舞炎鰹

桜舞連 神楽里

美勝女隊 門司よさこい連０哩

佐賀大学　嵐舞 舞麗men

踊るBAKA!TOKYO 上天草　慈秀

和道 薩摩源氏蛍

百物語 みやざきえれこっちゃ隊

福岡大学附属若葉高等学校　ダンス部 サンフレッシュよさこい隊

華あそ美

Team Tachibana

よさこいドリームキッズ

ちくご連

黒崎よさこい連

11月17日（土） 11月18日（日）

メインステージ

中央ステージ

メインステージ

中央ステージ

13:00～

16:45～

13:00～

17:00～

13:30～

15:30～

14:00～

15:00～
西側ステージ

17:00～

14:30～

15:30～

14:00～

15:00～

16:45～

西側ステージ

メインステージ 中央ステージ 西側ステージ

（岩田屋きらめき広場） （岩田屋新館横） （きらめき通り車道上）

 13:00～13:30  13:30～14:00（17日のみ）  14:00～14:30

 17:00～17:40（17日のみ）  14:30～15:00（18日のみ）  15:00～15:30

 16:45～17:30（18日のみ）  15:30～16:00  17:00～17:30（17日のみ）

 16:45～17:30（18日のみ）

演舞時間
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NEWS RELEASE 
2018年11月13日 

VOL.２ 

DANCE & PERFORMANCE 

ダンス／音楽ライブ／パフォーマンス 

ネッツトヨタ福岡 プレゼンツ 
『VELLFIRE Dance Tournament in FUKUOKA STREET PARTY』 
 小学生、中学生、高校生、一般、それぞれの部門での熾烈なダンス競演。 
 ゲストパフォーマーとして人気ダンサーのCHARIの参加も決定！（17日土曜のみ） 
 キレのあるダンスをぜひお楽しみください。 

@メインステージ・11/17（14:00～）11/18（14:15～） 

Mr．タコス 
＠西側ステージ  
・11/17＆11/18（12:00～） 
＠中央ステージ 
・11/17＆11/18（16:00～）  

博多ぽてと プレゼンツ 
EXPG STUDIO FUKUOKA パフォーマンスステージ 
「EXPG STUDIO BY LDH」は、エンタテイナー（表現者）としての人材を育成する 
 本格的なダンス・ボーカル・アクトスクールとして日本全国をはじめ海外にも展開中。 
 今回はEXPG STUDIO FUKUOKA の生徒たちによる熱いパフォーマンスステージに 
 ご期待ください。 

@メインステージ・11/17＆11/18（12:00～） 

RKBラジオ「デモテープ」 
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、加藤淳也ごと、天神に降臨！ 一押しアーティストが多数登場！  

＠中央ステージ・11/17（14:30～．17:00～）11/18（13:30～）  
＠西側ステージ・11/18（16:00～） 
 
北九州市立高校  
東方神起ダンサーズYWKI×TAMIYA直伝、全国大会常連ダンス強豪 
北九州市立高校が東方神起「Reboot」高難度ダンス披露！ 

＠中央ステージ・11/18（12:00～） 
＠メインステージ・11/18（14:00～） 
＠西側ステージ・11/18（15:45～） 

ジャグラーKYO 
＠中央ステージ 
・11/17（12:30～） 
 11/18（12:30～．17:00～）  
＠西側ステージ 
・11/17（16:15～） 

Imoto sayuriライブペイント 
＠西側ステージ付近 
・11月17日（12:00～18:00） 

※スケジュールは変更になる場合がございます。 

人気キャラクター登場！ 

ぽてっと君      大福くん       ババ バスオ 

企業ＰＲステージ（Air Asia) 
＠メインステージ 
・11/17＆11/18（13:30～）他 
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NEWS RELEASE 
2018年11月13日 

VOL.２ 

EAT,DRINK＆more 

飲食出店（9店舗） 

ＰＲブース（７企業） 

 ・オーリック（ハイボールやジーマなど、料理に合う各種アルコール） 
 ・たこひら（たこ焼き） 
 ・博多栗衛門（焼き栗） 
 ・藍乃屋 吉右衛門（焼き鳥） 
 ・ART BAR SSS∴（カレー） 
 ・JAYA’ Kitchen（イタリアン） 
 ・うまかもん市場 雲鶏（焼きそば） 
 ・九州名物 とめ手羽（手羽先） 
 ・とらや（日奈久ちくわ）  

エアアジア 
カイロ売上全国No.1の桐灰化学の 
足もと用カイロをその場で使用し、 
体感して頂くブースです！ 

二鶴堂 

新発売の黒霧島ＥＸの販売と 
サンプリングを行います。 
黄金の美しい味わいデリシャス・ 
ペンタゴンをお楽しみください。 
おいしい霧島ビールも販売して 
おります！ 

ゼリア新薬工業 

キャビンクルー（客室乗務員） 
との写真撮影や、航空券が当たる 
ゲームなどでお楽しみいただけます。 

おいしいお土産『博多ぽてと』がGETできる 
チャンス！ぽてっと君とじゃんけんして勝っ 
た方に『博多ぽてと』をプレゼントします♪ 

男性フェイスケアでお馴染みの 
ニベアメンより、シェービング 
フォームがなんと無料で 
サンプリング！ 
是非お試しください！ 

ニベア花王 

ネッツトヨタ福岡 

桐灰化学 

霧島酒造 
最高級のミニバン「VELLFIRE」を2台展示。 
見る者を圧倒する、唯一無二の存在感とシートの快適性、
アレンジ度の高さを是非、会場でご体感下さい！ 

ヘパリーゼは「肝臓エキス」＋「ウコンエキス」を 
ダブルで配合。すっきりしたパイン味で飲みやすい 
「ヘパリーゼW」をプレゼント！ 
仕事も遊びも、日々頑張るあなたの毎日に！！ 
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NEWS RELEASE 
2018年11月13日 

VOL.２ 

公開放送 

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17日（土）16:00～16:54 
MC／ＨＡＲＵ・中上真亜子 

きらめき通りが歩行者天国になる「福岡ストリートパーティー」を 

岩田屋きらめき広場ステージから生中継。 

秋のテーマは「ダンス」  

福岡市役所前広場で同時開催の「ふくこいアジア祭り」と連動し、 

 街をストリートダンスで彩る！ 

会場には魅力の美味が集まる グルメブースなども集結します。 
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NEWS RELEASE 

《参考》 

「FUKUOKA STREET PARTY」過去の実績 
 

   【第１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２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３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４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 ／ 2015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５回】テーマ：音楽 
    ・日 時／2016年9月24日（土）・25日（日） 12:00～18:00 
    ・内 容／2015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６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７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（2日間） 
   【第８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（2日間） 
   【第９回】テーマ：ダンス 
    ・日 時／2017年11月18日（土）・19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。今回初めて、車道を使ったふくこい演舞を実施した。 
    ・動員数／121,000人（2日間） 
   【第１０回】テーマ：ファッション 
    ・日 時／2018年3月24日（土）・25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」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。路上にレッドカーペットを敷いてショーを実施した。 
    ・動員数／125,000人（2日間） 
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NEWS RELEASE 

《参考》 

「ふくこいアジア祭り2018」について 

青少年の健全育成・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19回目の実施となる。 
 

【ふくこいアジア祭りの概要】 
 
    ・日 程／2018年11月17日（土）・18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、 
         きらめき通り車道西側ステージ、福岡市役所西側ふれあい広場、 
         JR博多駅前広場、キャナルシティ博多ステージ、イムズスクエア、 
         天神地下街イベントコーナー 
    ・参加数／114チーム、約3,000人（2日間） 

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/ 
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