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福岡経済記者クラブ加盟社

各 位
福岡アジアファッション拠点推進会議

ファッションマンス福岡アジア２０２０
～ファッショナブルな街「福岡」をさらに楽しむ春のフェスティバル～
福岡アジアファッション拠点推進会議（会長：藤永憲一 福岡商工会議所会頭）は、3 月 6 日（金）～3 月
29 日（日）の期間中、福岡市中心部において、ファッション、グルメ、ビューティー、エンタメなど福岡発
のカルチャー＆クリエイティブを存分に楽しめる「ファッションマンス福岡アジア 2020」を開催します。
今回から、福岡アジアコレクション（FACo）とファッションマンス福岡アジア（F マンス）を融合し、福
岡ブランドの更なる認知度向上を図るとともに、福岡市美術館や旧福岡県公会堂貴賓館などの公共施設を活
用したファッションイベントを実施するなど、福岡市民のみならず国内外多くの方に、
「ファッションの街福
岡」をより身近に感じていただける事業を展開します。
つきましては、事前ならびに当日の周知方にご協力賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
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２０２０年３月６日（金）～２９日（日）
福岡市内全域の市内の商業施設、公共施設、セレクトショップ、飲食店等
福岡アジアファッション拠点推進会議
福岡県／福岡市／福岡商工会議所
ファッションを軸に，美容や食等のコンテンツを融合した様々なイベントを開催。
期間中に展開されるイベントは次のとおりです（注目イベントは次ページに記載）。
※詳細は、Ｆマンスホームページ（https://f-month.com/）にてご確認ください。
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福岡アジアファッション拠点推進会議
（福岡商工会議所 産業振興部 産業振興グループ
TEL：092-441-1119 FAX：092-441-1149
E-mail：fafashion@fukunet.or.jp
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田中、里見、酒匂)

Point①


NEW！ Fashion EVENT ファッションの現在（いま）を感じるイベント

FUKUOKA DESIGNERS SUMMIT（福岡デザイナーズサミット） ※実施内容の詳細は、現在調整中。
日
会
内

時：3 月 7 日(土) 14:00～16:00
場：旧福岡県公会堂 貴賓館（福岡市中央区西中洲 6-29）
容：次世代を担う学生等に向けて、福岡在住のデザイナーを一同に集め、
地域での活躍をテーマにパネルディスカッションを実施。
問合せ：福岡アジアファッション拠点推進会議（T：092-441-1119）


FUKUOKA ASIA DESIGNERS SHOW 2020（福岡アジアデザイナーズショー2020）
※詳細は、参考資料①を参照。
日
会
内

時：3 月 14 日(土) 15:30～21:00
場：福岡市美術館（福岡市中央区大濠公園 1-6）
容：福岡市美術館初のファッションショー。
衣装は、レディー・ガガ等の衣装を手掛けた世界的なコスチューム
ARAKI SHIRO 氏
デザイナーARAKI SHIRO 氏が製作し、トークショーにも登場。
また，若手デザイナーを対象としたコンテストも実施。
料 金：①ARAKI SHIRO トークショー （午後 3 時半～5 時）
一般 1,800 円、高校・大学・専門学生 1,200 円
（当日各 2,000 円、1,500 円）
②ファッションショー （午後 6 時～6 時半） 申込不要、無料
③アフターパーティ（午後 7 時～9 時）3,500 円
※ デザインコンテストの結果発表も行います。
④ALL PASS （上記①～③のチケット）5,000 円
ARAKI SHIRO 氏 過去の作品
問合せ：（株）Quantize（ｸｫﾝﾀｲｽﾞ）（T：092-791-2522）
Ｈ Ｐ：http://www.quantize-dressline.com/blog/2020/01/19/fukuoka-asia-designers-show-2020Point② CREATOR’S LABO 商業施設とクリエイターのコラボイベント
※詳細は、参考資料②を参照。
昨年 10 月 16 日に開催した、Ｆマンスのオリジナルコンテンツ（イベント）を創出する「マッチングミー
ティング」をきっかけに生まれた『コラボイベント』。様々なファッション・クリエイティブイベントが、福
岡市内各所で開催されます（その他イベントはホームページに掲載）。
岡村しんしのダンボールハウス

2020FUKUBI チャリティイベント

3 月 4 日(水)～10 日(火)
10：00～20：00

3 月 8 日(日)
10:00～17:00

@大丸福岡天神店地下 1 階

@天神コア 3F（フリースペース）

通常捨てられてしまう「ダンボール」をスマイルクリ

美容学生によるチャリティネイル。

エイター岡村しんし氏によって楽しい空間へアレン

福岡美容専門学校でネイルを勉強した学生がお客様の

ジ！グッズ販売会とワークショップも同時開催。

お好きなカラーネイルを行います。
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Point③ NEW！“Fashion Meets FUKUOKA”
※詳細は、参考資料②を参照。

pop up shop

福岡のクリエイターによる、福岡らしいファッション・雑貨類を扱う期間限定
ショップを開設。
①3 月 6 日（金）～9 日（月） @イムズ２階エスカレーター横特設会場
②3 月 11 日（水）～17 日（火）@博多阪急８階特設会場

日本製の新しいエコバッグが
テーマの「AZUMA」

Point④ RENEWAL！ 福岡アジアコレクション（FACo）2020
※詳細は、参考資料③を参照。
2009 年にスタートしたファッションショー『福岡アジアコレクション（FACo）
』
が、福岡市中心部・天神で身近に楽しめるようになりました。
“福岡のファッションをより身近に”をテーマに、ファッションショー
やデザイナーによるトークショー、ライブイベントなども開催。
詳細は、FACo 公式ホームページ（http://faco.jp）にてご確認ください。
開催日：3 月 28 日(土)
会 場：下記のとおり
 カルチャー FACo（ソラリアプラザゼファ）12:00～17:00(予定) ※入場無料
福岡ブランドのファッションショーに加え、ブランドのデザイナーやメーカーの作り手による衣装解
説などのトークショーを開催。
 ストリート FACo（天神きらめき通り） 15:00～（予定) ※入場無料
天神の中心部で繰り広げられるレッドカーペットファッションショー「FUKUOKA STREET PARTY」に福
岡発のブランドが登場
 クラブ FACo（グランドミラージュ）18:30～24:00(予定)
※チケット：3,300 円（予定） ※２月下旬に発売開始予定
福岡で人気のクラブにて、話題の DJ・アーティスト・モデルによる音楽とファッションのステージイ
ベントを実施。

[出演決定ゲスト]江野沢愛美

[出演決定ゲスト] 松川菜々花

[出演決定ゲスト DJ] DJ KOO

※福岡アジアファッション拠点推進会議
平成 20 年 3 月に設立。ファッション産業に関わる企業、地元経済界、教育機関、行政が緊密に連携し、人材
の確保・育成、ビジネス機会の拡大等を通じてファッション産業の集積を促進し、福岡のアジアにおけるファ
ッション産業拠点化を推進。
会長＝福岡商工会議所会頭、特別顧問＝県知事、市長、九経局長、企画運営委員会＝ファッション専門学校、
福岡商工会議所繊維ファッション部会、市内商業施設、デザイナー等

※本件については、県政記者クラブ及び市政記者クラブにも同時に資料配布しています。
3

