天神のクリスマスへ行こう2018
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警固公園がクリスマスパークへ衣替え！

2018年11月20日

『TENJIN HIKARI SQUARE』
11月22日（木）OPEN！
オープニングセレモニーを開催します！

いよいよ11月22日（木）より、「天神のクリスマスへ行こう2018」のメイン会場の１つ、

TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園）がオープンします！
天神のクリスマスカラー、気品あふれるシャンパンゴールドを基調としたイルミネーションを随
所に配置するほか、「駅」をモチーフにしたセンターオブジェ「TENJIN CRYSTAL STATION」
がパワーアップして登場します。毎年大人気のイルミネーション列車の動きに合わせて点滅する
光の演出もスタート！光の変化が生み出す素敵な空間をお楽しみください！
11月22日のオープニングセレモニーでは、「九州シティフィルハーモニー室内合奏団produce吹
奏楽団2018」の皆さんの華やかな演奏のもと、TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園）の点灯式と、
イルミネーション列車の出発式を行います。
ぜひ、シャンパンゴールドの光に包まれて素敵なひとときをお過ごしください！
【タイトル】
【 日 程 】
【 場 所 】
【プログラム】

TENJIN HIKARI SQUARE OPENING CEREMONY
2018年11月22日（木） 17:55～18:15
警固公園
17:55～ オープニングセレモニースタート
17:59～ 点灯カウントダウン
18:00～ TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園）一斉点灯
イルミネーション列車始発運行スタート
演奏「聖者の行進」「クリスマスメドレー」「いざ行け若鷹軍団」
18:15～ オープニングセレモニー終了後、イルミネーション列車営業スタート
※雨天時は上記内容が変更なる場合がございます。

九州シティフィルハーモニー室内合奏団produce吹奏楽団2018

プロフィール

「九州シティフィルハーモニー室内合奏団」は今年8月に結成され、11月には那珂川市とも提携を結びました。
本日の「九州シティフィルハーモニー室内合奏団」は管楽器セクションを中心に、福岡の吹奏楽を先導し続ける
精華女子高等学校吹奏楽部OBを加えた、この日だけのスペシャル吹奏楽団です。 本日だけの音色をぜひご期待ください。
指揮：森口洋輔（九州シティフィルハーモニー室内合奏団ホルン奏者）

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）・酒見（サケミ）
電話：092-734-8750

FAX：092-718-7331

E-mail ： tenjin@nnr.co.jp
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KAGAYAKIを増した「光の駅」

『TENJIN CRYSTAL STATION』
バージョンアップして登場！

TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園）の「集い」のシンボル「TENJIN CRYSTAL STATION」
が、さらに輝きを増して登場します。「TENJIN CRYSTAL STATION」に集う、恋人、ファミリー、
外国人など多様な人にとって、「交流の場」に相応しく、さらに煌びやかでシンボリックに、ス
テーションコンテンツが充実します。
【主な変更点】 ①TENJIN CRYSTAL STATIONのシンボル、高さ7.2mのクリスタルタワーが、
七色に光り輝きます。青、赤、パープル・・・「駅」に集う人たちを、クリ
スタルの色彩が幻想的に包み込みます。
②Station name「TENJIN CRYSTAL STATION」のネオンサインを新設。
60年代のヨーロッパの駅のような、少し懐かしさを感じるネオン文字の駅名
サインが、ドラマチックなシーンを想像させます。

さらに「イルミネーション列車」の出発駅として
毎年大好評の「イルミネーション列車」
昨年からの「TENJIN CRYSTAL STATION」を乗降駅として運行しています。
今年は、「イルミネーション列車」の線路が登場！
本物そっくりにプリントされた線路が、「イルミネーション列車」の運行をサポートします。

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）・酒見（サケミ）
電話：092-734-8750

FAX：092-718-7331

E-mail ： tenjin@nnr.co.jp
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HIKARI輝くイルミネーションを見上げながらの列車の旅

『イルミネーション列車』
ボールライトイルミネーション登場！
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ボールライトイルミネーション
（イメージ）

★

子どもたちに大好評のイルミネーション列車が
今年も「TENJIN CRYSTAL STATION」を起点に
TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園）内を運行
します。
今年は、イルミネーション列車の動きに合わせ
て点滅するボールライトイルミネーションの演出
や、列車の接近を知らせる信号機が登場！
HIKARI輝くイルミネーションを見上げながら
ゆっくりと進む列車の旅をお楽しみください。

ボールライト
イルミネーション
設置樹木（予定）
イルミネーション列車
運行路線

イルミネーション列車
の接近を知らせる信号機

【運行期間】 2018年11月22日（木）～2019年1月6日（日）
※12月31日（月）、1月1日（火祝）は運行をお休みいたします。
【運行時間】〔平日〕15:00～21:00〔土日祝〕14:00～21:00
※11月22日（木）はオープニングセレモニー終了後からの営業となります。
※12月25日（火）～30日（日）、1月2日（水）～1月4日（金）は、
[土日祝]の時間帯で運行します。
※最終受付は20:00頃となっております。
※状況によって最終受付時間を早めることがございます。
※天候により中止となることがございます。
【利用料金】 300円/回
【定
員】 最大23名
※２歳以上から一人でご乗車可能です。
２歳未満のお子様は保護者もしくは１０歳以上の方同伴（有料）で
ご利用ください。
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）・酒見（サケミ）
電話：092-734-8750

FAX：092-718-7331

E-mail ： tenjin@nnr.co.jp
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警固公園が煌びやかな音色に満たされる

『クラシックミニコンサート』
①

②

③

④

⑤

九州を中心に各地で活躍するプロの若手クラシック演奏家による、金管楽器を中心
とした街角ライブです。シャンパンゴールドのイルミネーションの下で、ご家族、ご
友人、恋人とご一緒に、本格的な演奏をお楽しみください。
【タイトル】
【 場 所 】
【 日 程 】
【 時 間 】
【出演者】
① 11月23日
（金・祝）
嶺元大和

(トランペット)

西森咲弥 (トランペット)

クラシックミニコンサート
TENJIN CRYSTAL STATION 前（警固公園内）
11月23日（金・祝）・12月16日（日）・12月22日（土）
12月23日（日・祝）・12月24日（月・休）
①18:00～ ②19:00～
②

③ 12月22日

12月16日
（日）

（土）

エリシオン・フィルハーモニー・オーケストラ
指揮:Sing Lung

④ 12月23日

観覧
無料

⑤ 12月24日

（日・祝）

（月・休）
Ensemble Philos

國頭彩

(ファゴット)

岩崎香奈

(オーボエ)

道家由志愛

(ピアノ)

乙藤健太 (パーカッション)

村上哲也 (トランペット)

アンサンブル・フィロス

川頭我玄 (トランペット)

弘中優大 (ユーフォニアム)

大藪昌嗣 (ホルン)

熊川亜希 (ユーフォニアム)

田代泰地 (トロンボーン)

上岡敏宏 (テューバ)

宮原佑樹 (テューバ)

宮原佑樹 (テューバ)

※天候等により変更になる場合がございます。

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）・酒見（サケミ）
電話：092-734-8750

FAX：092-718-7331

E-mail ： tenjin@nnr.co.jp
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今年のX’masの思い出に！インスタ映え間違いなし！

『ハートオブジェフォトスポット』登場！
TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園）にお越

A

しの皆さまに写真撮影を楽しんでいただけるフォ
トスポットを設置します。併せてインスタグラム

B

を使用したキャンペーンも開催します（下記参照）。
「SNS映え」する写真を撮って投稿してください
！A

ウェルカムツリー

B

チューブライト

高さ：6.5m

オブジェ

NEW

C

NEW

D

天使の翼
ハートオブジェ

C

D

フォトスポット

フォトスポット

＃天クリ投稿でX’masプレゼントをゲット！

『インスタグラムキャンペーン』開催！
TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園）や、TENJIN Christmas
Market（福岡市役所西側ふれあい広場）の両会場を始め、各商業
施設のイルミネーションやクリスマス装飾で、一年でもっとも光
輝く天神を撮影して、インスタグラムに投稿していただいた方の
中から抽選で、素敵なクリスマスプレゼントを差し上げます！
【募集期間】

2018年11月22日（木）～12月25日（火）

【応募条件】

インスタグラムで天神のクリスマスに関する写真に
下記のいずれかのハッシュタグをつけて投稿してください。
#天神のクリスマスへ行こう、＃天神クリスマス
＃天神のクリスマスへ行こう2018

＃天クリ

＃TENJINCHRISTMAS

＃天神クリスマス2018 ＃天クリ2018

＃TENJINCHRISTMAS2018

【賞

品】

特賞の他、天神の各商業施設からのクリスマスプレゼント
※特賞や各商業施設からのクリスマスプレゼントは、下記特設WEBページ参照

【備

考】

応募についての詳細は天神のクリスマスへ行こう2018のHPをご覧ください。
特設WEBページ（https://tenjinsite.jp/xmas）
※当選の発表は賞品の発送を持って代えさせていただきます。
※何が当たるかはお選びいただけません。
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）・酒見（サケミ）
電話：092-734-8750

FAX：092-718-7331

E-mail ： tenjin@nnr.co.jp
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天神のクリスマスへ行こう2018
概要

【タイトル】「天神のクリスマスへ行こう2018」
【期
間】2018年11月2日（金）～2019年1月6日（日）※内容によって日程が異なります。
【場
所】天神地区の商業施設・街路樹、警固公園、福岡市役所西側ふれあい広場
【内
容】１．街路樹イルミネーション
2018年11月2日（金）～2019年1月6日（日）
66日間
２．TENJIN HIKARI SQUARE（警固公園）
2018年11月22日（木）～2019年1月6日（日） 46日間
① TENJIN CRYSTAL STATION
② イルミネーション列車 など
３．TENJIN Christmas Market（福岡市役所西側ふれあい広場）
2018年11月29日（木）～12月25日（火）
27日間
４．クリスマスイルミネーション（各商業施設イルミネーション）
※施設によって日程が異なります。
【主
催】We Love 天神協議会
【共
催】福岡市

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）・酒見（サケミ）
電話：092-734-8750

FAX：092-718-7331

E-mail ： tenjin@nnr.co.jp

