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夏の天神は、音楽とハイボール！ 

2019年7月12日 

第13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 2019 
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～Music Avenue～ 

開催決定！ 

同時開催 

みんな浴衣で出かけよう！ 
天神夏まつり2019 

We Love 天神協議会は、昨年大好評を 
いただきました「天神夏まつり」を、 
8月2日（金）、3日（土）、4日（日）の3日間、 
福岡市役所西側ふれあい広場にて開催致します。 
渡辺通りを挟んだ２つの会場で、 
趣の異なる２つの催し物を開催することで、 
夏の天神を大いに盛り上げて参ります。 

 We Love 天神協議会は、福岡市の国家戦略道路占用事業として、賑わいのある道路空間

づくりの企画である歩行者天国「FUKUOKA STREET PARTY」の第13回目を開催いたしま

す。今回は、一昨年（2017年8月）開催した第8回「FUKUOKA STREET PARTY」以来の

「音楽」をテーマに開催し、賑わいの創出を図ります。 

 また、今回は全国8都市で開催される「JIM BEAM SUMMER FES 2019」が、九州で

唯一、天神・きらめき通りで開催されます。軽快な音楽を聴きながら、美味しいグルメとジ

ムビームハイボールを是非お楽しみください。 

【開催場所】 
 福岡市役所西側ふれあい広場 
 
【開催時間】 
 8月2日（金）17時～22時 
 8月3日（土）15時～22時 
 8月4日（日）15時～22時 

８月最初の週末は、ホコテン＆夏まつり！ 
楽しさいっぱいの天神にぜひお越しください！ 
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NEWS RELEASE 

第13回 きらめき通り歩行者天国 

FUKUOKA STREET PARTY 2019 
～Music Avenue～ 

 
2019年8月3日（土）・4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.音楽ライブ 
         2.地域情報の発信ステージ（テレビ特別番組生放送ほか） 
         3.飲食、企業ＰＲブース出店 

 
 

   共  催:We Love 天神協議会・福岡市 
   制作統括:RKB毎日放送  
   特別協賛:サントリー 

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】 

２ 

2019年7月12日 

交通規制 
8/3 土 .4 日 

12:00～18:00 
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Music & more 

FREAK ライブ 
R&B、ソウルなどブラックミュージックに影響を受けた４人が集まり結成。双子であるGENKI、YU-KI、
そしてSATORU、DAICHIの4人で構成される。メンバーそれぞれが作詞作曲アレンジを手がけるなどセル
フプロデュースをこなす。FREAKというグループ名には、熱愛者などの意味を持ち、音楽を通して自分達
の熱狂的な”熱愛者”になって欲しいという願いも込められている。 
＠中央テージ：8/3（13:00～）・8/4（14:00～） 

※スケジュールは変更になる場合がございます。 

2019年7月12日 

OVER BEAT ライブ 
世の中の動きを睨んで作り上げる音楽に対して 
自分たちの中に潜んでいた真のバンドスタイル 
を表現したバンド。同期なし、アナログのバン 
ドスタイルを追求し、ギターのリフを中心とし 
たビートロックを奏でている。 
＠中央ステージ：8/3（12:00～）・8/4（12:00～） 

温（SARA） ライブ 
福岡で活動しているシンガーソングライター、サラ。沖縄国際映画祭上映作品。「伊万里のまり」のエン
ディングテーマにオリジナル曲「アタシは、、、」が起用された他、響灘緑地（ひびきなだりょくち） 
グリーンパークのwinterCMソングにオリジナル曲「ともに」が起用されるなど、ソングライター、シン
ガーとしても注目を集めている。現在、シングルとアルバムが発売中。 
＠中央ステージ：8/3（15:00～）・8/4（16:30～） 

LYRA ライブ 
2017年8月にアクティブハカタから結成された『LYRA（リラ）』。 
メンバーは、白季知花（しらき ともか）／森千咲穂（もり ちさほ）／安珠実の３人組フォーマンスユ
ニット。一人一人が光り、またお互いを照らしあうことによって更に大きな星となるよう、独自のカラー
を持ちながら活動しております。歌、ダンスはもとより演技やミュージカル、タップダンス等もこなす異
色のパフォーマンスユニットです。 
＠中央ステージ：8/3（17:00～）・8/4（15:30～） 

鈴木亜美 DJステージ 
1998年「love the island」で 
デ ビュー。国内のみならず、韓国、 
台湾、上海、オーストラリア、LA 
などで、Girls DJとして活躍。 
歌手、女優、DJと活動の幅も広げ映画、 
ドラマ、舞台と多数出演。 
＠中央ステージ：8/4（13:00～） 

ベッド・イン ライブ 
益子寺かおり(ボーカル、おみ足担当)、中尊寺まい(ギター&ボーカル、パイオツカイデ～担当)による、 
地下セクシーアイドルユニット「ベッド・イン」。日本に再びバブルの嵐を起こすべく、80年代末～ 
90年代初頭へのリスペクト精神により完全セルフプロデュースで活動中。2012年、お互い別のバンドで 
活動していた二人が、猫も杓子もロリロリ重視の現代のアイドルシーンに殴り込みにイクかと一念勃起。 
バンド歴の長い二人による、ロック姐ちゃんなライブパフォーマンスと『おやじギャル』的な発言や
Twitterが話題となり、日本各地を毎度おさわがせします中！かおりの逞しいドヤ顔ヴォイスと、まいの 
下心をつん裂くギタープレイによる「ボディコンロック」に酔いしれろ！弾けないバブルを貴方に… 
＠中央ステージ：8/4（15:00～＆17:00） 

映画『ライオン・キング』公開記念スペシャルステージ 
あの「ライオン・キング」が、実写もアニメーションも超えた驚異の映像“超実写版”で映画化！世界最高峰の 
“キング・オブ・エンターテイメント”へと進化した映画『ライオン・キング』（8月9日（金）公開）の公開を 
記念したスペシャルステージ。 
＠中央ステージ：8/4（16:00～） 

© 2019 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved. 
2019年8月9日（金）全国公開 

fumika ライブ 
福岡市早良区出身、"魂の震える歌声””奇跡の歌声”と称されるアーティスト。2011年1万人応募のオーディ
ションでグランプリを獲得しメジャーデビュー。その後映画「HAYABUSA」（竹内結子/西田敏行主演）の 
主題歌や数々のCMタイアップ、またアニメのテーマソングを担当。自身の代表曲「Endless Road」は鉄拳
「振り子」とコラボし動画サイトで話題、号泣ウエディングソングとして毎年上位にランクイン。その歌声は
海外でも評価され、イタリアでは2000人の観衆をスタンディングオベーションに巻き込むなどワールドスタン
ダードな実力を誇る。マツダ「オールスターゲーム」のヤフオク！ドーム開催時には国歌独唱も担い、観衆を
圧巻。その稀有な歌声、表現力で現在も東京/福岡中心に活動を展開中。 
＠中央ステージ：8/4（14:30～） 
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EAT,DRINK＆more 
2019年7月12日 

全国８都市で開催される「JIM BEAM SUMMER FES2019」が、 
九州で唯一、天神・きらめき通りで開催！ 

特設の「JIM BEAM STAGE」で、おいしい「ジムビームハイボール」と 
ライブ＆グルメをお楽しみください！ 

◇聖地大分 からあげ専門店 うまから（中津唐揚げ） 

◇foodsfrontier-ank（肉料理、アスパラ豚バラ巻き、蓮根ウインナー） 

◇ミツヨシ福岡（鴨料理、タンドリーチキン） 

◇沙綾庵（和菓子、みたらし団子、わらび餅、フルーツ大福、さきいか） 

◇旬菜処 くぎ（ピリ辛牛スジ煮込み） 

◇糸島マサキ（糸島コロッケ） 
                     

                                        ※メニューは変更になる場合がございます。 

公開生放送 

特別番組 
 「FUKUOKA STREET PARTY～天神さまのYOU通り～」 

  放送日時／8月3日（土）14:00～14:54 
MC／ＨＡＲＵ・中上真亜子 

天神・きらめき通り歩行者天国「FUKUOKA STREET PARTY」から生中継。 

夏のテーマは「ミュージック」。 

軽快な音楽と共にジムビームハイボールで盛り上がる 

様子などをご紹介します。 

未成年者の方や、車を運転される方の飲酒は法律で禁止されています。 
また、アルコールに弱い方に無理にお酒を勧めることもおやめください。 

RKBテレビ番組 



本件のお問い合わせ先 

We Love 天神協議会 事務局 貞包（サダカネ） 

  電話：092-734-8750  FAX：092-718-7331  E-mail ： tenjin@nnr.co.jp 

 

NEWS RELEASE 

5 

「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） 
     【第１１回】テーマ：ダンス 
    ・日 時／2018年11月17日（土）・18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。「FUKUOKA STREET PARTY」史上最多の１１１組のダンスチームが出演した。 
    ・動員数／136,000人（2日間） 
   【第１2回】テーマ：ファッション 
    ・日 時／2019年3月23日（土）・24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。路上でのファッションショーの他、キャッシュレスサービスを実施した。 
    ・動員数／126,000人（2日間） 

参考資料 


