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2018 年 4 月 2 日 
報道関係者各位 

福岡地所株式会社 

 

キャナルシティ博多 2017 年度来場者数 

過去最高を超え 1,700 万人 累積３億人を突破しました 
 

 

キャナルシティ博多は、2018年４月20日で開業22周年を迎えます。 

2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日）の来場者数が、3月31日(土)付で過去最高の1,700万人に 

到達いたしましたのでご報告いたします。 

これにより、22年間の累積来場者数は３億148万人を達成いたしました。 

 
 

2017年度来場者数（2017年4月1日～2018年3月31日） 

  約1,702万人（前年比103.9％） 

 
来場者増加の要因 

 ・福岡空港における LCC 増便により、韓国を中心とした訪日外国人の来場が増加。 

 ・2016年11月導入の集客装置「アクアパノラマ」上演による夜間来場の増加。 

 

来場者数の推移 
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主な施策・イベント 

日 程 企画・イベント 

3/4～9/22 キャナルアクアパノラマ第2弾「EXILE SPECIAL MAPPING SHOW」上演 

4/1 OPA1階インモール リニューアルオープン 

4/28～5/7 キャナルシティのゴールデン誕生祭 

5/3 はかた駅前“どんたく”ストリート「キャナルシティ博多どんたく隊」 

7/1 チームラボ 学ぶ！未来の遊園地・トミカプラレールカフェ オープン 

7/1～7/14 キャナルアクアパノラマ第3弾「YAMAKASA」上演開始＆飾り山笠奉納 

7/22～8/27 
水の体感アトラクション「キャナルスプラッシュ」を 

「パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊」とコラボレーション 

8/11 劇団四季ミュージカル「リトルマーメイド」開幕 

9/8・9 NAKASU JAZZ 

9/15～ シェアサイクルサービス「コギコギスマート」開始 

9/15～9/24 アジアフォーカス・福岡国際映画祭 

9/23～3/23 
キャナルアクアパノラマ第４弾 

「TALK ENTERTAINMENT REALIVE PRESENTED BY COCA-COLA」上演 

10/29 博多ハロウィン仮装パレード＆コンテスト 

11/11～1/14 
噴水のアトラクション、ダンシングウォーターとイルミネーションによるスペシャルショー

「アクアイルミネーション」を東方神起とコラボレーション 

11/25～ アクアパノラマ第5弾「ワンピースウォータースペクタクル２」上演開始 

12/1～12/17 ラーメンスタジアム16周年祭 期間限定スペシャルラーメン 

12/6 Yahoo!検索大賞 2017 福岡県部門賞 商業施設として初受賞 

1/1 新春イベント「ワンダフル THE ニッポン！迎春キャナル祭」 

2/1 アリペイ、ウィーチャットペイメントを93店に導入 

2/18 アビスパ福岡キックオフフェスタ2018開催 

2/24・25 春節祭 in 福岡2018  

2/26 スマートフォン決済サービス「NCB ペイ」32店で実証実験 

2/27 シェアサイクルサービス「メルチャリ」開始 

3/24~ アクアパノラマ「ワンピース」2作品を春休みに同時上演 

上記の他、年間を通じ169組のゲストアーティストステージを実施。 

青山テルマ（9/16）、THE YELLOW MONKEY（10/27）、CHEMISTRY（11/11）、渡辺麻友（12/20）、 

剛力彩芽（3/10）他 

主な新店・リニューアル店（催事等含まず） 

日 程 店 名 

4/1 
キャナルシティオーパ1F リニューアル 

[新] adonis green、Daniel Wellington 

4/28 [新] FURLA 

7/1 [新] チームラボ 学ぶ！未来の遊園地、トミカプラレールカフェ 

7/14 [新] THE MARKET F 

8/4 [新] SKECHERS 

9/28 [新] LEAVES 

10/5～10/7 
[新] MOLAO-Japon、GALLERY、ディッキーズ 

[改] ABC-MART GRAND STAGE 

10/28 [改] リアル謎解きゲームシティ 

11/1 [新] ViTO、コロンビアスポーツウェア [改] coen、タリーズコーヒー 
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12/8 [改] GLOBAL WORK（GLOBAL WORK CAFE 併設） 

12/16 [改] うまや 

1/27 [新] DIFFERENCE 

3/3 
キャナルシティオーパ B1F ラフェスタリニューアル 

[新] CALVIN KLEIN 

3/8 [新] A|X ARMANI EXCHANGE 

3/16 [新] サンリオギャラリー 

3/23 [改] アーノルドパーマー タイムレス 

3/28 ラーメンスタジアム [新] 元祖トマトラーメン三味、長浜ナンバーワン、支那そばちばき屋 

キャナルシティ博多沿革 

1977年 キャナルシティ博多の一部用地（現在のサウスビル）を取得 当初はマンション建設を計画 

1980年 マンション計画を中止 キャナルシティ博多（イーストビル除く）全用地を取得 

1988年 ザ・ジャーディ・パートナーシップ社にデザインを委託 

1989年  アジア太平洋博覧会 

ホークス、福岡に移転 

1993年 キャナルシティ博多着工 博多港国際ターミナル開設 

バブル崩壊（1991～） 

1996年 キャナルシティ博多開業 

●開業時の主な施設 

キャナルシティオーパ、メガバンドール、無印良品、AMC キャナルシティ13、福岡シティ劇場、 

福岡ジョイポリス、福隣門酒家、書楽、T-ZONE、福岡ワシントンホテル、グランド ハイアット 福岡 

●初日の来場者は20万7,000人、ゴールデンウィーク5/3,4の単日来場者がともに23万人超 

●開業時の広告に、村上隆氏によるオリジナルキャラクター「DOB くん」を採用 

●サンプラザステージに「DREAMS COME TRUE」登場。 

台風で5時間以上到着遅延の中、観客が待ち続け、福岡屈指のイベントステージとして知名度を高める 

●高さ18ｍ「スターライトツリー」と街内のイルミネーションライトアップ実施 

 クリスマスイルミネーションによる新しい商空間を提案 

●プロムナードビル竣工、川端商店街とキャナルシティ博多を結ぶ横断歩道橋の全ルート供用開始 

●福岡市都市景観賞、グッドデザイン賞金賞等を受賞 

●日経流通新聞（現：日経 MJ）ヒット商品番付で西の横綱に選出（東の横綱は激安携帯電話・PHS） 

1997年 ●物販ゾーンの営業時間を21時までに延長 

●サウスビル B1F にキャナルシティオーパ「ラ ブーン」開業 

●福岡シティ劇場（現：キャナルシティ劇場）で劇団四季ミュージカル『美女と野獣』開幕（～1998年5月） 

●映画『タイタニック』公開 AMC（現：ユナイテッド・シネマ）では1年以上のロングランを記録 

●1996年の岩田屋 Z サイド（現：本館）、この年の博多大丸東館エルガーラ、福岡三越などの開業が続き 

「第三次福岡（天神）流通戦争」と称される 

1998年 ●劇団四季ミュージカル『キャッツ』開幕（～1999年5月） 

●九州交響楽団水上コンサート開催 『キャッツ』出演者も登場 

1999年 ●コカ・コーラウエストジャパン(現：コカコーラ ボトラーズジャパン)がキャナルシティ 

博多屋外にネオン広告等を設置 福岡・中洲夜景のランドマークに 

福岡ダイエーホークス 

初優勝 

2000年 ●ノースビル4F に無印良品（現：MUJI）増床 3F とあわせて2フロアに 

2001年 開業5周年 

●グランドハイアットビル B1F レストランゾーン「グランドプラザ」開業 

●サウスビル1-4F をリニューアル 「第2の創業期」へ 

●劇団四季ミュージカル『ライオンキング』開幕（～2003年3月） 

●「ラーメンスタジアム」開業／博多「一黒丸」、熊本「味千拉麺」、宮崎「風来軒」、北海道「らーめんむつみ屋」、 

喜多方「坂内食堂」、東京「らーめん香月」、横浜「六角屋」のラインナップ 

2002年 ●ビジネスセンタービル B1F「マツモトキヨシ」開業 
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2003年 ●来場者数1億人突破（10月） 

2004年 ●噴水「ダンシングウォーター」リニューアル 

2005年 ●サウスビル3F に「ZARA」「Gap」開業 

●劇団四季ミュージカル『美女と野獣』開幕（～2006年1月） 

地下鉄七隈線開業 

福岡西方沖地震 

2006年 ●キャナルシティカード（現：f-JOY カード）発行 

●キャナルハロウィンパレード開始 川端商店街を通る仮装パレードをスタート 

2007年 ●トード・ボーンチェによるクリスマスインスタレーション「森のシャンデリア」公開 

●サンプラザステージに B’z 登場 

2008年 ●劇団四季ミュージカル『ライオンキング』開幕（～2009年8月） 

●銀聯カード決済導入 

●ライトダウンキャンペーン参加開始 

リーマンショック 

 

2009年 

 

●タイトーステーション開業 

●開業時に展示した村上隆氏によるバルーンオブジェ「Chaos」を13年ぶりに展示 

2010年 ●ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13に「IMAX」導入 

●キャナルシティ劇場開業 

2011年 開業15周年 

●来場者数2億人突破（10月） 

●イーストビル開業 「ユニクロ」「H&M」「ZARA」「Desigual」「Francfranc」等開業 

●「MUJI」リニューアル 

●運河周辺の共用部、アメニティリニューアル 

●水の王国「サマースプラッシュ」開始 夏の新しいエンターテイメント＆憩いの空間に 

●劇団四季ミュージカル『ウィキッド』開幕 

九州新幹線 

鹿児島ルート全線開通 

2012年 ●サウスビル1-4F をリニューアル 「ラオックス」「スーパースポーツゼビオ」開業 

●キャナルどんたく隊結成 お客様と博多どんたく「はかた駅前通り」パレード参加 

●tuperatupera によるクリスマスインスタレーション「太陽のクリスマス」公開 

福岡都市高速道路 

全線開通・環状線開通 

2013年 ●チームラボによるクリスマスインスタレーション「願いのクリスタルツリー」公開 福岡市人口150万人 

2014年 ●劇団四季ミュージカル『キャッツ』公演 

●博多祇園山笠キャナルシティ博多飾り山笠に『キャッツ』登場 

福岡市、国家戦略特区に 

指定 

2015年 ●MUJI リニューアル 全国初「MUJI BOOKS」導入 

●統一免税カウンター設置 

●ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13に「4DX」導入 

2016年 開業20周年＜来場者数1,648万人＞ 

●ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13に「プレミアム・ダイニング・シネマ」導入 

●夏期アトラクション「キャナルスプラッシュ」を「ワンピース」とコラボレーション 

●外国人観光客向け案内所「キャナルツーリストラウンジ」開設 

●シンガポール発の手づかみシーフードレストラン「ダンシングクラブ」開業 

●3D プロジェクションマッピング、噴水、音響、照明による集客装置「アクアパノラマ」導入 

 第1作「ワンピースウォータースペクタクル」公開 

2017年 ●劇団四季 ミュージカル「リトルマーメイド」開幕 

●キャナルシティオーパ1F 一部改装 

●アクアパノラマ「EXILE」「山笠」「USJ」および「ワンピース」とのコラボ作品公開 

●チームラボ 学ぶ！未来の遊園地・トミカプラレールカフェ開業 

●夏期アトラクション「キャナルスプラッシュ」を「パイレーツ・オブ・カリビアン/最後の海賊」とコラボレーション 

●グランドハイアット福岡「マーケット F」開業 

●噴水ダンシングウォーターとイルミネーションによるスペシャルショーを東方神起とコラボレーション 

●イルミネーション点灯式に CHEMISTRY が登場 

●Yahoo!検索大賞 2017 福岡県部門賞 商業施設として初受賞 

2018年 ●来場者数3億人突破（2月） 

●Alipay、Wechat payment 導入 

●アクアパノラマ「ワンピース」2作品を春休みに同時上演。 

●アクアパノラマ「ゴジラ」とコラボレーション 
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キャナルシティ博多概要 

名 称 キャナルシティ博多 

開 業 1996 年 4 月 20 日、イーストビル 2011 年 9 月 30 日 

所 在 地 福岡市博多区住吉１丁目２ 

事 業 主 体 福岡地所株式会社、福岡リート投資法人 

運 営 管 理 福岡地所株式会社 

デ ザ イ ン ザ・ジャーディ・パートナーシップ社（米国）他 

面 積 敷地面積 約 43,500 ㎡ 延床面積 約 252,500 ㎡ 

フロア構成 商業ゾーン 5 階～地下 1 階 

ウェブサイト http://www.canalcity.co.jp/  

電 話 番 号 情報サービスセンター 092-282-2525（10:00～21:00） 

営 業 時 間 ショッピング 10:00～21:00 レストラン 11:00～23:00 ※一部店舗により異なる 

主 な 施 設 

■専門店・飲食店・大型店（241 店／2018 年 4 月時点） 

キャナルシティオーパ、MUJI、ラオックス、スーパースポーツゼビオ、ユニクロ、H&M、 

ZARA、フランフラン、ラーメンスタジアム他 

■映画館・劇場・アミューズメント 

タイトーステーション、ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13、キャナルシティ劇場 

■ホテル 

キャナルシティ・福岡ワシントンホテル、グランド ハイアット 福岡 

■オフィス・ショールーム  

駐 車 場 一般駐車場 約 1,300 台収容 大型バス駐車場 約 20 台収容 

免税実施店 133 店（うち一括カウンター利用 103 店） 

 

インバウンド関連サービス 

購買環境の整備 

銀聯カード決済の導入（対象：中国） 2008年 

14通貨決済 2013年7月 

新韓カード決済（対象：韓国） 2014年12月 

免税一括カウンター 2015年7月 

外貨両替機 2015年8月 

ウィーチャットペイ・アリペイ（対象：中国） 2018年2月 

館内設備・サービスの整備 

無料 Wi-fi 2015年7月 

館内ディレクトリサイン・館内誘導サイン４カ国語対応 2016年9月 

キャナルツーリストラウンジ 2016年10月 

自転車シェア「COGICOGI」サイクルポート設置 2017年9月 

自転車シェア「メルチャリ」サイクルポート設置 2018年2月 

情報配信 

中国人向け SNS（微信/wechat）開設 2016年1月 

台湾・香港人向け SNS（Facebook）開設 2016年11月 

韓国人向 SNS（Instagram/Facebook）開設 2016年11月 

ゲームアプリとのタイアップ 
台湾高雄 MRT のゲームアプリ「高捷戀旅」との 

タイアップ 

2017年9月 

従業員向け研修の実施 インバウンド研修 2011年～ 

 


