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天神・きらめき通りがファッションに彩られる2日間！ 

2019年3月15日 

VOL.２ 

第12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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スザンヌ出演！ 
ファッションウォーク 

福岡で人気のカフェ 
大集合！ 

子育てを頑張ってるママにも、 
天神を楽しんでほしい！ 

「ハイハイレース」開催！ 

～Fashion Avenue～ 

イベント詳細が決定しました！ 
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NEWS RELEASE 
2019年3月15日 

第12回 きらめき通り歩行者天国 

FUKUOKA STREET PARTY 2019 
～Fashion Avenue～ 

 
2019年3月23日（土）・24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.ファッションウォークなどのファッションに関連したプログラム 
         2.音楽ライブやストリートパフォーマンス 
         3.地域情報の発信ステージ（テレビ特別番組生放送ほか） 
         4.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  
   協  力:福岡アジアファッション拠点推進会議 

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 
3/23 土 .24 日 

12:00～18:00 

２ 
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Fashion Program 

３ 

Music & PERFORMANCE 

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・3/23＆3/24（13:00～） 

DEEP ライブ 
LDH JAPANに所属する福岡市出身のリーダーTAKA、YUICHIRO、KEISEIの３人組コーラスグループ。2009年グルー
プ名をCOLORからDEEPに改名。2018年を持ってメンバーRYOが卒業、現在は3人組コーラスグループとして活動中。 
@メインステージ・3/23（12:00～&15:30～） 

LYRA ライブ 
アクティブハカタのティーンズモデルタレントで結成された現在人気沸騰中の次世代パフォーマンスユニット。 
将来九州エンターティメントを支えるべく活動を広げています。 
＠メインステージ・3/23（16:30～）＠中央ステージ・3/23（12:00～）3/24（13:00～&17:00～） 

Active Performance Class/Ｋhronosライブ 
◇Active Performance Class-アクティブハカタ付属養成所『アクティス』で歌とダンスで皆様にパワーをお届け 
 出来るよう、パフォーマンスを重点的に強化しているクラスです。 
 それぞれの夢にむかって、演技・ナレーション・モデルなど様々の方面でも活動中です。 
◇Ｋhronos-2018年9月に結成されたパフォーマンスグループ。福岡の老舗事務所アクティブハカタに所属しメン 
 バー一人一人が俳優・タレントなど個々の活動も精力的に行っている。個人の得意な能力を活かしてお互いをプ 
 ロデュースしていくセルフプロデュース型グループ。結成当初より注目され初ライブにも関わらずチケットが 
 ソールドアウトになるなど話題を集めている。 
＠メインステージ・3/24（16:30～）＠中央ステージ・3/23（14:00～&17:00~）3/24（14:00～） 

道添祐一 ライブ 
18歳で上京し、音楽専門学校のボーカル科に入学。卒業後、YAMAHAのテープオーディションを通じてユニコーンの 
ギタリスト、手島いさむに認められ師事。プロデューサーとしてユニットとしてともに6年間活動。CDリリース、 
ライブ、ツアー などを経て2009年、地元長崎にワークスペース「ZOE STUDIO」を開設。2010年からはハウステン 
ボス場内にて年間約1000ステージに及ぶライブショーを開催中。総数は現在までに7600ステージ以上。 
＠メインステージ・3/24（13:45～&16:00～） 

波田陽区 お笑いステージ 
＠メインステージ 
・3/23（12:30～）3/24（12:00～） 
＠中央ステージ 
・3/23（16:30～）3/24（15:30～） 

九州プロレス 
昨年10周年を迎えた、九州を中心に活動する 
プロレス団体。九州を愛する全ての人々、 
企業、町を元気に！九州ば元気にするバイ！ 
＠中央ステージ・3/23（13:00～&16:00～） 

チーム＃久留米かすり 
久留米絣みらい研究室コッポラート×美ウォーキングTeam Ayano久留米絣ファッションウォーク。 
歴史ある久留米絣をイマ風にコーディネイトすることがテーマ。久留米大学の学生モデル＆一般参加のママモデルが
出演します。前半は、ファッションウォーク、後半は、久留米絣を楽しく着こなすコーディネイト術として、モデル
を使って久留米絣のジャケット、ストール、扇子、日傘、ハンチング帽などを紹介します。 
＠中央ステージ・3/23（15:30～） ＠メインステージ・3/24（15:30～） 

MR.BUNBUN パフォーマンス 
Mr.BUNBUNがお贈りする書道エンターテイ 
メントパフォーマンス、その名も『インポッシ 
ブル書道』様々な困難な状況を乗り越え『桜』 
と『龍』の画を描きます。空飛ぶ落款（印鑑）を是非ご覧ください。 
＠中央ステージ・3/24（12:00～＆16:00～） 

企業ＰＲステージ（資生堂) 
MAKE UP SHOW&TALK 
＠メインステージ・3/23＆3/24（14:00～）他 

ファッションウォーク 
様々な衣装をまとった出演者による春らしい2日間だけの特別プログラム！ 

 
@メインステージ～きらめき通り 

3/23＆3/24（15:00～） 
スザンヌ 

（3/23のみ出演） チーム＃久留米かすり 

※スケジュールは変更になる場合がございます。 

2019年3月15日 
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警固公園通り メルヘン通り 

西側広場     

中  央 

ステージ 

メ イ ン 

ステージ 

岩田屋本館    

岩田屋新館   

天  神 
きらめき 
スタジオ 

インフォメーション 

飲食・企業ＰＲブース 

歩行者専用道路化 

12:00～18:00 

ファッションウォーク 

音楽ライブ他を開催 
パフォーマンス他を開催 

「ハイハイレース」等を開催 

2019年3月15日 

ハイテーブル 

ベンチ 

テーブル 

＆ベンチ 
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EAT,DRINK＆more 

・浜焼き栄鮮魚（ポテサラちくわ天） 

・たこひら（たこ焼き） 

・イシダファーム（イチゴソフト） 

・牛タンと蕎麦のさえ木（もつ鍋） 

・聖地大分からあげ専門店うまから（から揚げ） 

・FF-ANK（蓮根のはさみ揚げ） 

・江口蒲鉾店（かまぼこ・竹輪）  

福岡の人気カフェが大集合！ 
・area coffee 
 福岡市中央区白金の閑静な街にある、深夜まで営業している 
 コーヒー屋です。名物『氷結イチゴミルク』は何処か懐かしい 
 優しい味です。ぜひお試し下さいませ。 

・CARBON COFFEE 
 『URBAN LOCAL』、『START』をコンセプトにコーヒー豆 
 からカップに至るまで、お客様を結ぶパートナー。 
 ART、カルチャーを発信するCARBON COFFEE // ARTOF LIFE。 

住友生命 

西部ガス 

ソフトバンクモバイル 

雲海酒造 
アサヒビール 

二鶴堂 
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勝っ
た方に『博多ぽてと』をプレゼントします♪
パパイヤ鈴木さんが踊る「ぽてっとダンス」
CMも好評OA中♡ 

協和 

「ハイハイレース」＆「おひるねアート撮影会」を開催！ 

住友生命 presents ハイハイレース♪ 
成長の中で、ほんの一瞬しかない「ハイハイ」時期のベビ
ちゃん大集合！ 毎回、笑いあり涙あり、大波乱のレース
模様？！ 頑張る小さな選手に、ぜひエールをお送りくだ
さい！ 当日参加につきましては、受付にお尋ねください。 

ハイハイレース 
＠西側広場・3/23（14:00～）3/24（12:00～） 

おひるねアート 
＠西側広場・3/23（12:00～）3/24（14:00～） 

【参加無料・先着順・事前予約制 https://www.l-ma.jp/article/10237.html】 

2019年3月15日 

＠西側広場 

健康増進型保険 住友生命「Vitality」の発売開
始を記念して、ストラックアウトブースを出展
します。みんなで高得点に挑戦し、賞品をゲッ
トしよう！ 

西部ガスブースでは、美味しいぜんざいや可愛い
風船を無料配布♪さらに、アンケートに答えてミ
ニクロワッサンもGET！ おトク情報やイベント情
報もあるので、ぜひ遊びに来てくださいね♪ 

携帯電話の料金の見直しや相談会を実施してお
ります！毎月の料金に納得していないあなた！ 
ぜひご相談ください！ 充電コーナーや抽選会な
ども準備しております。気軽にお立ち寄りくだ
さい！ お待ちしております☆ 

DaisukeART 
福岡出身の画家「宮本大輔」によるボディ
シール体験やアクセサリー販売、手描きの 
似顔絵制作などを実施。また、23日（土）
のファッションウォークでライブアートも 
行います！ 

原液美容のパイオニア、協和・ fracoraか
らご自宅のシャワーでキレイを磨くウルト
ラファインバブル美顔器『ミラブル』を 
発売致しました。fracoraブースで特別な 
体験会を実施しています！ 

吉田羊さんが出演するTVCMでおなじみの本格 
芋焼酎「木挽BLUE」を1杯100円でご提供しま
す。また、4/6(土)からRKBでスタートする 
新番組『BLUEでカンパイ！』のPRも行います。 

博多工場から直送、鮮度抜群の「アサヒスーパードラ
イ」や「ニッカハイボール」、「アサヒもぎたて」な
どをご用意しております。 
九州に、もっと乾杯を。 
アサヒビールは九州を応援し続けます。 

企業PRブース 

Fracora presents おひるねアート♪ 
寝転がり赤ちゃんの可愛い写真が撮れる大人気「おひるねアー
ト撮影会」！！ 天神のど真ん中、青空の下で開催！ 今イベン
ト限定で、人気おひるねアート講師による3つのアートが集結
します！ 当日参加につきましては、受付にお尋ねください。 

FUKUOKA STREET PARTY 
コラボステッカードリンクも登場！  

・THE ALLEY 
 タピオカブームの火付け役、話題の本格派ティースタンド 
 『THE ALLEY（ジ アレイ）』。来月天神エリアにグランド 
 オープンします。一足先に他では味わうことができない 
 芳醇なお茶をお愉しみください！  
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公開生放送 

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／3月23日（土）15:00～15:54 
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」をストリートから生中継。 

春のテーマは「ファッション」。 

ストリートファッションショーをはじめ、魅力の美味が集まる 

グルメブースなどを紹介します。 

６ 

2019年3月15日 

ＲＫＢ公開生放送 
FUKUOKA STREET PARTY 
～天神さまのＹＯＵ通り～ 
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酒見（サケミ） 

2019年3月15日 

同 時 催 開 

フリンジパーキング実証実験を開始します！ 
～天神に行く方限定で駐車料金最大500円+バス片道乗車券進呈～ 

 We Love 天神協議会と福岡市では，天神北部のボートレース福岡第１立体駐車場，天神南部のグラ

ンドパーキング（中央地所㈱）におきまして，西鉄バスおよび都心循環BRTと連携したフリンジパー

キングの実証実験を3月16日（土）から実施いたします。 

 フリンジパーキングとは，都心部へのマイカー乗り入れを減らすため，都心周辺部に駐車して路線

バスなどの公共交通機関で都心の目的地まで行くシステムです。 

 本実証実験にご協力いただきました方は，駐車料金が最大500円となるほか，お帰りの際にご利用

いただける西鉄バス片道乗車券を乗車人数分進呈いたします。この機会にフリンジパーキングをご利

用ください。 

■実証実験の概要 

実施期間 2019年3月16日（土）～2020年3月（予定） 

対象駐車場 〔天神北〕ボートレース福岡 第1立体駐車場 
（福岡市中央区那の津1-4-26） 

営業時間 9:00～21:30 
収容台数 約1,000台 

〔天神南〕グランドパーキング 
（福岡市中央区渡辺通1-1-3） 

営業時間 24時間営業 
収容台数 370台 

駐車料金 最大500円（入庫日当日限り） 最大500円（入庫後12時間まで） 

利用特典 乗車人数分の西鉄バス片道乗車券を進呈 

利用条件 ・天神に行く方限定となります 
・駐車券を福岡市観光案内所（天神）にお持ちください〈割引認証のお手続きをいたします〉 
 ※観光案内所 福岡市中央区天神2-1-1 ライオン広場内（営業時間 9:30～19:00） 

・西鉄バス片道乗車券は観光案内所にてお渡しします 

運営体制 実施主体：We Love 天神協議会，福岡市 協力企業：中央地所株式会社、西日本鉄道株式会社 

●都心循環BRT 

 従来のバスよりも 

 速く，時間通りに 

 たくさんの人を 

 運ぶ，分かりやすく 

 使いやすいシステム 

都心循環BRTバス停を新設します！ 
 

フリンジパーキング実証実験にあわせて，
ボートレース福岡前に都心循環BRTバス停
「福岡市民会館」を3月16日に新設します 
【運賃】天神～福岡市民会館 100円 
    （小児50円） ボートレース福岡 

第1立体駐車場 

グランドパーキング 

参考資料 
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「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） 
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