
～ クルマとあけよう 未来の扉～ 
開催 

  
 福岡モーターショー実行委員会は、「福岡モーターショー2015～クルマとあけよう 未来の扉
～」を2015年12月18日（金）～21日（月）の4日間、福岡市博多区・マリンメッセ福岡、福岡国際
センター、福岡国際会議場の3会場で開催いたします。 
 
 最新技術によるコンセプトカーや、燃料電池自動車、電気自動車など環境に配慮した次世代
のクルマに触れていただくとともに、世界有数の自動車生産拠点である北部九州の将来性を
発信し、多くの方々に「身近なカーライフ」と「ヒトとクルマの未来」を感じとっていただければと 
思います。 
 
 福岡モーターショーは、東京モーターショーと同じく2年に一度開催し、今回で5回目になります。
国内外の四輪・二輪車のコンセプトカーや最新市販車が出展されるほか、「クルマとあけよう 
未来の扉」をテーマに様々な世代に楽しいカーライフを提案いたします。クルマファン、バイク
ファンはもちろん、ファミリーや子どもたちも楽しめる展示やイベント・グルメで会場を盛りあげて
いきます。 
  
 マリンメッセ福岡では、国内4輪8ブランド、国内2輪3ブランドを中心に出展。また、人気ゲーム
ソフト『グランツーリスモ6』の最先端ドライビングシミュレーター体験も行います。 
  
 福岡国際センターでは、輸入四輪19ブランド、輸入二輪など9ブランドが出展予定。会場2階に
は出展輸入ブランドにちなみ世界各国の料理を食べることができるコーナー、「九州じゃらん」と
タイアップした人気観光地の紹介ブースなども出展されます。 
  
 福岡国際会議場では、北部九州自動車未来展をはじめ、水素エネルギー関連の最新機器・
技術の展示、九州学生製作車両展、トヨタ自動車の内山田竹志会長を招いた「自動車産業フォ
ーラム」のほか各種フォーラムや子ども向けものづくり教室も開催いたします。 
 
 このほか屋外企画として、救急車やパトカーなどの「はたらくクルマ」の展示、こどもふれあい
バイク教室、最新型市販車の試乗会も開催いたします。 
 
 2年に1度開催するクルマの祭典「福岡モーターショー2015」に、多くの方にご来場いただき、 
クルマの未来を感じていただきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 
 

福岡モーターショー実行委員会 
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 【開催日程】 平成27年12月18日(金)、19日(土)、20日(日)、21日(月) 

開場時間9：30～18：00※21日(月)は17：00終了 

 【会場構成】  マリンメッセ福岡、福岡国際会議場、福岡国際センター 

【 入 場 料 】 大人1,400円（前売1,200円）※高校生以下無料 
チケットは、ファミリーマート/イープラス、ローソン（Ｌコード88291）、チケットぴあ（Ｐコード989-828）、 

セブン-イレブン（http://7ticket.jp）、西鉄旅行各店ほか主要プレイガイドで発売中 

 【開催目的】  福岡モーターショーでは、モーターファンはもちろん子どもや女性、ファミリーにもクルマの 
すばらしさや楽しさを実感していただく機会とするとともに、クルマが人々のライフスタイルを 
豊かにしてすばらしい未来を築いていく力があることを世界有数の自動車生産拠点である 
北部九州から発信します。 

 【入場目標】  150,000人（前回実績147,057人） 

  【主      催】 

【   U R L   】  http://www.fukuoka-motorshow.jp/ 

 【 テ - マ 】    クルマとあけよう 未来の扉 

【お問合せ】 福岡モーターショー事務局   TEL 092（711）5583 

国内四輪8ブランド［トヨタ･レクサス･ホンダ･ニッサン･ダイハツ･スバル･マツダ･スズキ］ 
国内二輪3ブランド［ホンダ、スズキ、カワサキ］ 
輸入四輪19ブランド 
輸入二輪9ブランド 

【出      展】 

【 アクセス 】 

○天神から    
天神ソラリアステージ前バス停2Aのりば〈80番〉 
→中央ふ頭行き→国際会議場・サンパレス前下車 
 
○博多駅から  
博多駅センタービル前西鉄バス停Eのりば(福銀前) 
→博多ふ頭行き→国際センター・サンパレス前下車〈99番〉 
→中央ふ頭行き→国際会議場・サンパレス前下車〈88番〉 
 
○地下鉄     福岡市地下鉄呉服町駅から徒歩約15分 
    
・マリンメッセ福岡     福岡市博多区沖浜町7-1 
・福岡国際会議場     福岡市博多区石城町2-1 
・福岡国際センター  福岡市博多区築港本町2-2 
 

自家用車でのご来場はご遠慮ください。 
会場へは、公共交通機関をご利用ください。 

福岡モーターショー実行委員会  
北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議、九州経済産業局、九州地方整備局、九州総合通信局、 
九州運輸局、九州管区警察局、福岡県、福岡市、北九州市、九州自動車・二輪車産業振興会議、 
九州経済連合会、福岡県商工会議所連合会、福岡商工会議所、福岡県中小企業団体中央会、 
北九州商工会議所、福岡県商工会連合会、福岡県中小企業経営者協会連合会、 
九州沖縄地区中小企業勤労者福祉共済団体協議会、九州大学、九州工業大学、福岡大学、 
福岡工業大学、西日本工業大学、久留米工業大学、北九州市立大学、九州産業大学、 
福岡県自動車販売店協会、福岡コンベンションセンター、日産自動車九州、トヨタ自動車九州、ダイハツ九州、 
日産車体九州、九州電力、九州旅客鉄道、西日本鉄道、西部ガス、九電工、福岡銀行、 
西日本シティ銀行、九州観光推進機構、福岡県市長会、福岡県町村会、福岡県中小企業振興センター、 
福岡県機械金属工業連合会、西日本新聞社、日本経済新聞社、ＴＮＣテレビ西日本、TVQ九州放送、 
ＲＫＢ毎日放送、ＫＢＣ九州朝日放送、ＦＢＳ福岡放送、ラブエフエム国際放送、エフエム福岡（順不同） 
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トヨタ ホンダ 日産 ダイハツ スズキ スバル マツダ レクサス 

◆トヨタ 

◆ダイハツ ◆ホンダ 

◆日産 

◆マツダ 

◆スズキ 

◆スバル 

◆レクサス 

TOYOTA PRIUS TOYOTA S-FR 

NORI ORI HINATA CLARITY FUEL CELL 

TEATRO for DAYZ NISSAN CONCEPT 2020 
VISION GRAN TURISMO 

MAZDA ROADSTER 

IGNIS TRAIL CONCEPT 

VIZIV FUTURE 
CONCEPT 

RX 450h”F SPORT” 

MAZDA CX-3 

◆車両出展者紹介 

   出展ブランド（国内四輪メーカー）                           ［会場:マリンメッセ福岡］ 

MIGHTY DECK 

［出展予定車両（国内四輪）※出展車両は変更になる場合があります。］ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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LEGACY B4 SporVita 



ルノー アウディ BMW メルセデス 

ベンツ 

フォルクス 

ワーゲン 

フィアット アルファロメオ マセラティ 

ボルボ ジャガー ランドローバー キャデラック MINI 

アバルト 

◆車両出展者紹介 

※LAMBORGHINIはマリンメッセ福岡に展示 

※出展車両の仕様は変更となる場合があります 

RENAULT TWINGO Audi  RS 3 Sportback 

［出展予定車両（輸入四輪） ※出展車両は変更になる場合があります。］ 

BMW New BMW 7SERIES Mercedes-Benz  

Mercedes-AMG GT 

Volkswagen Golf Touran 

ABARTH 595 
Alfaromeo 4C Spider  FIAT 500X LAMBORGHINI 

Huracán LP 610-4 

MASERATI Ghibli 

VOLVO V40 BENTLEY 

Continental GT V8  

Convertible 

JAGUAR F-PACE LAND ROVER 

RANGE ROVER  

SPORT SVR 

MINI  

THE NEW MINI CLUBMAN 

CADILLAC ESCALADE Jeep   Renegade Ⓡ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

ジープ 

ランボルギーニ 

ベントレー 

   出展ブランド（輸入四輪メーカー）                           ［会場:福岡国際センター］ 
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マクラーレン アストンマーチン 

Aston Martin 

Rapide S  

McLaren 

570S 



Honda スズキ カワサキ 

◆Honda 

CRF1000L Africa Twin Feel Free GO! 

Ninja 250 ABS KRT EDITION Ninja ZX-10R ABS KRT EDITION 

◆カワサキ 

BMW KTM トライアンフ ハーレー 

ダビッドソン 

can-am 

［出展予定車両（国内二輪）※出展車両は変更になる場合があります。］ 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

［出展予定車両（輸入二輪）※出展車両は変更になる場合があります。］ 

HUSTLER SCOOT 

アプリリア モトグッチ ベスパ ハスクバーナ 

◆アプリリア 

RSV4 Factory APRC Primavera125 V7 ⅡRacer Tiger XRX  

◆モトグッチ ◆ベスパ ◆トライアンフ ◆ KTM 

◆ハスクバーナ 

1290SUPER ADVENTURE 

◆ BMW ◆ハーレーダビッドソン ◆ can-am 

701 SUPER MOTO BMW R1200RS FLHTKL 
Spyder RT Limited 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

◆二 輪 

   出展ブランド（国内二輪メーカー）                                                    ［会場:マリンメッセ福岡］ 

◆スズキ 

   出展ブランド（輸入二輪メーカー）                          ［会場:福岡国際センター］ 
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     マリンメッセ福岡 一般出展（予定） 

＊前回の「一般出展」の様子（福岡国際センター） 

＊前回の「一般出展」の様子（マリンメッセ福岡） 

◆一般出展紹介 

・アイシン･エィ･ダブリュ 
・JAF福岡 
・タケウチ 
・TEAM ZERO FUKUOKA（2Ｆ） 
・ウィズザスタイル（2Ｆ） 
・インダス（2Ｆ）       
             （順不同）    

【観光PRコーナー】 
・じゃらん 
・熊本県 
・宮崎県 
・霧島市 
・阿蘇市 

・熊本市 
・天草市 
 

 
・お茶の深香園 
・撥水道場（田辺鈑金） 
・市丸 
・シーボン 
・(株)ケイズ 
・(株)P-4   
・バイクワールドジャパン 
・トモキチレーシング   
・フォレスト 
・KARZ 
・福岡県セルプセンター 
・FMSオリジナルグッズ 
         （順不同）    

実車の臨場感！シミュレーターでGT6を体験 

自動車メーカー７社（トヨタ・ホンダ・日産・マツダ・ダイハツ・スバル・スズキ）
による最新型市販車の試乗会を開催。 

※試乗車種などは決定後HPなどで告知いたします。 

【会場】マリンメッセ福岡 エキシビジョンパーク発着 

＊前回の「試乗会」の様子 

◆イベント･主催者企画 

◆グランツーリスモ6 

◆最新型市販車合同試乗会 

リアルなドライビング体験が楽しめるPlayStation®3専用 

ソフト「グランツーリスモ6」。会場では、体感型シミュレーター 

を用いて実車同様の“G”を感じる走りが楽しめる他、発表間 

もない次回作「グランツーリスモSPORT」のトレーラー上映、 

「ビジョン グランツーリスモ」各車のパネル展示など、盛りだく 

さんのメニューがお待ちしています！ 

【会場】マリンメッセ福岡2階 

【期間】開催期間中 

 

＊東京モーターショー2015の様子 

【関連グッズ ほか】 
・クリエイトグループ 
・VIPグローバル 
・コスモサウンド 
・エフティーアドバンス 
・金子商会 
・アムラックス 
・GALLRIA TURUGI 
・オーディオボックス 
・プロ･フィット スポーティング 
・日刊自動車（書籍販売） 
・九州地方整備局 
・工房 我楽堂 
 

    福岡国際センター 一般出展（予定） 

     特別企画 

     試乗会 
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◆燃料電池自動車(FCV)試乗会 
ふくおかFCVクラブによる体験試乗会を開催。FCVの魅力を体感して頂けます。 

【会場】マリンメッセ福岡 東側エントランス発着 



 輸入車にちなんだ各国のグルメが勢ぞろい！ 
福岡モーターショーには6か国から輸入車が集結！ 

各国のクルマとあわせ、各国のグルメをお楽しみください。 

ローストビーフ（アメリカ）、ベリーのトライフル（イギリス）、 

ほうれん草とキノコのトマトスープのパスタ（イタリア）、 

ソーセージ盛り合わせ（ドイツ）などを販売。 

【会場】福岡国際センター2階  

【期間】開催期間中 

 

九州を中心に「ご当地グルメ」が１７店舗集結！発祥の味「小倉名物焼 

うどん」（福岡県）、呼子のイカなど唐津産の食材を詰め込んだ「唐津 

まるごと焼きそば」（佐賀県）、伝承の技を堪能「五島手延べうどん」 
（長崎県）など魅力たっぷりのグルメが登場。会場で味わい、クルマで 

各地のグルメロードにでかけてみては!! 

【会場】福岡国際会議場西側  

【期間】開催期間中 

 

子どもたちが大興奮！はたらくクルマが大集合！ 
救急車やパトカーをはじめ、自衛隊の特殊車両やレッカー車 

など、普段見る機会の少ないめずらしいクルマも大集合！ 

「はたらくクルマ」を間近で見て、触れて、乗れるチャンスです。 

警察車両（パトカー・白バイなど）・はしご付消防ポンプ車は20日（日）のみ展示
。自衛隊車両（戦車など）は19日（土）・20日（日）展示 

【会場】マリンメッセ福岡 エキシビジョンパーク 

【期間】開催期間中 

 

モーター・電池を使い、ホバークラフトを浮き上がらせて走る仕組みを学びます。出来上がった模型を実際に走らせて 

遊ぶことができます。なお、終了後にお持ち帰りいただけます。※対象：小学校4～6年生 

【会場】福岡国際会議場 404＋405号室 

【期間】 12月19日（土）①10:30～②13:00～③14:30～④16:00～／20日（日）①10:30～ ②13:00～ ③14:30～ 

小学生対象の親子参加型バイク教室。 

【会場】福岡国際センター前広場 

◆はたらくクルマ 

◆日産わくわくエコスクール ※申込方法はHPをご確認下さい。 

◆トヨタ九州モノづくり教室 ※申込方法はHPをご確認下さい。 

地球環境問題プレゼン（15分）+キットカー実験（15分） ※対象：小学校4～6年生 

電気自動車の模型キットを使って、実際に自分で電気を作り、電気をためて走らせる実験を行います。地球環境の問題に対するクルマの
取組みについて体験を通して楽しく学びます。作った模型キットはお待ち帰りいただけます。 

【会場】福岡国際会議場 401＋402号室 

【期間】 12月19日（土）①10:30～②11:30～③13:00～④14:00～⑤15:00～ 

                    20日（日）①10:30～②11:30～③13:00～④14:00～  

◆コドモふれあいバイク教室 ◆親子deものづくり～電池とモーターでクルマをつくろう～ 

木製のキット、電池、モーターを使って自動車を組み立てます。 

木製キットにマジックで色を塗り、オリジナルのクルマを作ります。 

作った模型キットはお持ち帰りいただけます。また特典として、参加いた 

だいた方、全員に「クルマのペーパークラフト」をプレゼント致します。 

※対象：小学生 

【会場】福岡国際会議場4階 

【期間】 １2月19日（土）、20日（日）各日10：30～、13：00～、15：00～ 

◆満腹!!ご当地グルメロード 

◆ワールドキッチン 

     子ども向けイベント 

     グルメ 
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・北部九州自動車未来展 

･水素エネルギー関連の最新機器・技術の展示   

・高校生製作車両展 

・大学・専門学校生製作車両展 

＊前回の「北部九州自動車未来展」の様子 

日付 曜日 時間 タイトル 会場 定員 主催者 

期間中 
9:30～18:00 
※最終日は 
17:00まで。 

水素エネルギー関連の最新機器・技術の展示 
1階 
ロビー 

  
福岡県、 
北部九州自動車産業アジア先進拠
点推進会議 

期間中 
9:30～18:00 
※最終日は 
17:00まで。 

北部九州自動車未来展 
2階 
ホール 

福岡県、 
北部九州自動車産業アジア先進拠
点推進会議 

12/18 金 

9:30～12:00 
高効率水素製造研究分科会 
燃料電池要素研究分科会 

4階 
会議室 

80名 福岡水素エネルギー戦略会議 

13:00～18:30 
（懇親会含む） 

ＩＳＩＴ第17回カーエレクトロニクス研究会 
5階 
会議室 

80名 
公益財団法人九州先端科学技術
研究所 

14:00～16:30  

「メガ・プラットフォーム戦略」と「ナノテク応用」 
～大きな潮流が自動車の生産・開発に与える 
インパクト～ 

4階 
会議室 

120名 九州経済産業局 

12/19 土 13：30～16:00  自動車産業フォーラム 
メイン 
ホール 

1000名 
福岡県、 
北部九州自動車産業アジア先進拠
点推進会議 

12/20 日 

10:00～12:00 九州学生製作車両展表彰式 
2階 
ホール 

13:00～16:00 

 
スポーツカーと学生フォーミュラのデザイン 
 

4階 
会議室 

 
15～30名 

 

久留米工業大学インテリジェント・
モビリティ研究所 
／自動車技術会九州支部 

12/21 月 

13:00～16:30 自動車ＩＴＳビジネス研究会 
4階 
会議室 

100名 

北部九州自動車産業アジア先進拠
点推進会議 
九州ＩＴ＆ＩＴＳ利活用推進協議会
（ＱＰＩＴＳ） 

13:00～17:00 
高圧水素貯蔵・輸送研究分科会 
高圧水素下における機械要素研究分科会 

4階 
会議室 

100名 福岡水素エネルギー戦略会議  

◆北部九州自動車未来展 

  【日時】2015年12月19日（土） 13：30～16：00 

 ・ 特別講演「水素社会の実現に向けて～トヨタの環境技術戦略～」  
   ［講演者］ 内山田  竹志  氏（トヨタ自動車株式会社 代表取締役会長） 

 ・ トークセッション「開発責任者が語る！クルマづくりのこだわり」 
   ［司 会］ 一般財団法人日本自動車研究所  顧問 小林 敏雄 氏 

   ［出演者］ トヨタ自動車株式会社  開発責任者（新型プリウス） 豊島 浩二 氏 

         日産自動車株式会社  車両開発主管（エクストレイル） 東倉 伸介 氏 

         株式会社本田技術研究所  執行役員 開発責任者（ステップワゴン） 袴田  仁 氏 

         富士重工業株式会社  設計責任者（アイサイト） 碓井 茂夫 氏 

◆自動車産業フォーラム 

     セミナーフォーラム                                                          ［会場:福岡国際会議場］ 

     福岡国際会議場スケジュール 
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◆当日の取材につきましては、事前に事務局までお申し込み下さいますようお願いいたします。 

 お申し込み方法は、「取材申込書」をご確認頂き必要事項を明記の上、福岡モーターショー事務局 

 まで、EmailかFAXにてお送り頂きますようお願い致します。 

 ※取材申込書は公式サイト（http://www.fukuoka-motorshow.jp）からもダウンロードいただけます。 

 

 

◆開会式は18日（金）8時半からマリンメッセ福岡エントランスロビーにて行います。 

 

 

◆18日（金）は報道関係者のみ8時半からマリンメッセ福岡アリーナ内も取材可能です。 

 

 

◆前日（17日（木））に取材をご希望の場合、事務局までご相談ください。 

 

 

◆会場内にプレスルームはございません。 

 

 

◆ご来場の際は、公共交通機関を利用ください。 

 

 

◆ご不明な点がございましたら、下記事務局までご連絡ください。 

 

◆お問い合わせ 
福岡モーターショー事務局 
〒810-8721 
福岡市中央区天神1-4-１ 
［TEL］ 092 (711) 5583 
［FAX］ 092 (711) 8120 
担当：早渕･今村 

     取材に関するお願い 
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