富士市産業交流展示場

開催日時
催事名・催事内容
３日（水）～ 鉄道フェスタ in ふじさんめっせ
７日（日）
鉄道模型のイベント
10：00-17：00
(最終入場は 16：30)

【チケット情報】
前売り入場券 500 円

会 場

対 象

大展示場

主催者・連絡先

ふじさんめっせ
般
料） (一社)日本鉄道模型協会
03-5741-1252

一
（有

【後援】
富士市、富士市教育委員会、
㈱静岡第一テレビ

当日入場券 700 円

※ 2 歳以下入場無料
※ 障害者手帳(療育手帳)掲示で本人のみ入場無料
※ 会場内の一部アトラクションは別途有料です。

イープラス、ローソンチケット、チケットぴあ、ファミリーマートにて発売

１２日（金） 2017 年 春季会員代表者会議
18：00-20：00

１４日（日）

招待・会員 静岡県労働金庫 富士支店
（無 料） 0545-53-2525

会議

１３日（土） ろうきん ふもと会 第 25 回 住宅フェスティバル
10：00-16：30

会議室

大展示場

一
（無

般
ろうきん ふもと会
料） 0545-52-8333

富士・富士宮の住宅会社 26 社主催の住宅相談イベント

10：00-16：00

１６日（火） 平成 30 年 3 月新規学校卒業者求人説明会
13：00-16：30

及び 名刺交換会

大展示場
一
会議室 （無

般
富士公共職業安定所
料） 0545-51-2151

平成 30 年 3 月新規学校卒業者を雇用するための雇用予定のある企業
に対する説明会 及び 高等学校就職担当者と人事担当者との名刺交
換会

１７日（水） 2017 年 パナソニックロード
10：00-17：00

溶接機展示、実演

１８日（木） OGUMA NEXT 2017 産業機器展
9：30-18：30

会議室 招待・会員 東海溶材㈱
屋外展示場 （無 料） 0545-61-1258

大展示場 招待・会員 ㈱オグマ商会
（無 料） 0545-61-8388

株式会社 オグマ商会の創業 50 周年を記念し、135 社の産業機器

１９日（金） メーカーの主力製品の展示と実演、並びに著名人による基調講演や
9：30-17：00

技術セミナーを行います。

２１日（日） プロレスリング・ノア 富士大会
17：15 開場
18：00 試合開始

プロレス

大展示場

一
（有

般
ノア・グローバル
料） エンタティンメント㈱
03-6261-6888

【チケット発売中】
Ｓ席 7,000 円（当日 7,000 円）
Ａ席 5,000 円（当日 5,500 円）
Ｂ席 4,000 円（当日 4,500 円）
高校生・シニア(65 歳以上) 当日のみ 2,000 円
小中学生 当日のみ 1,000 円
※ 未就学児は、保護者膝上限り無料(大人一人につき子供一人)

ヤマダスポーツ、スポーツ館一球堂、イープラス、ローソンチ
ケット、チケットぴあ、プロレスリング・ノアＨＰにて発売
※
※
※
※

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。

Access Map
富士 I.C.

至名古屋

至東京

東名高速道路

富士駅
東海道本線
柳島日東交差点

● 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/

至静岡

東海道新幹線
新富士駅

至沼津

富士市産業交流展示場

開催日時
２７日（土）
２８日（日）

催事名・催事内容

会 場

対 象

大展示場
一
屋外展示場 （無

10：00-16：00

主催者・連絡先

般
富士山ネットワーク会議
料） ふじさんめっせ
0545-65-6000

富士のふもとの大博覧会 2017
富士のふもとの「いいもの」「おいしいもの」が大集合！
グルメフェアや厳選食財のエリアには、富士山のふもとから、絶品グ
ルメが勢ぞろい。グルメフェアでは、27 日に「グルメコンテスト」
を開催。ご来場者の投票でグランプリが決まります。
健康づくりを応援するエリアでは、心身ともに健やかに過ごすための
提案商品がいっぱいです。
ステージでは、27 日、28 日両日 10：30 から「富士のふもとのご当地
キャラクター」が勢ぞろい。一緒に写真を撮れます。28 日 13：30 か
らは、ジュビロ磐田、清水エスパルス、サッカー日本代表等で活躍さ
れた福西 崇史氏と市川 大祐氏による「サッカー元日本代表トークシ
ョー！」を開催します。
※ 詳しくはふじさんめっせＨＰをご覧ください。

２９日（月） ㈱京都きもの市場 展示会 in ふじさんめっせ
13：00-20：00

３０日（火）

◆ 周辺道路及び駐車場が
大変混雑いたします。
ご来場には無料シャトル
バスのご利用が便利です。

27 日(土) 14：00～ 屋内ステージ

富士のふもとの新商品賞 決勝戦
今年はあさひテレビ「サタハピしず
おか」とタイアップ。「サタハピ」
出演者の審査で、富士のふもとの新
しい名物を見つけます。

会議室

一
（無

般
㈱京都きもの市場
料） 0120-188-008

呉服・和装小物の展示・販売

10：00-20：00

３１日（水）
10：00-17：00
※
※
※
※

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/

