
 
 

 

市政記者 各位  

（福岡県政記者，経済記者と同資料提供） 

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 
 

平成3１年３月６日（水）１１：００ 

 

 

 

 

 

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、今年も「福

岡アジアコレクション（ＦＡＣｏ）」を開催いたします。 

報道関係の皆様におかれましては、当日の取材方につきましてご協力を賜りますようお願い申し

上げます。 

記 

 
「福岡アジアコレクション（ＦＡＣｏ）201９ SPRING-SUMMER」 

 
【日 時】 平成3１年3 月２４日（日） 開場12：00～ 
       1st STAGE 13：00～／2nd STAGE 15：30～／3rd STAGE 18：00～ ※予定  
 
【会 場】 福岡国際センター（福岡市博多区築港本町２－２） 
 
【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 

 
※ＦＡＣｏ公式ホームページ  http://faco.jp/ 

 

恐縮ではございますがメディアパスの準備等の関係で、取材は事前申し込みとさせていただい

ております。申込方法につきましては， 別紙をご参照ください。 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

（参 考）福岡アジアファッション拠点推進会議（平成 20年 3月設立） 

       福岡をアジアにおけるファッション産業の拠点とすることを目指し、ファッション関連企業、教育機関、

行政などで設立した組織で、「福岡アジアコレクション（ＦＡＣｏ）」をはじめ、ファッション産業振興の

ための各種事業を展開しています。 

          会 長：福岡商工会議所会頭、 特別顧問：九州経済産業局長、福岡県知事、福岡市長 

     構 成：ファッション関連企業・団体、教育機関、デザイナー等 

     事務局：福岡商工会議所 産業振興部       TEL：０９２－４４１－１１１９  

＝福岡アジアファッション拠点推進会議＝ 

「福岡アジアコレクション（ＦＡＣｏ）」  

当日取材のお願い 

【このリリースに関するお問い合わせ】 
■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，三浦  TEL 092-711-4329（内線2517） 

 
【取材申込書提出先、取材に関するお問合せ先】 
■福岡アジアコレクション事務局（ＲＫＢ毎日放送株式会社内） 
〒814-8585 福岡市早良区百道浜２－３－８ 
ＴＥＬ：０９２－８４４－８８３７、ＦＡＸ：０９２－８４４－８８３５ 

 

＜昨年の様子＞ 



「福岡アジアコレクション」取材のご案内

　各社の皆様方におかれましては、平素より格別のお引立てを承り誠にありがとうございます。

　今年も、3月24日（日）「福岡アジアコレクション／FUKUOKA ASIA COLLECTION」

を開催する運びとなりました。　

　本イベントは、福岡のファッション関連企業・団体・教育機関・行政などで構成する

「福岡アジアファッション拠点推進会議」の主催によるアジアにおけるファッション産業拠点

「福岡」の実現へ向けたイベントとして、国内はもちろんアジアへ向けて強い存在感と、

ファッションを通した華やかなメッセージを発信していくことを目的に今年も開催して参ります。

　本イベントを取り上げていただき、福岡のファッション産業をご支援頂きますようお願い

申し上げます。

　なお、取材いただける場合は、3月15日（金）までにお申込書をご提出頂きますようお願い致

します。また、誠に申し訳ございませんが、スペースに限りがあるため申込多数の

場合は先着順とさせて頂きます。

皆様のご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い致します。

　　　2019年　3月吉日

福岡アジアファッション拠点推進会議

福岡アジアコレクション事務局（RKB毎日放送）
〒814-8585 福岡市早良区百道浜2-3-8

TEL 092-844-8837　FAX 092-844-8835

関係各位



取材規定

□ お申し込み期間
◎取材のお申し込みは3月15日（金）中必着でお願い致します。
尚、取材スペースに限りがあるため定員になり次第お断りさせて頂く場合もございます。予めご了承ください。

□ ご入場受付
◎会場入口にて受付を行います。必ず報道関係者受付にお立ち寄り頂きパスをお受取ください。※時間は予定です。
　1st／11：00～13：00　2nd／14：30～15：30　3rd／17：00～18：00
　※受付時間は、ステージ終了時間等で若干前後する可能性がございます。尚、ステージが始まりましたら受付致しません。　
※事前のお申込みがない場合は、当日のご入場はできません。

□ ステージ撮影について
◎ステージの撮影は、撮影スペースのみ可能です。原則「新聞社様」「通信社様」「TV局様」とさせて頂きます。
　尚、スペースの都合上、カメラマンと助手1名に限らさせて頂きます。
　その他の媒体様は、会期終了後、公式写真をお送りさせて頂きます。ご協力の程宜しくお願い致します。
　その他の媒体様でステージ撮影を希望の方は事前に企画内容をご連絡ください。事務局にて検討させて頂きます。
◎新聞社様、通信社様、TV局様の撮影は、ビブスを付けた方のみとさせて頂きます。（カメラマンには、受付にてビブスをお渡
　し致します。）※その他の媒体様は公式写真を会期終了後お送りさせて頂きますので当日送付先を受付にてお申し付けください。
◎新聞社様、通信社様、TV局様の撮影場所は、事務局へご一任いただきます。
◎1社複数カメラマンがいらっしゃる場合は、スペースの都合上お１人とさせて頂きます。
◎ショー進行中、ステージに向かっての撮影時のライティング、フラッシュ撮影は出来ません。
◎バックステージの撮影、取材はイベント制作、運営の都合上禁止とさせて頂きます。
◎出展者様、協賛社様関係の取材で掲載をご希望の場合、各モデル・タレント・他出演者等、所属事務所への権利処理の
　手続きが必要となります。詳細は事務局までお問い合わせください。

□ 新聞社様、通信社様、TV局様撮影ご希望ステージについて 
◎撮影スペースには限りがございますので各社、撮影スペースでの取材は、原則3ステージのなかで1ステージの
　取材とさせて頂き、各ステージ終了後入れ替えさせて頂きます。（お申込書にご希望ステージをご記入ください。）
　尚、お申し込み多数の場合、誠に勝手ながら先着順とさせて頂きます。定員になり次第、第2希望にさせて頂きます。
　予めご了承ください。出演者の詳細等は当日プレスキットにてご案内させて頂きます。

□ 会場内撮影について
◎ブース等自由に撮影、来場者への取材は可能ですが、来場者を掲載される場合は各社の責任のもと承諾をお取りください。
　肖像権等のトラブルが発生していますのでご留意いただきますようお願い致します。
◎2階での撮影、取材は禁止とさせて頂きます。また、アリーナでのステージの撮影も禁止とさせて頂きます。

□ 出演者への取材について
◎タレント、モデル、アーティスト等出演者への取材は一切できません。予めご了承ください。

□ WEB掲載について
◎主催者が報道の一環と認めた媒体に関しましては画像掲載可能です。その際は下記規約を遵守いただきますようお願い致
　します。但し、動画につきましては一切禁止とさせて頂きます。
　①掲載期間は、イベント終了後3ヵ月とします。
　②動画は一切禁止とさせて頂きます。
　③掲載前に必ず事務局に掲載内容をお送りください。

□ その他
◎プレス席を3階に設けております。記者の方は3階プレス席またはアリーナにての取材をお願い致します。
◎控室をご用意する予定です。当日ご案内させて頂きます。

□ 駐車場
◎駐車場はご用意できませんので会場周辺の一般駐車場をご利用ください。



提出期間 3月15日（金）中必着
事前のお申し込みがない場合は、当日のご入場はできません。

取材申込書

提出先
お問い合せ先

福岡市早良区百道浜2丁目3-8 TEL：092-844-8837 （福岡アジアコレクション事務局　森宛）

御 社 名

掲載（放送）媒体 

当日ご来場者名 

★取材stage

※いずれかに
　印をつけて下さい

※新聞社様、通信社様、TV局様のみご記入ください

※新聞社様、通信社様、TV局様のみご記入ください

※上記以外の媒体様のみご記入ください

住    所

ご担当者名

ご 連 絡 先 TELE-mail FAX

携帯番号

所属部署

〒

媒体（放送）名

掲載（放送）予定日

お名前（ふりがな）No

1

2

3

※どちらかに印をつけて下さい

取材者　／　カメラ

取材者　／　カメラ

取材者　／　カメラ

第1希望 □ 1st Stage 13：00～ □ 2nd Stage 15：30～ □ 3rd Stage 18：00～

第2希望 □ 1st Stage 13：00～ □ 2nd Stage 15：30～ □ 3rd Stage 18：00～

ご来場時間 □ 1st Stage 13：00～ □ 2nd Stage 15：30～ □ 3rd Stage 18：00～

★印：撮影スペースには限りがございますので1社 3ステージのなかで1ステージのみの撮影とさせて頂きます。
　　 ご希望のステージに印をつけて下さい。

尚、各ステージで申込多数の場合は、勝手ながら先着順とさせて頂きます。
定員になり次第、第2希望にさせて頂きます。予めご了承ください。
当日ご来場者の方全員お名前をご記入下さい。当日受付にて確認させて頂きます。

【注】上記にもれなくご記入の上、3月15日（金）中までに事務局までFAXまたはEmailにてご提出ください。

［FAX］092-844-8835　［Email］mori@dip-s.co.jp



主 催
福岡アジアファッション拠点推進会議

運 営
福岡アジアコレクション事務局（RKB毎日放送）
〒814-8585 福岡市早良区百道浜2-3-8

TEL 092-844-8837 FAX 092-844-8835

取材のご案内及び手引き

開催期日：2019年3月24日（日）

会  場：福岡国際センター



1はじめに

　各社の皆様方におかれましては、平素より格別のお引立てを承り誠にありがとうございます。

　本年も3月24日（日）「福岡アジアコレクション／FUKUOKA ASIA COLLECTION」を開

催する運びとなりました。　

　本イベントは、福岡のファッション関連企業・団体・教育機関・行政などで構成する「福岡アジ

アファッション拠点推進会議」の主催によるアジアにおけるファッション産業拠点「福岡」の実

現へ向けたイベントとして、国内はもちろんアジアへ向けて強い存在感と、ファッションを通し

た華やかなメッセージを発信していくことを目的に今年も開催して参ります。

　本イベントを取り上げていただき、福岡のファッション産業をご支援頂きますようお願い申

し上げます。

　なお、取材規定等ございますので「取材のご案内及び手引き」をご熟読いただきますようお願

い申し上げます。

　皆様のご理解とご協力の程、何卒よろしくお願い致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2019年　3月吉日

福岡アジアファッション拠点推進会議



□ 福岡アジアコレクション／ FUKUOKA ASIA COLLECTION 2019 SPRING-SUMMER

会　　場

会　　期

開場時間

開演時間

料　　金

主　　催

共　　催

企画制作

制作協力

後　　援

協　　力

運営協力

公式HP

お問い合わせ

福岡国際センター

〒812-0021　福岡市博多区築港本町2-2　

TEL.092-272-1111

2019年 3月24日（日）

12:00

1st stage 13:00 / 2nd stage 15:30 / 3rd stage 18:00  ※予定

アリーナプレミアム席 ￥10,000 / アリーナ指定席 ￥8,500

2Fプレミアム席 ￥5,500 / ２Ｆ自由席＋アリーナスタンディング ￥3,500

アリーナスタンディング ￥2,500 ※原則として未就学児の入場は出来ません。

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

RKB毎日放送

毎日放送

九州経済産業局、一般財団法人日本ファッション協会、一般社団法人日本アパレル・

ファッション産業協会、一般財団法人 ファッション産業人材育成機構、西日本新聞

社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞社、産経新聞社、日刊工業新聞社、繊研新聞

社、TNCテレビ西日本、FBS福岡放送、九州朝日放送、TVQ九州放送、CROSS 

FM、LOVE FM、西日本リビング新聞社、福岡繊維卸協同組合　（順不同）

asianbeat FUKUOKA,JAPAN

福岡県美容生活衛生同業組合、福岡美容専門学校、大村美容ファッション専門学校、

香蘭ファッションデザイン専門学校

http://faco.jp/

全般：福岡アジアコレクション事務局 / 092-844-8837

チケット：ローソンチケット ☎0570-084-008 / チケットぴあ ☎0570-02-9999

2実施概要



□会場までのアクセス

□会場アクセスマップ

堤

博多駅
シティ銀行前
Fのりば 88番
（中央埠頭行き）

博多駅
シティ銀行前
Fのりば 99番
（博多埠頭行き）

ソラリアステージ前
2Aのりば 80番

（クルーズセンター・中央埠頭行き）

国際センター
サンパレス前

国際センター
サンパレス前

国際会議場
サンパレス前

JR博多駅（博多口）

バス11分

3会場案内



□周辺駐車場（有料駐車場）

　駐車場はご用意できませんので一般の駐車場をご利用下さい。
　尚、料金等変更になっている場合もございます。予めご了承ください。

①市営築港駐車場
　ベイサイドパーキング1

②ベイサイドパーキング2

③博多ぴあトピア駐車場
　(マリンメッセ福岡前)

④福岡国際会議場駐車場

⑤福岡サンパレス
　ホテル＆ホール駐車場

⑥NPC24H石城町パーキング

（収容台数／427台）

（収容台数／255台） 

30分100円（収容台数／149台）） ※イベントにより、利用できない日も有り

30分100円（収容台数／243台） ※イベントにより、利用できない日も有り

20分100円（収容台数／90台） ※イベントにより、利用できない日も有り

（収容台数／340台）

4周辺駐車場

□

□

□□□□□
□□□



）

Ｗ１搬出入口

Ｗ２搬出入口

Ｗ３搬出入口

Ｗ２，７００

Ｗ２，２００

Ｗ２，２００

Ｈ２，５００

Ｈ２，５００

Ｈ２，５００

Ｅ１搬出入口

Ｅ２搬出入口

Ｅ３搬出入口

，２００
，５００

Ｈ２，５００

，２００
，５００

Ｗ２，６５０

Ｈ３，６００ Ｈ３，６００
Ｎ２搬出入口 Ｎ１搬出入口

Ｗ３，３００ Ｗ３，３００

STOCK

STOCK

STOCK

STOCK

2
0
0
0

3
0
0
0

プレス控室

3.
6

m

3.
6

m

3.
6

m

3.
6

m

受付 ※受付にてパス、腕章をお渡し致します。

□会場図

・下記の会場図は、現在のものです。予告なく変更になる場合がございます。
　予めご了承ください。
・当日プレス受付を設けます。受付にてパス、ビブスをお受取頂き、着用ください。
・3階にプレス席を設けております。カメラマン以外の方はアリーナもしくは3階での取材をお願い致します。

会場図 5

撮影スペース拡大図

全体会場図



取材規定 6

□ お申し込み期間
◎取材のお申し込みは3月15日（金）必着でお願い致します。
　尚、取材スペースに限りがあるため定員になり次第お断りさせて頂く場合もございます。予めご了承ください。

□ ご入場受付
◎会場入口にて受付を行います。必ず報道関係者受付にお立ち寄り頂きパスをお受取ください。※時間は予定です。
　1st／11：00～13：00　2nd／14：30～15：30　3rd／17：00～18：00
　※受付時間は、ステージ終了時間等で若干前後する可能性がございます。尚、ステージが始まりましたら受付致しません。
　※事前のお申込みがない場合は、当日のご入場はできません。

□ ステージ撮影について
◎ステージの撮影は、撮影スペースのみ可能です。原則「新聞社様」「通信社様」「TV局様」とさせて頂きます。
　尚、スペースの都合上、カメラマンと助手1名に限らさせて頂きます。
　その他の媒体様は、会期終了後、公式写真をお送りさせて頂きます。ご協力の程宜しくお願い致します。
　その他の媒体様でステージ撮影を希望の方は事前に企画内容をご連絡ください。事務局にて検討させて頂きます。
◎新聞社様、通信社様、TV局様の撮影は、ビブスを付けた方のみとさせて頂きます。（カメラマンには、受付にてビブスをお渡
　し致します。）※その他の媒体様は公式写真を会期終了後お送りさせて頂きますので当日送付先を受付にてお申し付けください。
◎新聞社様、通信社様、TV局様の撮影場所は、事務局へご一任いただきます。
◎1社複数カメラマンがいらっしゃる場合は、スペースの都合上お１人とさせて頂きます。
◎ショー進行中、ステージに向かっての撮影時のライティング、フラッシュ撮影は出来ません。
◎バックステージの撮影、取材はイベント制作、運営の都合上禁止とさせて頂きます。
◎出展者様、協賛社様関係の取材で掲載をご希望の場合、各モデル・タレント・他出演者等、所属事務所への権利処理の
　手続きが必要となります。詳細は事務局までお問い合わせください。

□ 新聞社様、通信社様、TV局様撮影ご希望ステージについて 
◎撮影スペースには限りがございますので各社、撮影スペースでの取材は、原則3ステージのなかで1ステージの
　取材とさせて頂き、各ステージ終了後入れ替えさせて頂きます。（お申込書にご希望ステージをご記入ください。）
　尚、お申し込み多数の場合、誠に勝手ながら先着順とさせて頂きます。定員になり次第、第2希望にさせて頂きます。
　予めご了承ください。出演者の詳細等は当日プレスキットにてご案内させて頂きます。

□ 会場内撮影について
◎ブース等自由に撮影、来場者への取材は可能ですが、来場者を掲載される場合は各社の責任のもと承諾をお取りください。
　肖像権等のトラブルが発生していますのでご留意いただきますようお願い致します。
◎2階での撮影、取材は禁止とさせて頂きます。また、アリーナでのステージの撮影も禁止とさせて頂きます。

□ 出演者への取材について
◎タレント、モデル、アーティスト等出演者への取材は一切できません。予めご了承ください。

□ WEB掲載について
◎主催者が報道の一環と認めた媒体に関しましては画像掲載可能です。その際は下記規約を遵守いただきますようお願い
　致します。但し、動画につきましては一切禁止とさせて頂きます。
　①掲載期間は、イベント終了後3ヵ月とします。
　②動画は一切禁止とさせて頂きます。
　③掲載前に必ず事務局に掲載内容をお送りください。

□ その他
◎プレス席を3階に設けております。記者の方は3階プレス席またはアリーナにての取材をお願い致します。
◎控室をご用意する予定です。当日ご案内させて頂きます。

□ 駐車場
◎駐車場はご用意できませんので会場周辺の一般駐車場をご利用ください。



パス

すべての場所での撮影が可能。

報道撮影スペースでの
撮影可能

バックステージ、
アリーナ内外でのブース
撮影が可能。
ステージ撮影はNG。
但し2F、3Fでの撮影は禁止。
※3Fプレス席除く

アリーナ内外でのブース
撮影が可能。
ステージ撮影はNG。
但し2F、3Fでの撮影は禁止。
※3Fプレス席除く

ビブス
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