
《Press Release》 
平成30年11月22日 
天神地下街商店会 

 「 クリスマス抽選会 」  
開催期間： 12/7（金）～12/25（火） 

受付時間：１０：００～２０：００ 

会場：天神地下街 8番街石積みの広場 
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～12/7（金）～12/25（火）は、「クリスマス抽選会」を開催～ 

合計12,000名様以上に豪華賞品が当選する、 

極上宿or列車の旅が当たる抽選会 
を開催します。期間中、天神地下街でお買い上げのレシートを 

お持ちいただくと、合計5,000円（税込）ごとに1回抽選できます。 

 

えらべる 
トラベル 

等賞 賞品 当選人数 

特賞 選べる ｢極上温泉宿 or 極上列車の旅 ｣ご招待 
10 組 

(20名)様 

1等 
選べる ｢極上体験」 

（風情をまとう名湯 or 人気ダイニング 他） 
30名様 

2等 
選べる ｢極上グルメ｣ 

（名店の味 or ブランド牛 他）  
30名様 

3等 選べる ｢毎日を楽しくする特選ギフト ｣ 30名様 

4等 選べる「気分盛り上げクリスマアイテム」 30名様 

5等 選べる ｢クリスマ雑貨 ｣ 840名様 

6等 ｢天神のXmasへ行こう2018｣ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ列車ご招待券（2枚） 
600 組様
(1,200名) 

7等 期間限定コカ・コーラリボンボトル  11,000名様 

W 
チャンス

賞 

デザイン家電「ホットプレート」  5名様 

博多座公演チケット  5組10名様 



《Press Release》 
平成30年11月22日 
天神地下街商店会 

 「TENCHIKA CIRCUS」  
開催期間： 11月10日（土）～12月25日（火） 

会場：天神地下街 
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～2018年クリスマスは、「TENCHIKA CIRCUS」を開催～ 

１.振付稼業「air:man」オリジナルダンスイベント 【 12/23（日･祝） 1番街イベントコーナー】 

  air:manオリジナルダンスをTEAMLOCと一緒に、家族やともだち、カップルみんなで踊ろう！ ※ air:man来場決定 

 

2.メリーゴーランド 【 12/15（土）～25（火） 1番街イベントコーナー】 

 ヨーロッパの雰囲気がただよう、ファミリーに大人気のメルヘンチックなメリーゴーランドが登場！ 

 

3.サーカス回遊 

【①11/10（土）②11/18（日）③11/25（日）④12/2（日）⑤12/9（日）⑥12/16（日）⑦12/22（土）合計7日間】 

 サーカス団員（ピエロ）が天神地下街の通路を回遊し、チラシを配ったり、写真撮影に応じてくれます。 

 

4.てんちかわくわくワークショップ 【12/8（土）～9（日） 1番街イベントコーナー】 

 ミニクリスマスツリー作りやツリーペイントを楽しめるワークショップを開催。 

 

5.ライブペインティング 【 12/9（日）1番街イベントコーナー】 

 障害のある人が絵画やデザインなど創作活動を仕事として活動している「PICFA」と、キャラクターデザインで一躍有名になった谷口亮氏の

2組でライブペインティングを開催。18時から写真撮影会を開催します。 

 

6.太田耕平 リュート演奏 【12/16（日）1番街イベントコーナー】 

 

7.ジャグリング富生 【12/22（土）1番街イベントコーナー】 

 

8.【秘】サプライズ企画！オーケストラフラッシュモブ開催  

【①11/10（土）8番街石積みの広場 ②１２月某日予定（場所も非公開） 

突然一般の通行人やテナントのユニフォームを纏った人たちが、クリスマスを題材にしたオーケストラをはじめます。予告一切なしで行い、お客様にサプライズ演

出でおもてなしします。 

※フラッシュモブはシークレット企画につき当日の取材・撮影は大歓迎ですが、事前告知はNGとなっております。 

 クリスマス抽選会 
12/7（金）～12/25（火）8番街石積みの広場 

 イルミネーション 
11/9（金）～12/25（火）天神地下街 通路 

期間中、その他のイベント 

開催中 



１.振付稼業「air:man」オリジナルダンスイベント  

air:manオリジナルダンスをTEAMLOCOと一緒に、家族やともだち、カップルみんなで踊ろう！  

air:man来場決定！！  

【開催期間】  12/23（日･祝）14：30～ 

【会場】 1番街イベントコーナー 

振付稼業「air:man」  

1996年9月旗上げされたダンスを推進する演劇集団air:manの主宰、杉

谷一隆が菊口真由美に呼び掛け、2004年新たに立ち上げた複数人数から

なる振付ユニット。その名も『振付稼業air:man』「振付師が複数人もいて意

見がまとまらないのでは？」というご意見には、「乗数倍のプレゼン能力がありま

す」と言ってのける。そんな彼らの売り言葉、「動くものなら何でも振付けま

す!! 」に買い言葉増殖中！ 

2008年 『UNIQLOCK』にて世界三大広告賞「カンヌ国際広告祭」「One 

Show」「クリオアワード」のすべてを受賞。また、その他国内外各種の広告賞

を多数受賞。 

職人としての振付によるエンターテイメントなダンスを提供すべく、CM・PV・映

画・舞台・イベント・ワークショップ等、様々な場において日々、ビバTHE無節

操に奮闘中！ 

TEAM LOCO  
2014年頃結成。現在の5人で活動をスタートしたのは2017年3月から。 
メンバーは結成から全ての舞台に出演している町田悠宇・柳鶴マコト、 
2016年9月に行われた第6回公演から参加したジェフ太郎、 
そして2017年3月に行われた第7回公演から参加した比屋根和太・東ヨ
シアキの5人。 
メンバーそれぞれ個人活動も行なっており、 
TV番組のリポーターやCM出演、俳優としてドラマや映画、ファッション
ショーなどに出演。 
5人の表現として舞台を選択し「演劇を身近にする」という大きすぎる目標
を掲げ活動中。 
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 《 「TENCHIKA CIRCUS」 各イベント概要 》 

《Press Release》 
平成30年11月22日 
天神地下街商店会 

【開催内容】 
・エアーマン&チームロコのメンバーでトークショー 
・エアーマンからダンス指導 
・お客様を交えてダンス練習 
・本番（撮影あり） 
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【開催期間】 12/15（土）～12/25（火） 

【稼働時間】 平日  12:00～19:00  土日祝 11:00～19:00  ※最終受付 18:45 

【会場】 1番街 イベントコーナー 

【参加条件】 当日天神地下街で購入のレシート提示で1回乗車可能です。 

2. メリーゴーランド 

ヨーロッパの雰囲気がただよう、ファミリーに大人気のメルヘンチックなメリーゴーランドが登場！ 

3.サーカス回遊 

サーカス団員（ピエロ）が天神地下街の通路を回遊し、チラシを配ったり、写真撮影に応じてくれます。 

回遊コースは日程によって変動あり。 
お問い合わせください。 

8番街石積みの広場 

 《 「TENCHIKA CIRCUS」 各イベント概要 》 

《Press Release》 
平成30年11月22日 
天神地下街商店会 

【開催期間】 12/8（土）・ 9（日）12:00～18:00 

【会場】 1番街イベントコーナー 

【参加条件】天神地下街で当日お買い上げのレシートご提示で先着90名様（1日）参加できます。 

4.てんちかわくわくワークショップ 

※どちらかおひとつのワークショップに参加できます。 

ミニクリスマスツリー作りやツリーペイントを楽しめるワークショップを開催。 

【開催期間】 ①11/10（土）②11/18（日）③11/25（日）④12/2（日）⑤12/9（日） 

         ⑥12/16（日）⑦12/22（土）合計7日間 

【会場】 天神地下街 通路 
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5.ライブペインティング 

障害のある人が絵画やデザインなど創作活動を仕事として活動している「PICFA」と、 

キャラクターデザインで一躍有名になった谷口亮氏の2組でライブペインティングを開催。 

18時からは撮影会も開催。 

PICFA 
PICTURE（絵画）+WELFARE（福祉）。障害のある人たちが創作活動を仕事にしています。絵画やデ
ザイン、オリジナルグッズ制作、またイベント企画や実施などの活動を行っています。 

谷口 亮 
キャラクターデザイナー。企業のキャラクター制作のほか、ネコのオリジナルキャラ「ヌヌコ」のイラスト・グッズを
制作。博多人形師・田中勇気氏に師事するなど、異分野とのコラボレーションにも積極的。 

【開催期間】 12/9（日） 11:00～18:00ライブペインティング 18:00～20:00 写真撮影タイム 

【会場】 1番街イベントコーナー 

 《 「TENCHIKA CIRCUS」 各イベント概要 》 

《Press Release》 
平成30年11月22日 
天神地下街商店会 

7.ジャグリング富生 

【開催期間】 12/22（土） 
           ①11:00 ②14:00 ③17:00 各15分 

【会場】 1番街イベントコーナー 

6.太田耕平 リュート演奏 

【開催期間】 12/16（日） 
        ①14:30 ②16:00 各30分 

【会場】 1番街イベントコーナー 

福岡市出身。  
福岡を拠点にギター・リュート奏者として演奏
活動やレッスン活動、 
音楽講座の主催、演奏会の企画など多岐
にわたる活動を開始している。 

静岡出身。 
高度なテクニックのディアボロ（中国ゴマ）を
はじめ、水晶玉を自在に操るコンタクトジャグ
リング、珍しいエイトリング（二連リング）を
使い独特な世界観を作り、観客を魅了する。 
現在、ハウステンボス公認のパフォーマーとし
て活動している他、イベントやステージ等、日
本各地、時には海外でもパフォーマンス活動
中である。 
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8. 【秘】サプライズ企画！オーケストラフラッシュモブ開催 

突然一般の通行人やテナントのユニフォームを纏った人たちが、クリスマスを題材にしたオーケストラをはじめます。 

予告一切なしで行い、お客様にサプライズ演出でおもてなしします。 

【開催期間・会場】 ①11/10（土）8番街石積みの広場 ②②１２月某日予定（場所も非公開） 
 

※内容は都合により変更になる場合がございます。ご了承ください。 

※掲載・取材いただける際はお手数ですが右記までご連絡をお願い致します。 

【お問合せ先】 

天神地下街マネジメントセンター 森 

（不在の際は古賀・池田） 

電話 092-711-1903/FAX 092-762-2116 

◆イベント正式名称は、下記で統一でお願いします。 

  TENCHIKA CIRCUS  

【天神地下街MAP】 ＜1番街 イベントコーナー＞ 
・振付稼業「air:man」オリジナルダンスイベント ・メリーゴーランド  ・ライブペインティング 
・てんちかわくわくワークショップ ・太田耕平 リュート演奏 ・ジャグリング富生 

サプライズ企画！オーケストラフラッシュモブ開催 
①11/10（土）8番街石積みの広場 ②12/24（月・振）1番街イベントコーナー 

＜東側通路、西側通路＞ 
・サーカス回遊 

 《 「TENCHIKA CIRCUS」 各イベント概要 》 

《Press Release》 
平成30年11月22日 
天神地下街商店会 

 ◆クリスマス抽選会 12/7（金）～12/25（火）8番街石積みの広場 

 ◆イルミネーション 11/9（金）～12/25（火）天神地下街 通路 期間中、その他のイベント 

※フラッシュモブはシークレット企画につき当日の取材・撮影は大歓迎ですが、事前告知はNGとなっております。 

11/10（土）に開催したフラッシュモブオーケストラ映像をアップしています。 

下記映像は、リリースの際にご活用ください。 

 

https://youtu.be/7cOY_5vbzdE 
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《キービジュアル》 
平成30年11月22日 
天神地下街商店会 


