
                                                                 
令和２年１月 22 日 

市政記者 各位               
経済観光文化局国際経済・コンテンツ部 

コンテンツ振興課 
 

福岡市美術館初のファッションショー 
「FUKUOKA ASIA DESINERS SHOW 2020」 

チケット発売開始！ 
 

下記のとおり，市美術館で初のファッションショーを開催します。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デザイナー「ARAKI SHIRO」氏が製作し，トークショーにも登場。また，衣装

の一部は，九州大学との共働により，自然の素材を活用して製作する環境に優しいファッションショーです。 

 本日より，チケットの発売を開始いたしましたので，周知方よろしくお願いします。 

 

記 

 

■日時：令和２年３月 14 日（土） 午後３時半～９時 

■会場：福岡市美術館 

■主催：株式会社 Quantize（クォンタイズ） 

■共催：クリエイティブ福岡推進協議会（事務局：福岡市コンテンツ振興課） 

■内容・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(当日は各2,000 円,1,500 円) 

       ②ファッションショー（午後６時～６時半）… 申込み不要，無料 

       ③コンテスト結果発表＆アフターパーティ（午後７時～９時）… 3,500 円 

       ④ALL PASS（上記①＋③のチケット）… 5,000 円 

■チケット購入方法：チケットサイト「kinchaku」にて購入。 

https://app.kinchaku.com/widget/8f8bb17b-65e9-4a9f-bead-5975d76dc710 

※ イベントの詳細は，(株)Quantize ホームページで公開中。 

http://www.quantize-dressline.com/ 
 
 
  

 
 
・ 平成 31 年３月にリニューアルオープンした市美術館という，ユニークベニューで開催。 

 ・ 美術館の屋内階段を使い，照明や音響を効果的に活用して演出。 
 ・ ファッションに興味がある方に加え，美術館来館者等の新たな層にアプローチ。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Point① 福岡市美術館初のファッションショー！ 

本イベントのロゴ 

チケット購入サイトのコード 

参考資料① 

http://www.quantize-dressline.com/


                                                                  
 
 
   

・ ARAKI 氏はレディー・ガガや MISIA 等，国内外多数のアーティストの衣装 
を手掛ける。平成 29 年より福岡市に拠点を移し，活動中。 

 ・ 本ファッションショーでは，新作数点を発表予定。 
  
 ★ARAKI SHIRO 氏プロフィール 
   平成 23 年，イギリスのボーンマス芸術大学大学院 

修士課程を首席で卒業。コンセプトは非日常空間の創造。 
人工的，自然的な素材をMIX して生み出される有機的 
なフォルムづくりをクリエーションの特徴としている。 

手掛けたアーティストは、LADY GAGA/MISIA/ 
柴咲コウ/蛯原友里/ゆず/小柳ゆき/永瀬正敏/ 
乃木坂 46/欅坂 46/Flower/Aimer など 

 
 
 
 
  
 ・ 九州大学農学研究院及び同大学芸術工学研究院 SDGs デザインユニットとの共同プロジェクト 

により，衣装の一部は蚕の真綿を素材に使用。 
 ・ 蚕の真綿とナノセルロース※を衣装に使うことで「製作過程で二酸化炭素を排出しない」， 

「劣化に強く約千年保たれ，石油由来の化学繊維を使用して 
いないため最後は土に還る」等，自然環境に優しく， 
SDGs に貢献するサステナブルなファッションショーが実現。 

 ・ 素材の一部は，福岡市科学館で行われた「カイコの繭から 
真綿つくり」ワークショップで，市民に製作いただきました。 

 
 ※サステナブル  … 持続可能な 
 ※ナノセルロース … 植物の細胞壁の主成分であるセルロースをナノレベルにまで微細に解きほぐしたもの 
 
 
 
 
 
・ 対象は学生や若手デザイナー。 
・ 40 名の応募があり，現在審査中。最終選考に残った数名の作品がショーに登場。 

 
 

＜問い合わせ先＞ 
[資料提供] 福岡市経済観光文化局国際経済・コンテンツ部コンテンツ振興課  

担当：堀，東島  TEL： 092-711-4329（内線 2517） 
[本イベントについて]  

株式会社 Quantize（クォンタイズ） 
担当：川野 TEL/FAX：092-791-2522（平日午前 10 時～午後７時） 

  E-mail：info@quantize-dressline.com 
  [九州大学とのプロジェクトについて] 
       九州大学大学院芸術工学研究院 SDGs デザインユニット TEL：092-553-9461 
 
 

ファッションマンス福岡アジア（F マンス）とは… 
 福岡市，福岡県，福岡商工会議所等で構成する「福岡アジアファッション拠点推進会議」が主催。毎年３月，
主に天神，博多地区で，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，様々なイベントを実施しま
す。本ファッションショーもF マンスの事業として開催。 

Point② 衣装を手掛けるのは世界的なコスチュームデザイナーARAKI SHIRO 氏！ 

Point④ 未来の ARAKI SHIRO を発掘！若手デザイナーのコンテストを実施！ 

Point③ 九州大学と共働！自然の素材を使用したサステナブル※ファッションショー！ 

ARAKI SHIRO 氏 

ARAKI SHIRO 氏の過去の衣装 

福岡市科学館のワークショップの様子 

mailto:info@quantize-dressline.com


FASHION MONTH FUKUOKA ASIA

参考資料②
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[主催]福岡アジアファッション拠点推進会議
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ファッションマンス福岡アジア(略称︓Fマンス）とは
アジアの若者に刺激を与える新しいファッション都市「ファッションの街・福岡」を国内・アジアに
発信し、国内外からの交流⼈⼝増加、都市ブランディングを図ることを⽬的に開催している街づくり
企画です。2013年に“ファッションウィーク福岡”という名称で⽴ち上がり、毎年1回3⽉2週間開催し
てまいりましたが、2019年にインバウンドに基軸を置いた“ファッションマンス福岡アジア”に名称変
更し、旅⾏需要を鑑み開催期間を1ヶ⽉間に変更いたしました。
福岡エリアの商業施設・ショップ・ファッションクリエイター全体で連携しながら“街のファッション
価値創造”を⾏い、アジアの⽅が来街回遊し楽しんでいただける「ファッションの街・福岡」をつくっ
てまいります。

▲参画社数 ▲集客⼈数 ▲期間中実施コンテンツ

ー FASHION WEEK FUKUOKA 2013〜2018 ー

ー FASHION MONTH FUKUOKA ASIA 2019 ー
2019.2-3
参画社数 501
集客⼈数 170万名
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■FASHION MONTH FUKUOKA ASIA 2020 実施概要
・会期 2020年3⽉6⽇（⾦）〜3⽉29⽇（⽇）
・会場 福岡市内（特に天神、博多地区）
・ターゲット 県内、県外、海外（主に韓国、台湾）の若年層（主に⼥性）

●集客や回遊性を高めるためのイベントの企画・実施
ファッション及び⾷やコンテンツなどを交え、アジアの若者層など外国⼈の誘客につながる
イベントを企画し、街が一体となった盛り上げを図る。

●主催 福岡アジアファッション拠点推進会議

●共催 福岡県／福岡市／福岡商工会議所

●協⼒ FUKUOKA WELCOME CAMPAIGN

●お問い合わせ 092-441-1119（福岡商工会議所内 福岡アジアファッション拠点推進会議 事務局）

●協賛・後援

■FASHION MONTH
FUKUOKA ASIA

(略称︓Fマンス）実施⽅針

MICE、観光、インバウンド⽀援（交流⼈⼝の増
加）に向けて、ファッションと映像などのコン
テンツ産業や美容や⾷の融合したアジアの若者
に刺激を与える新しいファッション都市
「ファッションの街・福岡」を国内・アジアに
発信し、国内外からの交流⼈⼝増加を図る。
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◆ 今年から新たに導⼊︕“よりすぐり福岡土産キュレーションPOP-UP

Fashion Meets FUKUOKA POP-UP SHOP
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が天神と博多に期
間期間限定でPOP-UPとしてオープン︕
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
が揃います。

◆ 魅⼒的なファッションイベントぞくぞく︕

FUKUOKA ASIA DESIGNERS SHOW 2020
世界で活躍するコスチュームデザイナーのARAKI SHIORO氏をお招き
し、福岡市美術館初となるファッションショー＆トークショーを開催。ファッ
ションショーには、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。

3.28SAT
FACoも開催︕



4

◆ 昨年好評だった店めぐりが週替わりのテーマごとに楽しめるスタイルにバージョンアップ︕

SHOP HOPPING
キャッシュレス決済を利⽤すると期間限定でお得な特典を受けられるお店が勢ぞろい︕
今年はスマホのウォレット機能を活⽤したデジタルスタンプラリーも開催。
お得に街歩きを♪
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◆ 昨年に引き続き福岡地元クリエイターが活躍する期間限定イベントもりだくさん︕

CREATOR’S LABO
ファッションビル×地元クリエイターのコラボイベント同時多数開催︕

AND MORE…︕

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︕

◆ 外国⼈旅⾏者が買い物を楽しめるインフラも︕

AND MORE…︕
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◆ 多⾔語同時翻訳を活⽤したオープニングイベントも︕

OPENING EVENT
着物からできた⽷「kimono yarn」でトートバッグづくりができるオープニングイベントを開催︕

もう使われることがなくなった着物をアップサイクルし、織物・編み物⽤のヤーン（⽷）に加工したkimono 
yarn。多種多様なヤーンを使いお土産にもぴったりな雑貨をつくるワークショップを開催︕



参考資料③


















