
～人とクルマが つながる未来～

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2019～人とクルマが つながる未来～」を2019年
12月20日（金）～23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7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、「人とクルマが つながる未来」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8ブランド、国内2輪2ブランドを中心に出展。また、福岡モーターショー初登場
となる「チョロQランド」や、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、
e-モータースポーツの有名選手によるグランツーリスモSPORTのデモレースも開催します。

福岡国際センターでは、輸入四輪19ブランド、輸入二輪等など9ブランドが出展。会場2階には、福岡を
代表する２つのレストラン「Brooklyn Parlor 博多」と「なかがわ」が特別メニューで登場。

福岡国際会議場では、北部九州各カーメーカー最新生産車両展示会をはじめ、“往年の名車” の展示、
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を開催します。

このほか屋外企画として、パトカー・白バイ・はしご車などの「はたらくクルマ」の展示、最新型市販車の運転や
次世代安全技術を体験できる試乗会を開催いたします。

また、今回サテライト会場となるマリノアシティ福岡では“出張！福岡モーターショー”を開催。自動運転バス体験
試乗会や、レーシング車両の展示などを実施します。

2年に1度開催する、クルマ・バイクの祭典「福岡モーターショー2019」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

【本件のお問い合わせ】

福岡モーターショー事務局（西日本新聞イベントサービス内）

〒810-8721 福岡市中央区天神1-4-1

TEL:092-711-5583

福岡モーターショー2019 プレスリリース ①



【開催日程】 2019年12月20日(金)、21日(土)、22日(日)、23日(月)
開場時間9：30～18：00※23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1,500円[前売1,300円]大学生・専門学校生1,200円[前売1,000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83278）、チケットぴあ（Ｐコード992-492）、
セブン-イレブン（http://7ticket.jp）ほか主要プレイガイドで発売中

※有料会場はマリンメッセ福岡・福岡国際センター。チケット１枚で２会場ご覧いただけます。
※福岡国際会議場は無料でご入場頂けます。
※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳（以上の手帳を提示した人の介護者1人を含む）、特定疾患医療
受給者証、特定医療費（指定難病）受給者証、先天性血液擬固因子障害等医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給
者証の提示者本人は無料です。
※満65歳以上の方は、前売一般料金でご入場できます。当日券売所で年齢が分かるものをご提示ください。

【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133,113人）

【主 催】

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

【テ ー マ】 人とクルマが つながる未来

【お問い合せ】 福岡モーターショー事務局 TEL 092（711）5583［平日9:30～17:30］

国内四輪：8ブランド
国内二輪：2ブランド
輸入四輪：19ブランド
輸入二輪：9ブランド 計：38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・BRT〉
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〉国際センター・サンパレス前下車
〈88番・BRT〉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、テレQ、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）

【出 展】
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■国内ブランドによる展示（予定）※変更になる場合があります。

■出展ブランド

NISSAN MAZDA

DAIHATSU SUZUKI

車両出展者紹介 ［会場:マリンメッセ福岡］

TOYOTA

国
内
四
輪

国
内
二
輪
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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 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］

■輸入ブランドによる展示（予定）

■出展ブランド

BMWKTM トライアンフ カンナム モトグッチベスパ

福岡モーターショー2019 プレスリリース ④

ハーレー
ダビッドソン ハスクバーナ アプリリア

■出展ブランド

アルピーヌ

※LAMBORGHINI、Red Bull Racing X2010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。

輸
入
四
輪

輸
入
二
輪

BMW 8 Series Gran Coupé

Vespa
Sei Giorni
Edition II

HARLEY-DAVIDSON 
TRI GLIDE™ ULTRA

KTM
790 ADVENTURE

TRIUMPH 
Street Triple RS

Can-Am
Spyder F3-Limited

Husqvarna
Vitpilen 701

MOTO GUZZI 
V85 TT

Aprilia
RX 125

BMW
R1250RS



マリンメッセ福岡 一般出展（予定）

＊前回の様子 「Brooklyn Parlor博多」(左) /「九州じゃらん」(右)

■一般出展紹介

・道路交通情報通信システムセンター
・アイシン・エィ・ダブリュ
・スフィアライト
・JAF（一般社団法人日本自動車連盟）福岡支部
・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 ・金子商会 ・めかぶの辻
・VIPグローバル ・EURO SPORTS ・AMLAX ・市丸 ・撥水道場
・ケイズ ・大黒天クロージング ・クリエイトグループ ・KARZ 
・カーウォッシュワン ・自動車事故対策機構 ・出光興産株式会社
・ジンギーズ ・福山コンサルタント ・ガレージエスパー ・リスロン
・国土交通省 九州地方整備局 ・九州じゃらん ・トラストワン
・リクルートライフスタイル ・MSソリューションズ
・Brooklyn Parlor博多 ・なかがわ（順不同）

自動車メーカー6社（トヨタ・ホンダ・日産・ダイハツ・スバル・スズキ）による最新型
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

＊前回の様子

■イベント･主催者企画

◆最新型市販車合同試乗会

◆「グランツーリスモSPORT」を体験しよう！
PlayStation®VRを使った試遊環境を用意。本物のドライビングシートに

座った感覚で1対1のレースを体験することができる。

◆「トッププレイヤー・プロカーレーサーのGTデモレースを観戦しよう！

国内外のe-モータースポーツ大会で活躍中の山中智瑛選手をはじめとする

トッププレイヤーに、プロカーレーサー井口卓人氏も加わり、グランツーリスモSPORT
デモレースを開催！白熱の試合をお見逃しなく！
□開催日:12/21(土)22(日)（※山中選手は12/21・22 井口氏は12/21のみ出演）

【会場】マリンメッセ福岡2階

＊前回の様子

福岡国際センター 一般出展（予定）

特別企画

◆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 エキシビジョンパーク発着

試乗会

あったかいもつ鍋やヘルシーなピザとして話題の“ピンサ”、ガパオライス

などキッチンカー14店舗が集結！さらに、福岡のレストランを代表して

「THE LUIGANS Spa＆Resort」 「Brooklyn Parlor 博多」、

「なかがわ」が出店！

【会場】屋外:福岡国際会議場西側

屋内:マリンメッセ福岡2F/福岡国際センター2階

◆グルメも充実！

グルメ

福岡モーターショー2019 プレスリリース ⑤

＊前回の様子 「道路交通情報通信システムセンター」(左) /「JAF」(右)



子どもたちが大興奮！はたらくクルマが大集合！

パトカー・白バイ・はしご車など、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。
子ども用消防服を着て、消防士体験もできる！
※警察車両（パトカー・白バイなど）は、21（土）・22（日）展示。

はしご付消防ポンプ車は、22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

モーターと発電機の仕組みを学んだ後、ハイブリッドカーの模型を作り試走させます。作製したキットは
お持ち帰りいただけます。

【会場】福岡国際会議場4階

【期間】12月22日（日）①10:30～12:00 ②13:00～14:30 ③15:00～16:30
【定員】各回45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～ハイブリッドカーを作って走らせよう～ ※申込方法はHPをご確認下さい。

電気自動車「日産リーフ」のモデルカーに、自分で作った電気をためて実際に走らせてみる実験をします。

実験で使用したモデルカーはプレゼントします。

【会場】福岡国際会議場4階

【期間】12月21日（土）①11:00～11:30②13:00～13:30③14:00～14:30④15:00～15:30
22日（日）①11:00～11:30②13:00～13:30③14:00～14:30

【定員】各回18名 ※対象：小学校4～6年生

◆Springin’プログラミング体験 ～自分だけのゲームを作ろう～ ※申込方法はHPをご確認下さい。

ビジュアルプログラミングアプリ「Springin’（スプリンギン）」を使って、「車」をテーマとしたゲームの
自由創作を行います。

【会場】福岡国際会議場4階

【期間】 12月21日（土）①10:30～12:00②13:00～14:30③15:30～17:00
【定員】各回20名 ※対象：小学校4～6年生

子ども向けイベント

チョロQランドが福岡モーターショーに初登場‼

イベント限定のオリジナルチョロQにペイントマーカーで色を塗り、オリジナルカラーのチョロQが作れる

「ホワイトチョロQペイント工作」や、みんなで飛んで遊べる「チョロQフワフワ」、チョロQを走らせ、
ボウリングや一本橋ゲームのクリアを目指すチョロQゲーム大会、懐かしのチョロQがズラリと並ぶ
「チョロQ博物館」など大人気のイベントが目白押し！

★12/23（月）14:00以降にチョロQランドに遊びにきた
先着50名様へホワイトチョロQペイント工作無料券をプレゼント！

・ホワイトチョロQペイント工作（有料1個800円）
・親子わくわくスペース
・チョロQ博物館
・チョロQフワフワ
・チョロQゲーム大会（21(土)22(日)のみ開催）

【会場】マリンメッセ福岡2F

◆チョロQランド in福岡モーターショー

自由に塗っちゃえ！
ホワイトチョロQペイント工作

福岡モーターショー2019 プレスリリース ⑥

◆親子deものづくり～電池とモーターでクルマをつくろう～ ※申込方法はHPをご確認下さい。

木製のキット、電池、モーターをつか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21日（土）22日（日）各日①10:30～11:30②13:00～14:00③15:00～16:00
【定員】各回18名 ※対象：小学校4～6年生 ※保護者のお手伝いがあれば未就学児でも制作可能です。

ⒸTOMY



【会場】福岡国際会議場2階

◆北部九州生産最新車両展
カーメーカー完成車工場が多数集積する北部九州で生産されて
いる最新の車両を一同に展示。

◆往年の名車展示

国内で１台のみ現存する日本最古の軽四輪自動車「オートサン
ダルFS」や、昭和40～50年代に人気を博した名車たちを厳選
して展示。

◆九州学生製作車両展

学生フォーミュラ全国大会に参加した九州の大学の車両を展示。
<参加大学>

九州工業大学・久留米工業大学・北九州市立大学・崇城大学・九州大学

◆ふくおかITSワールド～人とクルマが つながる未来～

未来のモビリティ社会はどう変わっていくのか。それらを支えていく企業、

大学等が最先端の取組みを展示し自動車産業を取り巻く未来の

可能性を訴求する。次世代を担う子供～若者も楽しめるよう、

ドライブシミュレーターやジオラマ、コンセプトカー等の展示を行う。

■主催者挨拶 13:30～13:35（5分）

北部九州自動車産業アジア先進拠点推進会議会長 福岡県知事 小川 洋

■第１部：特別講演 13:35～14:25（50分）

「人とクルマが つながる未来～クルマがもたらす未来の暮らし～」

≪講 師≫MONET Technologies 株式会社 代表取締役社長 兼 CEO 宮川 潤一氏

■第２部：トークセッション 14:30～16:00（90分）

「どう変わる？モビリティ社会の未来～地域の暮らしと新たなビジネスチャンス～」

≪モデレーター≫株式会社三菱総合研究所 営業本部副本部長 杉浦 孝明氏

≪パネリスト≫

西日本鉄道株式会社 取締役常務執行役員自動車事業本部長 清水 信彦氏

WILLER株式会社 代表取締役 村瀨 茂高氏

株式会社MaaS Tech Japan 代表取締役CEO 日高 洋祐氏

トヨタ自動車株式会社 未来プロジェクト室室長代理 天野 成章氏

【期間】 12月20日（金）13:30～16:00

【会場】 福岡国際会議場3階（メインホール）

◆自動車産業フォーラム ～クルマが秘める更なる可能性を求めて～

出張！福岡モーターショー

オートサンダルFS ホンダS800 マツダコスモスポーツ

福岡モーターショー2019 プレスリリース ⑦

豪AEV社と共同開発す
るLS-EVコンセプトカー

未来のモビリティ社会
をイメージしたジオラマ

ドライビングシミュレーター

オンデマンドバス「のるー
と」実走車両

対話型自動運転車イス
「パートナーモビリティ」

サテライト会場となる「マリノアシティ福岡」では、初登場の自動運転バス

体験試乗会や、レーシング車両の展示などを実施！

体験イベント・フォーラム・セミナー

【期間】12月21日（土）22（日）

【会場】マリノアシティ福岡



福岡モーターショー2019 プレスリリース ⑧

盛り上げちゃおっカー‼

EXPG STUDIO FUKUOKA

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2年に1回開催のクルマ・バイクの祭典「福岡モーターショー」を盛り
上げるべく、九州で活躍中のアーティストやパフォーマーが大集結！マリンメッセ福岡から福岡国際会議場までの沿道を盛り上げます！

関西コレクション
エンターテインメント福岡

西日本花火福岡第一高等学校
鼓道部

FSM HIGH SCHOOL DANCE 
Project 
K-POP DANCE Project
FSMハイスクールクワイヤーズ
プロジェクト

SO.ON project
FUKUOKA

サウンズ オブ ダズHello Youth

九州男児新撰組福岡ベルエポック
美容専門学校

RFC CHEER 
DANCE TEAM

Red Bull KODO

DANsing project DA’s

志免飛龍太鼓

and 
more！



◆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-event.co.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20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。

◆20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(19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：西澤･今村）

〒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

福岡モーターショー2019 プレスリリース ⑨



「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。

※上記以外の「福岡モーターショー2019」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：

◎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。

・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 ② ③

【お問い合わせ】

福岡モーターショー事務局（西日本新聞イベントサービス内）

〒810-8721 福岡市中央区天神1-4-1 TEL:092-711-5583 FAX:092-731-5210

担当／西澤晴佳、今村麻衣子 E-mail fukuoka-motorshow@nishinippon-event.co.jp

mail: fukuoka-motorshow@nishinippon-event.co.jp

FAX：092-731-5210
・ 福岡モーターショー事務局 今村 行

「福岡モーターショー2019」出展予定車両

ニッサンIMk(NISSAN)

「福岡モーターショー2019」出展予定車両

TsumuTsumu(DAIHATSU)

「福岡モーターショー2019」出展予定車両

WAKUスポ(SUZUKI)

福岡モーターショー2017の様子 福岡モーターショー2017の様子

（はたらくクルマ）

④ ⑤


