富士市産業交流展示場

開催日時
４日（土）
５日（日）
10：00-18：00

４日（土）
13：00-17：00

５日（日）

催事名・催事内容

TOUCH MAZDA 2017

会 場
大展示場

対 象
一
（無

主催者・連絡先

般
静岡マツダ
料）

自動車の展示販売

2017 東芝 エコの市 春の大商談会

会議室

招待・会員 東芝ｺﾝｼｭｰﾏﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ㈱
（無 料） 054-236-1322

会議室

会
（無

会議室

招待・会員 パラマウントケアサービス㈱
（無 料） 055-946-6606

会議室

招待・会員 静岡県東部花き
（無 料） 流通センター農業協同組合
0545-35-4687

会議室

一
（有

般
全国職能資格協会
料） 06-6541-8010

会議室

一
（無

般
(一社)
料） 富士山観光交流ビューロー
0545-64-3776

家電製品・健康商品の展示商談会

10：00-16：00

７日（火）
13：30-16：00

８日（水）
10：00-16：00

９日（木）
17：00-21：00

富士社会保険委員会 年金委員セミナー
年金委員の研修

パラマウントケアサービス 新商品展示会
展示会

静岡県東部花き流通センター農業協同組合 総会
平成 29 年度組合員総会

１０日（金） 雇用管理責任者研修会
9：20-12：00

労務問題に関する研修会

１０日（金） 平成 28 年度 富士山観光交流フォーラム
13：30-16：00

講演会

１１日（土） 2017 春の大感謝祭
10：00-17：00

１２日（日）

員
富士年金事務所
料） 0545-61-1900

大展示場

招待・会員 ＰＣＭＣ
（無 料） 054-653-2244

電化製品展示実演販売

10：00-16：30

１２日（日） 核酸セミナー
13：30-15：00

１３日（月）
9：30-16：30

１９日（日）
10：00-17：00

9th 3.13 Prime Fair プライムフェア

※
※
※
※

会議室

美容師
㈲リ・ミックス
（無 料） 0545-60-1290

美容最新情報フェア＋講習会
大展示場
会議室

招待・会員 ㈱静岡伊勢丹
一 般
054-251-2211
（無 料）

人気のスウィーツまで、品揃え豊富な伊勢丹の販売会
特別ご招待日：３月１７日(金) 10：00～18：00
一 般 会 期：３月１８日(土) 10：00～18：00
３月１９日(日) 10：00～17：00

２１日（火） ウィッグ(かつら)展示即売会
10：00-16：00

招待・会員 フォーディズ㈱
（無 料） 03-5643-0651

核酸勉強会

１７日（金） ふじさんめっせ 伊勢丹 スプリングバザール
１８日（土） 婦人・紳士・子供のファッション洋品からリビングのお買得品、
10：00-18：00

会議室

会議室

一
（無

般
㈱ユキ
料） 052-459-7030

かつらの展示即売

開催日時等は変更になる場合があります。
施設の利用が確定していないものは掲載していません。
事前の開催告知を希望していないものは掲載していません。
ふじさんめっせのイベントカレンダーは富士市内公共施設等に置いてあります。

● 交通のご案内、ご利用に関するお問い合わせは

〒416-0932 富士市柳島 189-8
TEL: 0545-65-6000 FAX: 0545-65-5810
http://www.fujisanmesse.com/

富士市産業交流展示場

開催日時
催事名・催事内容
２３日（木） フランスベッド 商品展示会
10：00-17：00

会議室

対 象

主催者・連絡先

招待・会員 フランスベッド㈱
（無 料） 055-929-7511

福祉用具の展示、販売

２５日（土） 新日本プロレス
17：30 開場
18：30 試合開始

会 場

戦国炎舞 -KIZNA- Presents Road to SAKURA GENESIS 2017
プロレス

大展示場
一
屋外展示場 （有

【チケット発売中】
特別ﾘﾝｸﾞｻｲﾄﾞ 9,000 円（当日 9,500 円）
リングサイド 7,000 円（当日 7,500 円）
指 定 席 Ａ 6,000 円（当日 6,500 円）
指 定 席 Ｂ 5,000 円（当日 5,500 円）
小中高生 当日のみ 2,000 円（要身分証）

般
ＩＫＧプロモーション㈱
料） 053-440-3880
http://www.ikg-pro.com/

※ 未就学児は、保護者膝上限り無料

ヤマダスポーツ(富士市)、スポーツ館一球堂(富士宮市)、イ
ープラス、ローソンチケット、チケットぴあ、前売り.com に
て

２６日（日） 富士山 第 15 回 徳川家康公杯
8：00-19：00

ソフトダーツ競技会

２６日（日） 核酸セミナー
13：30-15：00

※
※
※
※

大展示場

会議室

一
（無

般
静岡ソフトダーツ
料） トーナメント実行委員会
054-340-8134

招待・会員 フォーディズ㈱
（無 料） 03-5643-0651

核酸勉強会

開催日時等は変更になる場合があります。
施設の利用が確定していないものは掲載していません。
事前の開催告知を希望していないものは掲載していません。
ふじさんめっせのイベントカレンダーは富士市内公共施設等に置いてあります。

● 交通のご案内、ご利用に関するお問い合わせは

〒416-0932 富士市柳島 189-8
TEL: 0545-65-6000 FAX: 0545-65-5810
http://www.fujisanmesse.com/

