
実施期間：
〈天神地区〉3月6日（金）～9日（月）
　　　　　イムズ　2Fエスカレーター横特設会場

〈博多地区〉3月11日（水）～17日（火）
　　　　　博多阪急　8F ユトリエ

　当所では、ファッション関連企業、学校、福岡県や福

岡市などと連携（福岡アジアファッション拠点推進会議を

設立）し、福岡が持つ多くの優れたファッションコンテン

ツを活かして、国内・アジアの若者に対して「ファッショ

ンの街・福岡」を発信しながら都市ブランディングの向上

を目指しています。

　こうした取り組みの一環として、本年 3月6日（金）～3

月29日（日）まで「FASHION MONTH FUKUOKA ASIA

（略称 :Fマンス）」を開催し、市内各所の商業施設におい

てクリエイターとのコラボイベントや福岡で作られたアイテ

ムを取り扱う期間限定ショップを展開いたします。

　特に本年からは、「福岡アジアコレクション（FACo）」の会
【Fマンスとは】…アジアの若者に刺激を与える「ファッションの街・福岡」を国内・

アジアに発信する年に一度のファッションの祭典。

（その他コラボイベントは、ホームページに掲載いたします。）

場を福岡国際センターから市内中心部の商業施設等に変更

し、これまでのファッションショーだけではなく、デザイナー

によるトークショー等をFマンスのコンテンツとして一体的に

実施することで、福岡発のブランドの発信力をさらに高めて

いきます。福岡を訪れる方々が「ファッションの街・福岡」

を回遊し、満喫していただけるよう提案いたします。

　今回、期間中に市内各地で開催されるイベントなどを

ピックアップし、ご紹介いたします。

　詳しくは、ホームページをご覧いただき、ぜ

ひ市内各所のイベント会場にお越しください。

通常捨てられてしまう「ダンボール」をスマイルクリエイ

ター岡村しんし氏によって楽しい空間へアレンジ!グッズ

販売会とワークショップも同時開催。

岡村しんしの
ダンボールハウス

3月4日（水）～10日（火）
10:00～20:00
@大丸福岡天神店　東館地下１階

2020FUKUBI
チャリティイベント

3月8日（日） 10:00～17:00
@天神コア3F（フリースペース）

美容学生によるチャリティネイル。福岡美容専門学校

でネイルを勉強した学生がお客様のお好きなカラーネイ

ルを行います。（100円 ※施術料は全て寄付）

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

●商業施設×クリエイターのコラボイベント同時多数開催

Ｆマンス事務局が厳選した福岡らしいファッションアイテムおよび

雑貨類を扱う期間限定ショップです。

オリジナル性やデザイン性に優れた福岡らしいお土産のセレクト

ショップを期間限定でオープン!

　カジュアルに楽しめるファッション雑貨を中心に、生産者や生産の

背景に注目したアイテムを取り揃えます。

●福岡made Products（福岡で作られた）セレクトショップ

福岡アジアコレクション2020
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）』は、福岡市中心部・天神

で身近に楽しめるようになりました。

　デザイナーによるトークショーやラ

イブイベントなども開催。
（※出演ブランドなどの詳細は３月号でご紹介します。）

　期間中に市内各地で開催されるファッションイベントのご紹介です。

●ファッションイベント

3月14日（土） 15:30～21:00
福岡市美術館（福岡市中央区大濠公園1-6）

お問い合わせ：（株）Quantize（TEL：092 -791 -2522）
ホームページ：http://www.quantize-dressline.com/

主催：株式会社 Quantize
共催：クリエイティブ福岡推進協議会（事務局：福岡市経済観光文化局コンテンツ振興課）

第 1 部　トークショー　15:30～17:00　@ミュージアムホール　【有料】
料金（前売）… 一般 2000円（1800円）、学生1500円（1200円）

第2部　ファッションショー　18:00～18:30　@館内　【無料】
第3部　コンテストファイナルステージ結果発表&アフターパーティ　19:00～21:00
　　　　@2階レストラン　プルヌス　【有料】

料金 …3500円

　世界で活躍するデザイナーARAKI SHIRO 氏によるトークショー、ファッション

ショーを開催。また、ファッションショーでは、コンテストを通過した若手デザイ

ナーによる作品も登場。コンテストのグランプリは第3部のアフターパーティで発表。

＃カルチャー FACo
ソラリアプラザゼファ 特設ステージ

福岡ブランドのファッションショーに加え、

メーカーやブランドのデザイナーなどによる

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

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 evoL

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。（有料）

3月28日（土）

カルチャー・
ストリートFACo：12:00～17:00（予定）

クラブFACo　    ：18:30～20:30（予定）

▲ショーに参加する若手デザイナーの作品

撮影者：㈱エスエス　上田新一郎

Fashion EVENT
ファッションの現在（いま）を感じるイ
ベントは必見

CREATOR’ S LABO
ファッション・クリエイティブ（イベン
ト）が福岡の各所で開催

FACo2020
ファッションショーFACo（福岡アジア
コレクション）が街に飛び出す

Fashion Meets FUKUOKA
POP-UP SHOP
F マンスを代表する福岡土産キュレー
ション POP-UPショップ登場

HAVE FUN CAMPAIGN
外国人旅行者にお得で楽しい免税＆
特典がいっぱい

SHOP HOPPING
お得に楽しくファッション・カフェ・
グルメでまち歩き
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FUKUOKA ASIA DESIGNERS SHOW 2020
（福岡アジアデザイナーズショー2020）
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実施期間：
〈天神地区〉3月6日（金）～9日（月）

イムズ　2Fエスカレーター横特設会場

〈博多地区〉3月11日（水）～17日（火）
博多阪急　8F ユトリエ

　当所では、ファッション関連企業、学校、福岡県や福

岡市などと連携（福岡アジアファッション拠点推進会議を

設立）し、福岡が持つ多くの優れたファッションコンテン

ツを活かして、国内・アジアの若者に対して「ファッショ

ンの街・福岡」を発信しながら都市ブランディングの向上

を目指しています。

　こうした取り組みの一環として、本年 3月6日（金）～3

月29日（日）まで「FASHION MONTH FUKUOKA ASIA

（略称 :Fマンス）」を開催し、市内各所の商業施設におい

てクリエイターとのコラボイベントや福岡で作られたアイテ

ムを取り扱う期間限定ショップを展開いたします。

特に本年からは、「福岡アジアコレクション（FACo）」の会
【Fマンスとは】…アジアの若者に刺激を与える「ファッションの街・福岡」を国内・

　　　　　　　アジアに発信する年に一度のファッションの祭典。

（その他コラボイベントは、ホームページに掲載いたします。）

場を福岡国際センターから市内中心部の商業施設等に変更

し、これまでのファッションショーだけではなく、デザイナー

によるトークショー等をFマンスのコンテンツとして一体的に

実施することで、福岡発のブランドの発信力をさらに高めて

いきます。福岡を訪れる方々が「ファッションの街・福岡」

を回遊し、満喫していただけるよう提案いたします。

　今回、期間中に市内各地で開催されるイベントなどを

ピックアップし、ご紹介いたします。

　詳しくは、ホームページをご覧いただき、ぜ

ひ市内各所のイベント会場にお越しください。

通常捨てられてしまう「ダンボール」をスマイルクリエイ

ター岡村しんし氏によって楽しい空間へアレンジ!グッズ

販売会とワークショップも同時開催。

岡村しんしの
ダンボールハウス

3月4日（水）～10日（火）
10:00～20:00
@大丸福岡天神店　東館地下１階

2020FUKUBI
チャリティイベント

3月8日（日） 10:00～17:00
@天神コア3F（フリースペース）

美容学生によるチャリティネイル。福岡美容専門学校

でネイルを勉強した学生がお客様のお好きなカラーネイ

ルを行います。（100円 ※施術料は全て寄付）

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

●商業施設×クリエイターのコラボイベント同時多数開催

　Ｆマンス事務局が厳選した福岡らしいファッションアイテムおよび

雑貨類を扱う期間限定ショップです。

　オリジナル性やデザイン性に優れた福岡らしいお土産のセレクト

ショップを期間限定でオープン!

　カジュアルに楽しめるファッション雑貨を中心に、生産者や生産の

背景に注目したアイテムを取り揃えます。

●福岡made Products（福岡で作られた）セレクトショップ

福岡アジアコレクション2020
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）』は、福岡市中心部・天神

で身近に楽しめるようになりました。

デザイナーによるトークショーやラ

イブイベントなども開催。
（※出演ブランドなどの詳細は３月号でご紹介します。）

期間中に市内各地で開催されるファッションイベントのご紹介です。

●ファッションイベント

3月14日（土） 15:30～21:00
福岡市美術館（福岡市中央区大濠公園1-6）

お問い合わせ：（株）Quantize（TEL：092 -791 -2522）
ホームページ：http://www.quantize-dressline.com/

主催：株式会社 Quantize
共催：クリエイティブ福岡推進協議会（事務局：福岡市経済観光文化局コンテンツ振興課）
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料金 …3500円
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ショーを開催。また、ファッションショーでは、コンテストを通過した若手デザイ
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