
～ クルマと変えよう暮らしの未来 ～
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2017～クルマと変えよう暮らしの未来～」を
2017年12月15日（金）～18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6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型市販車が出展されるほか、「クルマと変えよう暮らしの未
来」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9ブランド、国内2輪2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SPORT』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8ブランドが出展予定。会場2階には、
「Brooklyn Parlor 博多」と「Bar Vita」の福岡を代表する２つのレストランが特別メニューで登場す
るほか、「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、北部九州クルマの歴史と未来展をはじめ、パーソナルモビリティ等の体験、九
州学生製作車両展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、モータースポーツの車両の
展示、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2017」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29年12月15日(金)、16日(土)、17日(日)、18日(月)
開場時間9：30～18：00※18日(月)は17：00終了

【会場構成】 マリンメッセ福岡、福岡国際センター、福岡国際会議場

【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82029）、チケットぴあ（Ｐコード991-115）、
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130,291人）

【主 催】

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

【 テ - マ 】 クルマと変えよう暮らしの未来

【お問合せ】 福岡モーターショー事務局 TEL 092（711）5583

国内四輪 9ブランド［トヨタ･レクサス･ホンダ･日産･ダイハツ･スバル･マツダ･スズキ・三菱］

国内二輪 2ブランド［ホンダ、スズキ］

輸入四輪 19ブランド
輸入二輪 8ブランド

【 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
博多駅西日本シティ銀行前Fのりば
〈99番:博多ふ頭行き〉国際センター・サンパレス前下車
〈88番:中央ふ頭行き〉国際会議場・サンパレス前下車

○地下鉄 福岡市地下鉄呉服町駅から徒歩約12分

・マリンメッセ福岡 福岡市博多区沖浜町7-1
・福岡国際センター 福岡市博多区築港本町2-2
・福岡国際会議場 福岡市博多区石城町2-1

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）

②福岡モーターショー2017 プレスリリース
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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 三菱

■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。

③

Honda スズキ

■出展ブランド（国内四輪メーカー）

■出展ブランド（国内二輪メーカー）

福岡モーターショー2017 プレスリリース

TOYOTA HONDA

NISSAN MAZDA

MITSUBISHI DAIHATSU

SUBARU LEXUSSUZUKI

車両出展者紹介 ［会場:マリンメッセ福岡］



アストンマーティンアウディ BMW フィアットアルファロメオ マセラティ ボルボアバルト ランボルギーニルノー

ジャガー ロールス・ロイス ランドローバー テスラMINI ジープベントレー マクラーレン

車両出展者紹介 ［会場:福岡国際センター］

④

■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。

■出展ブランド（輸入四輪メーカー）

※LAMBORGHINIは
マリンメッセ福岡に展示

BMWKTM トライアンフ
ハーレー

ダビッドソンcan-am モトグッチ ベスパ ウラル

■出展ブランド（輸入二輪メーカー）

RENAULT TWINGO INTENS Audi R8 Spyder BMW NEW X3 ABARTH 595

Alfaromeo Giulia FIAT 500
LAMBORGHINI 

Aventador S Coupe
MASERATI Levante

VOLVO NEW XC60 Aston Martin DB11 V8 BENTLEY Bentayga JAGUAR  XF SPORTBRAKE Rolls-Royce DAWN

LAND ROVER 

RANGE ROVER VELAR

MINI JOHN COOPER WORKS McLaren  570S Spider Jeep®  New Compass TESLA  Model X

Vespa 

LX125i-GET

HARLEY-DAVIDSON 

ULTRA LIMITED ANNIVERSARY 

Can-am 

SPYDER RT Limited

KTM 

1290SUPER DUKE R

MOTO GUZZI 

V7Ⅲ STONE
TRIUMPH 

BONNEVILLE BOBBER

URAL 

GEAR UP

BMW 

G310GS

福岡モーターショー2017 プレスリリース

フェラーリ



マリンメッセ福岡 一般出展（予定）

＊前回の様子（福岡国際センター）

【一般出展紹介】

・福岡モーターショー公式オリジナルグッズ
・自動車事故対策機構
・道路交通情報通信システムセンター
・アイシン・エイ・ダブリュ
・JAF福岡
・環境省
・The Luigans Spa＆Resort （順不同）

・福岡モーターショー公式オリジナルグッズ
・PIT IN KITCHEN ・観光PRコーナー ・金子商会 ・エフティーアドバンス
・ＶＩＰグローバル ・ＥＵＲＯ ＳＰＯＲＴＳ ・アムラックス ・コスモサウンド
・市丸 ・撥水道場 ・ケイズ ・フォレスト ・大黒天クロージング
・日刊自動車新聞社 ・MSソリューションズ ・クリエイトグループ
・ＳＰＲＥＡＤ/スフィアライト ・クレディセゾン ・ガレージエスパー ・KARZ 
・パルサーミラノ ・九州地方整備局 ・株式会社 メグム MEGM CORPORATION

（順不同）

自動車メーカー8社（トヨタ・ホンダ・日産・マツダ・ダイハツ・スバル・スズキ・三菱）
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 東側駐車場発着

＊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SPORT」を体験しよう！

◆最新型市販車合同試乗会

息を飲むほどフォトリアルなクルマ。陽光のまぶしさや夜の暗闇まで表
現するコース。4K、60fps、HDR、ワイドカラーという現在考え得る
最高の映像表現を追求したPlayStation®4用ソフト「グランツーリ
スモＳＰＯＲＴ」を体験しよう。会場にはPlayStation®VRを使
った試遊環境も用意。本物のドライビングシートに座った感覚で1対
1のレースが楽しめます！

【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2017の様子

福岡国際センター 一般出展

特別企画

試乗会

◆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 東側駐車場発着

⑤

＊公式オリジナルグッズ（※写真はイメージです）

◆モータースポーツ
ヤリスWRカーやレクサスRCFショーカー等を展示。搭乗体験、タイヤ
交換体験、エンジン始動等普段味わえない興奮を体感できる絶好
の機会。お子様用のレーシングスーツ、ヘルメットもありますので是非
ご家族でモータースポーツに触れてみては！
※車両は変更する場合があります。
【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

福岡モーターショー2017 プレスリリース



「Brooklyn Parlor 博多」と「Bar Vita」の福岡を代表する
２つのレストランが特別メニューで登場。
休憩コーナーは約200席。
PIT INしよう！！

【会場】福岡国際センター2階

【期間】開催期間中

雲仙ハムと大村産の粗挽きソーセージを使った贅沢な「ホットドッグ」、
佐賀を代表する「唐津ハンバーガー」、宮崎産の食材を詰め込んだ
「肉巻きおにぎり」、豚骨発祥の地の「久留米ラーメン」など選りすぐりの
店舗が大集合。会場を回りながら美味しいグルメを味わってみてね！

【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、自衛隊の特殊車両など、
普段触れ合う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。

※自衛隊車両、警察車両（パトカー・白バイなど）は

16日（土）・17日（日）展示。はしご付消防ポンプ車は17日（日）のみ展示。

【会場】福岡国際センター 正面屋外スペース東側

【期間】開催期間中

モーターと発電機の仕組みを学んだ後、スイッチを入れるとモーターで走り、スイッチを切るとモーターで発電し豆電球がピカﾂと光る自動車模型を
作ります。※対象：小学校4～6年生

【会場】福岡国際会議場4階（404・405会議室）

【期間】 12月17日（日）①10:30～12:00 ②13:00～14:30 ③14:30～16:00
【定員】各回30名 ※対象：小学校4～6年生

◆はたらくクルマ

◆日産わくわくエコスクール～電気をためて車を走らせよう～ ※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～電力回生自動車をつくって走らせよう～ ※申込方法はHPをご確認下さい。

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。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4階（401・402会議室）

【期間】 12月16日（土）①10:30～11:00②13:00～13:30③14:00～14:30④15:00～15:30
17日（日）①10:30～11:00②13:00～13:30③14:00～14:30

【定員】各回30名 ※対象：小学校4～6年生

◆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。

【会場】福岡国際会議場4階

【期間】 １2月16日（土）、17日（日）各日10:30～11:30、13:00～14:00、15:00～16:00 ※対象：小学生

◆GOGO!グルメストリート

◆PIT IN KITCHEN（ピットインキッチン）

子ども向けイベント

グルメ

⑥福岡モーターショー2017 プレスリリース



【会場】福岡国際会議場１階及び２階
【期間】開催期間中
・北部九州自動車メーカーの歴史車両や最新車両の展示
・九州学生製作車両展

・最先端の安全運転機能を搭載したコックピットの体験
・自動運転パートナーモビリティの試乗 ほか

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。

北部九州クルマの歴史と未来展
1階及び
2階

福岡県、
北部九州自動車産業アジア先進拠
点推進会議

12/15 金 14:00～16:30 セルロースナノファイバー（CNF）展開セミナー
4階

会議室
120名

九州経済産業局地域経済部製造
産業課

12/16 土 13：30～16:00 自動車産業フォーラム
3階
メイン
ホール

1,000名
福岡県、
北部九州自動車産業アジア先進拠
点推進会議

12/18 月
14:00～17:00
（予定）

自動運転ビジネス研究セミナー
4階

会議室
100名

福岡県、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）

◆北部九州クルマの歴史と未来展

【期間】 12月16日（土）13:30～16:00
【会場】 福岡国際会議場3階（メインホール）
【第一部】 特別講演「ITSの進化と大きく変わる社会」
［講演者］佐々木 眞一 氏
（ITS Japan会長（ﾄﾖﾀ自動車株式会社顧問・技監））
【第二部】 トークセッション「スポーツカーの復権！～開発者が語るスポーツカーの魅力～」
［コーディネーター］一般財団法人日本自動車研究所 代表理事 研究所長 永井 正夫 氏
［ﾊﾟﾈﾘｽﾄ］トヨタ自動車株式会社

ﾚｸｻｽｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ常務理事/ﾚｸｻｽLCﾁｰﾌエンジニア 【ﾚｸｻｽLC】 佐藤 恒治 氏
日産自動車株式会社
商品企画部ﾁｰﾌ･ﾌﾟﾛﾀﾞｸﾄ・ｽﾍﾟｼｬﾘｽﾄ 【GT-R】 田村 宏志 氏
株式会社本田技術研究所
LPL室/ﾀﾞｲﾅﾐｯｸ性能統括責任者（Meister）【NSX】 水上 聡 氏

◆自動車産業フォーラム

体験イベント・フォーラム・セミナー

福岡国際会議場スケジュール

福岡モーターショー2017 プレスリリース ⑦

＊未来のコックピットを体験！ ＊人工知能搭載の対話型自動運転
パートナーモビリティを体験！

＊パーソナルモビリティを体験！

＊前回の「北部九州自動車メーカーの車両展示及び九州学生製作車両展」の様子



◆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、同封の「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（fukuoka-motorshow@nishinippon-np.jp）かFAX（092-731-5210）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15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。

◆15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(14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（担当：早渕･今村・林）

〒810-8721福岡市中央区天神1-4-１

TEL 092 (711) 5583 FAX 092 (731) 5210

取材に関するお願い

⑧福岡モーターショー2017 プレスリリース



「福岡モーターショー」の告知・広報にご協力いただける場合、下記の画像をご用意しております。
お手数ですが下記申込み用紙にご記入の上、事務局宛にメールかFAXにて送信くださいますようお願い致します。

※画像を掲載する場合は必ず「福岡モーターショー2015の様子」 と記載ください。

※「福岡モーターショー2017」の出展車両は公式HPに公開しております。画像をご希望の方はご相談ください。

※写真の使用は本事業の紹介記事に限らせて頂きます。

◎ご希望の画像番号：
※複数の写真画像をお使いの際は、ご要望いただければ上記以外も手配いたしますのでご相談ください。

◎招待券のご希望： なし ・ あり（ペア 組）
※ペア３組以内を基準とさせていただいております。別途ご要望があればお書き添え下さい。

◎福岡モーターショー２０１７の出展車両は11月上旬決定予定です。

画像をご希望の方はご連絡をお願い致します。

・貴媒体名: ・ご担当者名:

・発行エリア:

・掲載予定日・コーナー:

・ご住所: 〒

・TEL: （ ） ・FAX: （ ）

・Ｅメール:

※恐縮ですが、原稿ゲラを事前にFAX又はメールにて送付いただき、事務局にて校正させて頂ければ幸いです。

※ご掲載いただいた媒体を事務局宛にお送り頂きますようお願いいたします。

①

③

②

④

【お問い合わせ】

福岡モーターショー事務局（西日本新聞社企画事業室内）

〒810-8721 福岡市中央区天神1-4-1 TEL092-711-5583 FAX092-731-5210

担当／早渕 亮平、今村 麻衣子 E-mail fukuoka-motorshow@nishinippon-np.jp

mail: fukuoka-motorshow@nishinippon-np.jp
FAX：092-731-5210

・福岡モーターショー事務局 今村 行


